【会場】大通公園7丁目「HBCポーランド広場」特設ステージ
【参加資格】
・日本在住で外国籍の方
・簡単な日本語でのインタビューに応じられる方
【楽曲】「LIVE DAM」に登録されている日本の楽曲（J-POPや演歌など）
【募集人数】10名
【合格した方】
・事務局から、メールまたはお電話で合格の連絡を差し上げます。
・当日 2月8日（土）12:00までに、会場にて受付を済ませてください。
歌う順番と時間をお知らせします。
・エントリーした曲を、1コーラス歌っていただきます。
・14:00頃に結果発表をします。13:50にステージ袖までお戻りください。
【賞品】
・グランプリの方に旅行券100,000円分を進呈！ 他各賞をご用意しています。
【お問い合わせ先】
〒060-8501 札幌市中央区北1条⻄5丁目
HBCラジオ内「ワールドKARAOKEグランプリ2020」事務局 担当：坂田
TEL 011-232-5851 / FAX 011-232-4403 / メール 1287＠hbc.co.jp

【エントリー方法】
10秒程度の歌唱動画を撮影しメールでお送りください。
メールのタイトル、本文には下記を明記してください。
エントリーの締切は １月１５日（水） 必着です。
タイトル
＜申込み＞ワールドKARAOKEグランプリ ○○○○（氏名）
本文
name (japanese)
country of origin length of residence
①氏名（読み方）
②出身国
③在住期間
age
sex
occupation/school phone number
⑤年齢
⑥性別
⑦職業／学校
⑧電話番号
song name & singer name
⑨エントリー楽曲、及びアーティスト名
selling point
⑩アピールコメント（ご自由に）
応募先メールアドレス

1287@hbc.co.jp
※カラオケボックスで撮影した動画を使って応募することは、
著作権法違反となりますので、絶対にしないでください。
※ご記入いただいた個人情報は、本大会以外には使用いたしません。

Call for "HBC World KARAOKE Grand Prix 2020"
presented by "LIVE DAM Ai"
time: Sat., Feb. 8, 2020, 13:00-14:30
place: Odori 7-chome, 71st Snow Festival, HBC Poland Square, Special Stage
Eligibility:
・ Foreigners living in Japan
・ Those who can respond to simple interviews in Japanese
Music:
・Japanese songs registered in "LIVE DAM" (J-POP, Enka, etc.)
cf: https://www.clubdam.com/livedam/ai/
Number of applicants for final selection: 10
For those who can participate in the final round:
・the secretariat will contact you by e-mail or telephone.
・Please complete reception at the venue by 12:00 on Saturday, February 8. We will tell you
the order and time of singing.
・You will sing one chorus of the songs you entered.
・Results will be announced around 14:00. Please return to the stage sleeve at 13:50.
Prize:
・ A 100,000 yen travel ticket will be given for Grand Prix! Other prizes are available.
Contact:
5-1-chome, Kita 1jo, Chuo-ku, Sapporo 060-8501
HBC Radio's "World KARAOKE Grand Prix 2020" Secretariat: Sakata
TEL 011-232-5851 / FAX 011-232-4403 / Email 1287@hbc.co.jp
----How to apply:
・Please shoot a singing video of about 10 seconds and send it by e-mail.
・Please specify the following in the email title and body.
・The entry deadline is Wednesday, January 15th, 2020.
Entry form:
TITLE
＜申込み＞ワールド KARAOKE グランプリ ○○○○（氏名）name
本文 body
① 氏名（読み方）Full Name (How to read [in Japanese katakana] )
②出身国 Country of origin
③在住期間 Length of residence in Japan
⑤年齢 Age
⑥性別 Gender
⑦職業／学校 Occupation / School
⑧電話番号 Telephone number
⑨エントリー楽曲、及びアーティスト名 Entry music and artist name
⑩アピールコメント（ご自由に） Appeal comments (free)

