
Japan Hand Drip Championship 2018 
スポンサーシップのご案内 

競技会概要 

名 称  
Japan Hand Drip Championship 2018 (JHDC) 

ジャパン ハンドドリップ チャンピオンシップ 2018 

主 催  一般社団法人 日本スペシャルティコーヒー協会 

競 技 内 容  

競技者はスポンサーが提供する公式焙煎豆および公式抽出器具 

（任意選択）を使用して、量の違う２つの抽出を行ないます。 

 

予選は３名のセンサリージャッジにより、抽出された２つのコーヒーの質の均一性を 

味覚のみで審査され、トーナメント方式で決勝へ勝ち上がります。 

決勝は、味覚審査に加え、テクニカルジャッジによるプレゼンテーションの審査や、事前に提供され

る公式焙煎豆の特徴などを研究したうえで、その豆の可能性をどれだけ引き出すことができるかな

ど、プロフェッショナル性が大きく問われ、審査の難易度は高まります。 

 

会  

場  

・  

日  

程  

 

予選 

東京 東京ベルエポック製菓調理専門学校 第二校舎 

2018年 2月 21日（水） 

      22日（木） 

      23日（金） 

大阪 大阪キャリナリー製菓調理専門学校 
2018年 3月 8日（木） 

       9日（金） 

福岡 福岡キャリナリー製菓調理専門学校 2018年 3月 13日（火） 

決勝  
  
        東京都立産業貿易センター台東館    2018年  5月  15日  (火 )  

決勝大会 
について 

大会は、「ジャパン サイフォニスト チャンピオンシップ2018」決勝大会とともに開催を 

予定。 

会場にはスポンサー各社の製品・商品の展示スペース、PRブースを提供します。 

（※詳細は後日、事務局よりご案内いたします） 

お問合せ先： SCAJ 競技会事務局 

〒110-0016 東京都台東区台東4-27-5 秀和御徒町ビル8F 

株式会社イベント＆コンベンションハウス内    

TEL：03-3831-2605 FAX：03-5807-3019  Email：
competition@scajconference.jp 

一般社団法人 日本スペシャルティコーヒー協会  

日本スペシャルティコーヒー協会主催 ジャパン ハンドドリップ チャンピオンシップ は、日本で育まれ、多くの人々に愛されるコー

ヒー抽出方法 ”ハンドドリップ” の競技会で、例年全国から総勢200名が集まり、その抽出技術とコーヒーの味覚を競います。 

本年も協会活動にご協力をいただいております皆様方に「スポンサーシップのご案内」をお送りします。 

日本におけるスペシャルティコーヒーの普及、啓蒙、そして発展を念頭に、業界に従事するコーヒーラバー達の一層のレベル向上

を関係者一丸となって、バックアップし歴史ある日本のコーヒー文化、質の高い抽出技術を世界へ向けアピールします。 

是非、主旨をお汲み取りいただき、ご賛同とご協賛を賜りたく、ご検討をよろしくお願いします。 

スポンサー募集中 

申込締切 
   2018年 
1月 30日 (月) 

スポンサー募集中 

申込締切 
   2018年 
1月 30日 (火) 



Japan Hand Drip Championship 2018 スポンサーシップのご案内 

スポンサーカテゴリ／メリット一覧 

2017年度 スポンサー 

● 器具スポンサー ● コーヒー生豆スポンサー ● 協賛企業 

ルールにより、競技者にはスポンサー提供器具の使

用を義務付けます（※任意選択） 

競技会公式器具として、商品価値を高め、ブランド

力を強めることにより、コーヒー関連器具として認知

度が広がります。 

競技にはスポンサー提供の生豆を使用します 

貴社の認知度、生豆のブランド価値の上昇につ

なげます。決勝では事前にスポンサー提供生豆

を配布し、競技者が貴社の生豆をプレゼンテー

ションします。 

競技会の開催をバックアップする企業

として、貴社名/ロゴを競技会場および

各種媒体で露出します。 

（※1）器具スポンサー（ゴールド）にはドリッパー・フィルターを含む2種以上の器具/機器を大会に提供い
ただきます。器具スポンサー（シルバー）にはポット、 グラインダー等の1種の器具/機器を大会にご提
供いただきます。いずれも大会で使用する場合がありますが、原則として大会終了後に返却いたします。 

     ドリッパー・フィルター・フランネル：※：競技者はスポンサー提供の公式器具から必ず一種 

     を選んで使用します。それ以外の器具は使用できません。 

     ※フランネルは決勝のみ 

     グラインダー：競技者はスポンサー提供の公式器具から一種を選ぶか、スポンサーが販売す 

     る器具を持参して使用することができます。それ以外の器具は使用できません。 

     ポット：競技者による使用は任意です。 

（※2）生豆スポンサーには予選もしくは決勝で使用する競技用の生豆を大会にご提供いただきます。大会

内部規定により、いずれも（SCAAのカッピングスコアで）85点相当以上の生豆を提供いただきます。

尚、コーヒー豆の焙煎は運営側で行ないますので、予めご了承ください。 

（※3）スポンサーブース、協賛企業ブースの詳しい仕様については詳細が決定次第、通知させていただきま

す。内容はご協賛額により異なる場合がありますのでご了承ください。 

（※4）生豆スポンサー（決勝）1社  ➡ 2社以上のお申し込みがあった場合、抽選となります。 

（※5）生豆スポンサー（予選）2社  ➡ 3社以上のお申し込みがあった場合、抽選となります。 

 

■  1社が複数のスポンサーカテゴリーに申し込む場合、合計金額に応じてスポンサーメリットを変更させていた

だく場合があります。 

   コーヒー生豆スポンサー 

          決勝  30 万円 

          予選  10 万円 

   現金協賛  5 万円 

      または  1 万円 

スポンサー募集中 

申込締切 
   2018年 
1月 30日 (月) 

別紙のお申込書に必要事項をご記入の上下記SCAJ競技会事務局までFAXまたはメールでお送りください 

  スポンサーメリット 

ゴールド シルバー ブロンズ 

協賛企業 

器具2種〜 

（ドリッパー・フィル

ター・ポット・グライン

ダー・その他） 

生豆 

（決勝）※4 
 

器具1種 

（ポット・グライン

ダー・ 

浄水器・その他） 
 

生豆 

（予選）

※5 

その他 

スポンサー協賛料 30万円 30万円 20万円 10万円 10万円 5万円 1万円 

SCAJ公式サイト内JHDC2018競技会ページに、貴社ロゴ・
社名を掲載／貴社ウェブサイトへのリンクを設置 

● ● ● ● ● ● 
○ 

社名のみ 

予選会場にて貴社ロゴ・社名入りのスポンサーボードを掲出 ● ● ● ● ● ● 
○ 

社名のみ 

予選会場にて貴社の製品/商品およびカタログ等の展示・配
布（任意） 

● ● ● ● ●     

決勝大会スクリーンにて貴社ロゴを投影（数回実施） ● ● ● ● ●     

決勝大会ステージにて貴社への謝辞および貴社ロゴ・社名を
掲示 

● ● ● ● ●     

自社の器具【ドリッパー・フィルター・ポット・グラインダー等】を、 
競技会および競技者に提供 

●※1 ●※1     

自社の提供する生豆を競技会および競技者に提供 ●※2 ●※2     

決勝大会会場において公式スポンサーブースまたは協賛企業
ブースを提供（任意、スペースおよび基本設備を提供予定） 

●※3 ●※3 ●※3 ●※3 ●※3 ◯※3   

  器具スポンサー 

      ゴールド（2種〜）  30 万円 

     シルバー（1種）    20 万円 
（税込） 

お問合せ先： SCAJ 競技会事務局 

〒110-0016 東京都台東区台東4-27-5 秀和御徒町ビル8F 

株式会社イベント＆コンベンションハウス内    

TEL：03-0331-2698 FAX：03-5807-3019  Email ： competition@scajconference.jp 一般社団法人 日本スペシャルティコーヒー協会  

注意事項 2017年度スポンサー 



必要事項をご記入の上、署名捺印後、FAXまたはメールにてSCAJ競技会事務局宛にお送りください。 

 
社名（※） 
（日本語表記） 

 
社名（※） 
（英語表記） 

 

住所  〒 
   

 
TEL 

 
 FAX          

 
E-mail 

  
 URL 

 
担当者名          

 
担当者所属        

 
 
掲載名（※）社名と違う場合にご記入ください 

 
スポンサーカテゴリ（下記表よりお選びください） 

 JHDC 2018 

                  スポンサー                                                                               

 

金額（下記表よりお選びください）                      
   

            万円（税込）                

▶  E-mail：info@scajconference.jp または Fax：03-5807-3019  宛 

上記、スポンサーシップに申し込みます。 

ご署名： 役職： 

お申込日：           年    月     日 

※社名／掲載名は、各種制作物、ウェブ、ガイドブック等に掲載されますので、正確な名称をご記入ください。 

お申込内容を確認後、請求書をお送りしますので、お振込みをお願いします。 

印 

スポンサーカテゴリ 

ゴールド シルバー ブロンズ 

協賛企業 

器具2種〜 

（ドリッパー・フィ

ルター 
ポット・グライン

ダー 
その他） 

生豆 

（決勝） 

器具1種 

（ポット・グライ

ンダー・ 
浄水器・その

他) 
 

生豆 

（予選） 
その他 

スポンサー協賛料 30万円 30万円 20万円 10万円 10万円 5万円 1万円 

Japan Hand Drip Championship 2018 

スポンサーシップ申込書 

（税込） 

お問合せ先： SCAJ 競技会事務局 

〒110-0016 東京都台東区台東4-27-5 秀和御徒町ビル8F 

株式会社イベント＆コンベンションハウス内    

TEL：03-3831-2698 FAX：03-5807-3019  Email ： competition@scajconference.jp 一般社団法人 日本スペシャルティコーヒー協会  


