
Japan Coffee Roasting Championship (JCRC) 2019
Roast Masters Team Challenge (RMTC) 2019

競技会概要（予定）

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

E-mail：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 コーヒー ロースティング チャンピオンシップ(JCRC)」 はコーヒーロースティング技術の

日本チャンピオンを競う競技会で優勝者はワールドコーヒーイベンツが主催するワールド コーヒー ロースティング チャンピオンシップ

(WCRC)に出場します。

グリーングレーディングの採点結果と事前申告されたローストプラン、フレーバープロファイルとの整合性を採点し、それぞれの結果を合

算、一番得点の高かった競技者が優勝者として認定されます。

採点(スコア集計)の関係で決勝当日の表彰式が難しいため、9月に開催されるSCAJ展示会の「ローストマスターズチームチャレンジ

(RMTC)」内で表彰式を行います。

スポンサーシップのご案内

名実ともに拡大傾向にあり、認知度の高まる国内の焙煎市場と従事者の増加を受け、今まで以上に本競技会の整備と充実を

図り、更なる発展を目指しております。さて、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、質の高い焙煎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。

名称 Japan Coffee Roasting Championship (JCRC) 2019

ジャパン コーヒー ロースティング チャンピオンシップ (JCRC) 2019

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の提供する公式生豆および焙煎機、関連機材を使用し、グリーングレーディング、ローストプラン、焙煎の3部
門で3日間行われます。
グリーングレーディングを行い、サンプルロースト、本釜練習焙煎を行ってから、「如何なる風味特性」の焙煎に仕上げるか「ロースト
プラン」を申告してもらい、競技の焙煎に挑みます。
採点は、グリーングレーディングの採点結果と事前申告されたローストプラン、フレーバープロファイルとの整合性など、それぞれの結
果を合算し、一番得点の高かった競技者が優勝者として認定されます。
（予選大会は焙煎豆の評価のみ）
※ 表彰は9月に開催されるSCAJ 展示会のイベントステージで行います。

会場・日程 予選 株式会社富士珈機 東京支店 2019年 7月3日(水) 4日(木)

決勝 調整中 8月開催予定

名称 Roast Masters Team Challenge (RMTC) 2019

ロースト マスターズ チームチャレンジ (RMTC) 2019

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 ロースト マスターズ チームチャレンジ(RMTC)は、焙煎人同士の交流を通じて各人の焙煎技術向上を目指す大会であると同時に、
新たな情報交換やつながりを生むユニークな大会です。
参加者をエリア別にチーム編成し、チームワークによる焙煎と検証を繰り返すことで課題豆のポテンシャルを最大限に引き出した最高の
スペシャルティコーヒーを作っていただきます。
大会当日は各チームが理想とするコーヒーに仕上げるべく構築した焙煎プロファイルやノウハウを来場のお客様にわかりやすくプレゼンして
いただき、その後試飲による評価で上位３チームを表彰します。

会場・日程 SCAJ2019内 ステージB 2019年 9月13日(金)



スポンサーカテゴリ／メリット一覧
● マシン等のスポンサー ● コーヒー生豆提供のスポンサー

ルールにより、競技者にはスポンサー提供マシンの使用を義務

付けます（※任意選択なし）

競技会公式マシンとして、商品価値を高め、ブランド力を強める

ことにより、コーヒー関連機器、設備として認知度が高まります。

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。

競技ではスポンサー提供生豆を配布し、焙煎を行います。

（※1）ゴールドスポンサーは、ローストマシン、コーヒー生豆、会場提供のいずれかを選択することができます。（すべて選択の場合の料金はご相談ください）
（※2）▲印は社名のみの表示、社名の読み上げと謝辞のみ
（※3）会場提供スポンサーは競技期間中の「動画配信」環境設備の提供もお願いいたします（詳しくはお問い合わせください）

【重要】 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。

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（※１） シルバー ブロンズ

ロースト

マシン

コーヒー
生豆

会場
提供

（※３）

その他

器具

グライン
ダー

浄水器 現金協賛

スポンサー協賛料(税込) 50万円 50万円 各 25万円 10万円

SCAJ公式サイト内競技会ページに、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

● ● ● ▲ ▲ ▲ ▲
（※２）

決勝会場にて貴社ロゴ・社名入りのスポンサーボード
を掲出

● ● ● ● ● ● ▲

決勝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

● ● ● ● ● ● ▲

競技会および競技者が自社マシンを使用 ● ● ● ●

自社の提供する生豆を競技会および競技者に提供 ●

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・スペースと基本設備を提供予定）

● ● ● ● ●

その他付帯するベネフィット
※ スポンサーとの協議のうえ決定

● ● ●

一般社団法人 日本スペシャルティコーヒー協会

マシン
スポンサー

コーヒー
生豆

スポンサー

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

E-mail：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

ローストマシン 50万円(税込)

その他器具・
グラインダー・浄水器

各25万円(税込)

決勝 50万円 (税込)

※ 50万円相当の生豆提供または現金によるスポンサーとします。

Japan Coffee Roasting Championship (JCRC) 2019
Roast Masters Team Challenge (RMTC) 2019

スポンサーシップのご案内



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（下記よりお選びください）

スポンサー
金額（下記よりお選びください）

万円（税込）

▶ E-mail：competition@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

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 E-mail ： competition@scajconference.jp

一般社団法人 日本スペシャルティコーヒー協会

Japan Coffee Roasting Championship (JCRC) 2019
Roast Masters Team Challenge (RMTC) 2019

スポンサーシップのご案内

スポンサーカテゴリ
ゴールド シルバー ブロンズ

ローストマシン コーヒー生豆 会場提供 その他器具 グラインダー 浄水器 現金協賛

金額(税込) 50万円 50万円 － 25万円 25万円 25万円 10万円


