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Ｑ1-4

ITF2020Japan
実現プロジェクトについて



ITF2020Japan実現プロジェクトとは
何ですか？

Ｑ１

Ａ１

トロンボーン奏者によるトロンボーンのための
ワールドプレミアムイベント、それが
ＩＴＦ＝国際トロンボーンフェスティバルです。
毎年、世界中のトロンボーン愛好家が
このフェスティバルに参加するために
開催地を訪れます。

ITF2020Japan実現プロジェクトとは
そのITFの開催を、アジア初となる
日本で２０２０年に実現させるための
プロジェクトです。



ITF2020Japanの概要は
どこかに掲載されていますか？

Ｑ2

Ａ2

現時点での概要や
準備委員会については
過去のＩＴＦレポートも含めて
こちらの公式ホームページに
まとめて掲載しております。
https://itf2020japan.com/

開催実現のためのご支援、
参加パスはこちらからお求めください。
https://itf2020japan.theshop.jp/

https://itf2020japan.com/
https://itf2020japan.theshop.jp/


準備委員会の組織は
どうなっていますか？

Ｑ3

Ａ3

代表・呉信一、
事務局長・古賀慎治と共に
このような組織で運営しています



準備委員会執行部以外にも、
このプロジェクトを

手伝っている人たちはいますか？Ｑ4

Ａ4

はい。執行部へ手伝いのお声がけを下さった、
日本全国のトロンボーン奏者・愛好家の方々が
各方面でサポートをして下さっています。
全てボランティアです。

特にプロ奏者のみなさま・楽器店の方々には
音楽業界に関連する業務を、
そしてアマチュアのみなさまには、財務・法務・プロ
ジェクトマネージメント、またデザインやＩＴサポー
トなど、普段のお仕事でのご経験を生かした各分野で
ご協力いただいています。



イベントの内容について
Ｑ5-7



例年のITFと同じように
豪華なアーティストが
参加するのでしょうか？Ｑ5

Ａ5

はい。ＩＴＦアジア初となる２０２０年、
日本での開催実現は、
「他のどの年度のＩＴＦよりも
ITF2020Japanに協力したい」と、
すでに多くの著名アーティストから
熱い視線を集めています。

開催実現はパスの売上げ４５０枚達成で決定しますが、
その予算でクラシック・ジャズなど各ジャンル合わせ
海外からは３０名前後、国内からも多くの
著名アーティストの招聘を予定しています。



ITFで行われるイベントは
コンサートだけですか？

Ｑ6

Ａ6

コンサートだけではなく、「トロンボーン」を
テーマにあらゆるイベントの可能性があります。

例年、コンサートに加えて著名アーティストや
トロンボーン関連研究者によるセミナー、
世界の楽器メーカーの展示（もちろん試奏可）
トロンボーン関連小物類（新製品発表なども）、
大量の楽譜販売など、さまざまなイベントが
同時平行で、朝から晩まで４日間通して開催
されます。



楽器を持って参加する
イベントなどはありますか？

Ｑ7

Ａ7
毎年、楽器持参で参加するセミナーや
グループレッスンなども多く実施されています。

ITF2020Japanも日本での開催だからこその、
多くの参加者に喜んでもらえる
オリジナル企画を積極的に考えていく予定です。



開催地・時期について
Ｑ8-11



開催地までの交通費や宿泊費が
気になります。

Ｑ8

Ａ8

会場の西宮市は関西の玄関口大阪と神戸の
中間に位置し、どちらからもアクセスがよく、
宿泊施設の値段帯もお好みで選んでいただけます。

例）羽田ー神戸空港（スカイマーク片道「いま得」）：7090円
近隣ツインルーム1泊：一人3800円～

(1部屋7600円～）

＊アクセスについては、ぜひ次のページもご参照ください。



✈

✈
✈

大阪空港
(ITM)

神戸空
港
（UKB）

関西国際空港
(KIX)

★

アミティホール
(兵庫県西宮市)

神戸 大阪

西宮

15分 (電車･7分毎)

東京からのアクセスの場合：ITF2020Japan会場・西宮市アミティホール

JR西宮駅
(アミティホールまで徒歩7分)

阪神電鉄：西宮駅
(アミティホールまで徒歩2分)

アミティホール
(西宮市市民会館・西宮市役所併設)

神戸

大阪

✈
大阪
空港

30分
(直行バス

30分毎)

12min.
(every 10min)

甲子園

3 -7分
(5分毎)

40分
(電車・

乗り換えあり)

✈
神戸
空港

15分
(電車・10分毎)

東京

2.5時間
(新幹線)

✈
羽田
空港

1時間

東京

飛行機1時間

15分 (電車･7分毎)

神戸

大阪



なぜ関西でやるのですか？
東京のほうがいいのではないですか？

Ｑ9

Ａ9

２０２０年の予約を優先で受け付けてくれる会
場を東京を中心に全国打診した中で、唯一協力
を申し出てくれたのが兵庫県西宮市でした。

それを踏まえ、この資金集めの開始前
(２０１８年２月）に、ITF本部(米国)から
西宮市とホールの会場も含めた視察に来日され、
このITF2020Japanプロジェクトが
ITF本部の基準を満たしているという許可をいた
だきました。



なぜ２０２０年に開催なのですか。
もっと遅くてもよかったのでは？

Ｑ10

Ａ10
２０１９年までと２０２１年の会場は
すでに決定しており、
２０２２年以降は先の話過ぎるので実行確約に
向けての計画がしにくいという理由で、
ITF本部（米国）との話し合いにより２０２０年
となりました。



なぜ７月の平日も含めた日に
開催なのですか。

ＧＷなどの連休と合わせては？Ｑ11

Ａ11

ＩＴＦは例年、７月の水～土の４日間で
開催されています。
これは、世界で活躍するアーティストの所属
（主にオーケストラや音楽大学）が
オフシーズンまたは休暇になるためです。

2020年は日本での開催ですので、各地の吹奏楽
コンクール開催と多く重なる７月下旬を避けて
7月上旬の木～日の開催予定となりました。



参加パスと資金調達
についてＱ12-25



販売されている各パスの種別と違いを
教えてください。

Ｑ12

Ａ12

パスの種類の違いについて(要約)
・一括払い：「実現サポーター特典

（特別イベント）」に参加できます
・学生：「学生限定イベント」に参加できます
・日程：４日間または３日間参加パス
・ＶＩＰ：ＶＩＰ特典がつきます
１日パスは開催決定後に販売します(時期・数量未定)。
土日パスの販売は未定です。

詳細はこちらhttps://itf2020japan.theshop.jp/
をご参照ください。

https://itf2020japan.theshop.jp/


パスの購入方法を教えてください。

Ｑ13

Ａ13

ITF2020Japan公式のwebショップで
販売しています。
クレジットカード、キャリア決済、
銀行振り込みなどから
選んでいただけます。

詳細はこちら
https://itf2020japan.theshop.jp/
もご参照ください。

https://itf2020japan.theshop.jp/


パス少しでも安く買う方法は
ありますか？

Ｑ14

Ａ14

まずお支払い５０００円、
残りは開催決定後に２回に分けて
お支払いいただくプランも、
公式webショップ内で用意しています。

また、公式webショップのアプリ運営会社が、時期に
よって割引のキャンペーンを行っています。
https://goo.gl/ygkJpN
運営会社の負担で、支援金として準備委員会が受け
取る金額は変わりませんので、ぜひご活用ください。

https://goo.gl/ygkJpN


土日の参加パスはないのですか？

Ｑ15

Ａ15
平日の集客見込みも、実現に向けての判断材料と
なるため、
土日限定の参加パスは今回の実現プロジェクト
期間中の販売対象にはしていません。

開催決定できた場合の販売についても未定です。



今までにパスは
どれくらい売れていますか？

Ｑ16

Ａ16

まだまだかなり少ないです。
ある程度の枚数・残り日数になった時点で、
ＳＮＳなどでもリアルタイムで公表したいと
考えています。

枚数を公表してほしいと言うお声はよくいただきます。
私たちもそうしたいと考えているので、
前向きな形で公表できるように、
様々な資金繰りについても熟考しています。
ご理解をいただけると幸いです。



開催支援のために
パスを複数枚購入して、

開催決定後に誰かに譲っても
ＯＫでしょうか？Ｑ17

Ａ17
はい。VIPパスと分割払いのパス以外は、直接の
お知り合いへの譲渡が可能です。

６月末までの実現プロジェクト期間に販売され
る一括払いのパスには「限定イベント」の特典
が付きます。
開催決定後のご購入よりもお得です。



パスの購入後に
キャンセルや種別の交換はできますか？

Ｑ18

Ａ18
購入者のご都合による、パスのキャンセルや種
別の交換は受け付けておりません。

開催のための資金集めが今回の事前パス販売の
目的のため、キャンセル・変更での返金が開催
予算に大きく影響します。どうかご了承くださ
い。



ITFの準備を手伝っています。
開催されたら当日スタッフとして
働くことになる気がしています。

この場合でも
パスは購入した方がいいでしょうか？

Ｑ19

Ａ19

開催実現の支援のためにご購入いただき、
もし必要ないということになればお知り合いに
譲渡いただくことは可能です。

当日スタッフのパス設定については、
開催実現後の決定となります。
大きくご心配があるようでしたら、返金ができ
ませんのでどうぞ購入をお控えください。



パス購入以外での、
応援やお手伝いの方法は

ありますか？Ｑ20

Ａ20

はい。公式のITF2020Japan公式のwebショップで
チラシ配布の支援や
「支援カード」購入での５００円からの支援も
用意しております。
詳細はこちらhttps://itf2020japan.theshop.jp/
もご参照ください。

口コミやSNSなどでの情報拡散や、お知り合い
とITF2020Japanについて語っていただくことも
大きなご支援となります。
どうぞよろしくお願いいたします。

https://itf2020japan.theshop.jp/


海外向けにパスの
販売はしないのですか？

Ｑ21

Ａ21
海外向けの販売は、開催決定後となります。

不開催となった場合の返金作業にかかるリスク、
また、国内の方々からの多くの支援が
実際のITF開催を推進する力となると考えており、
6月末までの実現プロジェクトの期間中は
国内の方のみを販売対象としています。



ITA(国際トロンボーン協会）
会員などへのパスの割引はありますか？

Ｑ22

Ａ22
毎年のITFではITA会員へのパス割引があります
が、ITF2020Japanについては未定です。
パス料金の割引ではなく、何か別の方法で特典
を考える予定です。
（以上についてはITF本部の了承もいただいてい
ます。）



パス売り上げ以外での収入は
考えていないのですか？

Ｑ23

Ａ23
展示会費用や広告費用などによる収入も、過去
のITFの収支・予算や今回の開催条件などの情報
を踏まえて目論んでいます。

また助成金や各種企業・個人への出資のお願い
も開催決定後には申請し、実施予定です。



助成金の申請は
考えていないのですか？

Ｑ24

Ａ24
助成金については半年以上前から調査しており、
申請もする予定です。

申請自体は、各助成金制度の都合により、
開催年度の前年度（＝２０１９年）となる
予定です。



お金を集めるのなら、
なぜ有名なクラウドファンディングの

会社を使わないのですか？Ｑ25

Ａ25

１．大手のクラウドファンディングは広く一般の方から資金調
達をするのに適しています。今回の実現プロジェクトは主な支
援者が「国内のトロンボーン奏者・愛好家」にしぼられるため
適していないと判断されました。
２．手数料が高いためパス料金の価格を高く設定しなくてはい
けなくなります。（４日間で４万円超え）
３．ファンディングの実施から実行までのスパンが長く(通常
は資金調達後数ヶ月以内に実行）推奨されていません。

以上の点から、公式webショップからの直接販売とさせていた
だくことになりました。


