FISM2012カード・マジック部門 1 位受賞

Jan Logemann
（ヤン・ロッジマン氏）
日本初上陸 !

世界水準の驚異、
世界水準の感動。

Ars

（アルス／日本）

Jan Logemann

（ヤン・ロッジマン／ドイツ）

Shoma

（将魔／日本）

Doi Takao

（土井崇雄／日本）

Stefan Kraft

（ステファン・クラフト／スイス）

年 月

金

土

日

①5日
（金）
21：00〜23：30

東京・有明／ホテルサンルート有明
②6日
（土）9：15〜20：45 （受賞式・バンケットショーは
7日
（日）9：15〜20：30 ホテルサンルート有明にて開催）

東京・有明／TFTビル 東館9F

Billy DEBU

（ビリィ・デブー／フランス）

第12回

プログラム
4 5 東京・有明（ホテル・サンルート有明）
金

BLENDMEISTER CAFEにて

4 6
土

9:00-21:00

前夜祭

東京・有明 TFTビル 東館9Fにて
研修室904
9:15-21:00

会議室9-B 会議室9-C 会議室901

9:15-21:00

9:30-10:30

グループA&B

21:00開場 21:30開演 23:30閉宴
ゲスト：Paul Critelli、その他ジャパンカップに出演される皆様

レクチャー③
ヤン・ロングマン
進行：田代 茂

※前夜祭はホテル・サンルート有明、付属のカフェ（BLENDMEISTER
CAFE）で行います。軽食・ドリンクの提供があります。
（費用は参加
費に含まれます。
）
※授賞式は、同ホテル・宴会場で行います。軽食・ドリンクの提供があ
ります。
（費用は参加費に含まれます。）
※前夜祭・授賞式は、同伴者も参加出来ます。参加費はそれぞれ８千円、
１万円です。食事の準備の都合上、2013 年 3 月 25 日
（月）までに
参加費をお振り込みの上、お申し込み下さい。当日のお申し込みは
一切承れませんので十分ご注意下さい。
※前夜祭では、①１人１ネタコーナー
【実演編】②１人１ネタコーナー
【レクチャー編】があります。事前の申し込みは必要ありません。前
夜祭に参加されるマジシャンの皆さんは是非ネタをご用意下さい。
※前夜祭・授賞式での写真撮影・ビデオ撮影はどうぞなさって下さい。
但し、他のプログラムでの撮影は一切出来ません。
※「休憩スペース」は、参加者同士が自由に交流する場でもあります。
お喋りをしたり、マジックを見せ合ったりすることが出来ます。荷物
置き場にもなりますが、盗難についての責任は負えませんので、貴
重品は常にご携帯下さい。
※コンテスト参加ご希望の方は、1 次審査にお申し込み頂きます
（無料）
。

11:00-12:00 11:00-12:00

休憩スペース

グループA

レクチャー①
土井崇雄

グループB

レクチャー②
Billy DEBU

進行：藤田賢明 進行：田代 茂

12:30-13:30

SAM総会

（弁当付き）

13:45-15:15 13:45-15:15

本部

ディーラー
（受付開始は
ブース
9:15から）

ガラショー
出演者

グループA
ガラショー

グループB
ディーラー
ショー

進行：丸山真一 進行：藤田賢明
土井崇雄
Billy DEBU 15:45-17:15 15:45-17:15
アルス
グループA
ヤン・ロングマン グループB
ディーラー
将魔
ガラショー

ショー

進行：丸山真一 進行：藤田賢明

17:45-18:45 17:45-18:45

グループB

レクチャー①
土井崇雄

グループA

レクチャー②
Billy DEBU

進行：藤田賢明 進行：田代 茂

19:00-19:30

JCMA総会

締切は 2013 年 1 月 31日
（木）です。遠方の方につきましてはビデオ
審査を行いますので、ビデオをそれまでにご用意下さい。1 次審査の

（弁当付き）

会議室902

19:45-20:45

結果は 2013 年 2 月 28日
（木）に発表致します。1 次審査に通過され
て、本戦に出場される方は無料でジャパンカップにご招待致します。
（ただし「立ち見」になります。指定席をご希望の方は、参加費をお支
払い戴きます。アシスタントなどコンテスタントに同伴される方は、
参加費が必要です。
）
※ご宿泊：ホテル・サンルート有明をおすすめしますが、周辺には他の
ホテルもございます。
■ホテル・サンルート有明

グループA&B
レクチャー④
ヤン・ロングマン
進行：田代 茂

4 7
日

9:00-17:00

（東京都江東区有明 3-6-6 TEL03-5530-3610 FAX03-5530-3611）
■東京ベイ・有明ワシントンホテル
（東京都江東区有明 3-7-11 TEL03-5564-0111）
■ホテル・トラスティ東京ベイサイド
（東京都江東区有明 3-1-15 TEL03-6700-0001）

参加費のお支払い先
ゆうちょ銀行【店名】ゼロサンハチ【店番】038
【預金種目】普通預金 【口座番号】7106021
【口座名義】ジェーシーエムエー

（ゆうちょ銀行に口座をお持ちの方は、手数料無料でお振り込み頂けます。
ゆうちょ銀行からお振り込みの場合は次の記号・番号をご利用ください。
【記号】10350【番号】71060211）

東京・有明 TFTビル 東館9Fにて
研修室904
9:00-17:00

9:00-17:00

会議室9-B 会議室9-C 会議室901
9:15-11:00

9:15-11:00

グループA グループB
コンテスト コンテスト
進行：丸山真一 進行：藤田賢明

12:30-13:30 12:30-13:30

グループA

本部

進行：田代 茂
ディーラー
（受付開始は
休憩スペース
ブース
14:00-15:00

9:15から）

グループB

レクチャー⑤ レクチャー⑥
ステファン・クラフト
アルス

グループB

ジャッジ
グループA ミーティング

14:00-15:00

レクチャー⑤ レクチャー⑥
ステファン・クラフト
アルス

進行：田代 茂 進行：藤田賢明 進行：戸崎拓也

15:30-17:30

お申し込み・お問い合せ先

フィード
バック

NPO 法人 JCMA 日本クロースアップマジシャンズ協会
www.npo-jcma.org magic@kk.iij4u.or.jp
TEL048-543-2102／FAX048-543-8088
〒365-0037 埼玉県鴻巣市人形 4-6-25
The information is available in English at

www.smlelife.or.jp

or please mail us to the following email address.

magic@kk.iij4u.or.jp

13:00-15:00

進行：藤田賢明

進行：戸崎拓也

授賞式／バンケット・ショー ホテルサンルート有明

18:00開場 18:30開宴 20:30閉宴
ゲスト：ユウリ、NOBU、依岡 真

2F 宴会場にて

プログラム

4 6
土

9:00-21:00

4 5 東京・有明（ホテル・サンルート有明）
金

東京・有明 TFTビル 東館9Fにて

研修室904
9:15-21:00

会議室9-B 会議室9-C 会議室901

9:15-21:00

9:30-10:30

グループA&B
レクチャー③
ヤン・ロングマン

BLENDMEISTER CAFEにて

進行：田代 茂

前夜祭

11:00-12:00 11:00-12:00

休憩スペース

21:00開場 21:30開演 23:30閉宴
ゲスト：Paul Critelli、その他ジャパンカップに出演される皆様

進行：藤田賢明 進行：田代 茂

SAM総会

（弁当付き）

TER CAFE）
で行います。軽食・ドリンクの提供があります。
※授賞式は、同ホテル・宴会場で行います。軽食・ドリンクの提供
があります。
（費用は参加費に含まれます。）

グループB

レクチャー②
Billy DEBU

12:30-13:30

※前夜祭はホテル・サンルート有明、付属のカフェ（BLENDMEIS（費用は参加費に含まれます。
）

グループA

レクチャー①
土井崇雄

13:45-15:15 13:45-15:15

本部

ディーラー
（受付開始は
ブース
9:15から）

※前夜祭・授賞式は、同伴者も参加出来ます。参加費はそれぞれ
８千円、１万円です。食事の準備の都合上、2013年3月25日
（月）

ガラショー
出演者

グループA
ガラショー

グループB
ディーラー
ショー

進行：丸山真一 進行：藤田賢明
土井崇雄
Billy DEBU 15:45-17:15 15:45-17:15
アルス
グループA
ヤン・ロングマン グループB
ディーラー
将魔
ガラショー

ショー

までに参加費をお振り込みの上、お申し込み下さい。当日のお

進行：丸山真一 進行：藤田賢明

申し込みは一切承れませんので十分ご注意下さい。

17:45-18:45 17:45-18:45

グループB

レクチャー①
土井崇雄

※前夜祭では、①１人１ネタコーナー
【実演編】②１人１ネタコー

グループA

レクチャー②
Billy DEBU

進行：藤田賢明 進行：田代 茂

ナー
【レクチャー編】
があります。事前の申し込みは必要ありま

19:00-19:30

せん。前夜祭に参加されるマジシャンの皆さんは是非ネタをご

JCMA総会
（弁当付き）

用意下さい。

会議室902

19:45-20:45

※前夜祭・授賞式での写真撮影・ビデオ撮影はどうぞなさって下

グループA&B
レクチャー④
ヤン・ロングマン

さい。但し、他のプログラムでの撮影は一切出来ません。

進行：田代 茂

※「休憩スペース」は、参加者同士が自由に交流する場でもありま
す。お喋りをしたり、マジックを見せ合ったりすることが出来ま
す。荷物置き場にもなりますが、盗難についての責任は負えま
せんので、貴重品は常にご携帯下さい。
※コンテスト参加ご希望の方は、1次審査にお申し込み頂きます
（無

4 7
日

9:00-17:00

東京・有明 TFTビル 東館9Fにて

研修室904
9:00-17:00

9:00-17:00

料）
。締切は 2013年1月31日
（木）
です。遠方の方につきましては
ビデオ審査を行いますので、ビデオをそれまでにご用意下さい。
査に通過されて、本戦に出場される方は無料でジャパンカップ
望の方は、参加費をお支払い戴きます。アシスタントなどコンテ
スタントに同伴される方は、参加費が必要です。）

9:15-11:00

9:15-11:00

グループA
コンテスト

グループB
コンテスト

進行：丸山真一 進行：藤田賢明

1 次審査の結果は 2013年2月28日
（木）に発表致します。1 次審
にご招待致します。
（ただし「立ち見」になります。指定席をご希

会議室9-B 会議室9-C 会議室901

12:30-13:30 12:30-13:30

グループA

本部

ディーラー
（受付開始は
ブース 休憩スペース
9:15から）

グループB

レクチャー⑤
レクチャー⑥
ステファン・クラフト
アルス

ジャッジ
グループA ミーティング

14:00-15:00 14:00-15:00

グループB

レクチャー⑤
レクチャー⑥
ステファン・クラフト
アルス

※ご宿泊：ホテル・サンルート有明をおすすめしますが、周辺には

進行：田代 茂 進行：藤田賢明 進行：戸崎拓也

他のホテルもございます。

15:30-17:30

■ホテル・サンルート有明
（東京都江東区有明 3-6-6 TEL03-5530-3610

フィード
バック

FAX03-5530-3611）

■東京ベイ・有明ワシントンホテル
（東京都江東区有明 3-7-11 TEL03-5564-0111）

■ホテル・トラスティ東京ベイサイド
（東京都江東区有明 3-1-15 TEL03-6700-0001）

参加費のお支払い先
ゆうちょ銀行【店名】ゼロサンハチ【店番】038
【預金種目】普通預金 【口座番号】7106021
【口座名義】ジェーシーエムエー
（ゆうちょ銀行に口座をお持ちの方は、手数料無料でお振り込み頂けます。
ゆうちょ銀行からお振り込みの場合は次の記号・番号をご利用ください。
【記号】10350【番号】71060211）

13:00-15:00

進行：田代 茂 進行：藤田賢明

進行：戸崎拓也

授賞式／バンケット・ショー ホテルサンルート有明

18:00開場 18:30開宴 20:30閉宴
ゲスト：ユウリ、NOBU、依岡 真

お申し込み・お問い合せ先
NPO 法人 JCMA 日本クロースアップマジシャンズ協会

www.npo-jcma.org magic@kk.iij4u.or.jp
TEL048-543-2102／FAX048-543-8088
〒365-0037 埼玉県鴻巣市人形 4-6-25
The information is available in English at

www.smlelife.or.jp

or please mail us to the following email address.

magic@kk.iij4u.or.jp

2F 宴会場にて

