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・メディア応募
・指定楽譜より1曲を選択 
・ＳＭＦミュージックデータ 
　とのアンサンブル演奏
 またはピアノソロ演奏

・ステージ演奏
・指定楽譜より1曲を選択 
・SMFミュージックデータ
 とのアンサンブル演奏
 またはピアノソロ演奏

・ステージ演奏
・ファイナル指定課題曲
 より1曲を選択
・スペシャル・オーケストラ
 とのアンサンブル演奏

指定楽譜から1曲を選んで、SMFミュージックデータとのアンサンブル演奏またはピアノソロ演奏で参加するコンクール形式のフェスティバルです。

予選 本選 ファイナル 

ローランド・ピアノ・ミュージックフェスティバル 2020

フェスティバルの流れ

11月中旬～12月（全国各地）7月10日（金）～9月1日（火） 2021年3月27日（土）
東京・第一生命ホール〈予定〉

応募要項

今年は特別企画 
『予選プレエントリー』

も実施 ！

ひとりひとりの
目的や目標にあわせて



※学齢は2020年4月2日現在とします。●参加部門・区分

小学生部門
未就学児、小学1～3年生

中高生部門

一般部門

A

B 小学4～6年生

B 高校生

一般（上記4つの区分に該当しない方）

A 中学生

部門 区分 対象

演奏の録音データをCD-Rへ記録してください。（1）

＜郵送応募＞

演奏をビデオ撮影し、YouTubeで「限定公開」を選んで公開。公開した
URLを控えておきます。

（1）

参加料を振り込んだ郵便振替払込受領証またはATMご利用明細票
などの原本（コピー不可）を撮影、もしくはスキャンし、WEB応募をす
るパソコンやスマートフォンに保存します。

（2）

予選参加申込フォームに必要事項を入力し、送信します。このとき、（１）
のURL入力と、（２）の画像のアップロードをしていただきます。

（3）

＜WEB応募＞

参加料をご入金の上、郵送もしくはWEBで応募してください。

●参加料の入金方法
ゆうちょ銀行の指定口座へご入金ください。ゆうちょ銀行窓口または郵便局
の払込機能付きATMにて郵便振替／電信振替／インターネットバンキング
いずれもご利用可能です。

参加申込書※に必要事項を記入してください。（2）

＜CD-Rへの録音に関する注意事項＞
・音楽CD形式（ステレオなど家庭用オーディオ機器で聴けるもの）またはパソ
コンで再生可能なオーディオ形式（WAV、MP3、WMAのいずれか）にて記録
してください。上記以外のファイル形式（録音機器固有の形式など）は不可と
します。音楽CD形式で録音したCD-Rは、必ず「ファイナライズ」を実行し、追
記できない状態にしてください。

・参加はひとり1曲です。複数曲の応募はできません。
・CD-Rには1曲1回のみ録音してください。複数の演奏が録音されていた場合、
　トラック1にて審査します。

以下の3点をお申し込み先にお送りください。（3）

①参加申込書
②郵便振替払込受領証（領収片)またはATMご利用明細票
③演奏を録音したCD-R

●応募期間 2020年7月10日（金）～9月1日（火）　※当日消印有効

応募者全員に結果と講評を文書にて通知します。
（2020年10月中旬発送予定）

●参加申込方法

●結果通知

①都道府県  ②参加部門・区分  ③お名前  ④演奏曲目  ⑤記録形式
※表面（光沢のない面）に先の尖っていない油性ペン等で直接記入してください（ボールペンは不可）。
※一度お送りいただいたCD-Rの差し替えはお受けできません。

録音CD-Rには、つぎの①～⑤の項目を順番に記入してください。

●参加料（税込）

※参加料返金や過入金の場合の返金には対応いたしかねます。 ※振込手数料はご負担ください。

ローランド・ミュージック・スクール会員の方 6,600円

会員外の方 8,800円

生徒会員／講師会員／
講習生のいずれか

【口座番号】00140-6-413672　【加入者名】ローランド（株）
【通信欄】ピアノ・ミュージックフェスティバル予選
※他金融機関からのお振込みの場合の口座番号
　ゆうちょ銀行 〇一九（ゼロイチキユウ）店（019）／当座 0413672／名義人 ローランド(株)
※郵便振替払込受領証は原本を送付し、必要に応じてお手元にコピー等の控えをお取りください。
※ATMにてご入金の場合、ご入金後に出てくるATMご利用明細票が受領証のかわりとなります。
※インターネットサービスにてご入金の場合、「結果表示画面」をプリントアウトして送付してください。※ご所属の教室、もしくは運営事務局からお取り寄せください。フェスティバルのサイトから

　ダウンロードも可能です。

共通事項

予選（メディア応募）

●演奏楽器
 予　選 デジタルピアノ（ピアノ音色のみ）、もしくはアコースティック・ピアノ

 本　選 ローランド デジタル・グランドピアノ、もしくはアコースティック・
  グランドピアノ

 ファイナル ローランド デジタル・グランドピアノ GP609

 予選・本選 ローランド・ピアノ・ミュージックフェスティバル審査委員会

●審査員

●審査基準 次の点を考慮の上、厳正なる審査を行います。
● 楽曲にふさわしい表現力と演奏テクニックを有しているか
● 課題曲楽譜を正確に読み取って演奏しているか
● 共感を呼ぶ豊かな演奏であるか

※演奏動画でご応募いただいた場合も審査は音声にて行います。

WEB応募の詳細はフェスティバルのサイトをご覧ください。

https://www.roland.co.jp/school/contest/pmf/

横浜ステージプラン株式会社 内
ピアノ・ミュージックフェスティバル運営事務局

〒220-0071　神奈川県横浜市西区浅間台2-20

※メール便等、引受日が捺印・明記されない郵送サービスは使用しないでください。
※応募期間以降の消印や提出物の不備は審査の対象外となりますのでご注意ください。
※ローランドは横浜ステージプラン株式会社に運営事務局を業務委託しております。

お申し込み先

ピティナ・ウェブサイトからも
参加申込が可能です。
※ローランド・ミュージック・スクール会員外の方限定
［協力：一般社団法人全日本ピアノ指導者協会］

http://www.piano.or.jp/compe/partners/

※録音物は2020年度応募要項の発行以降に演奏したものをご提出ください。

指定課題曲より1曲を選択。SMFミュージックデータとのアンサンブル演奏またはピアノソロ演奏を録音し提出。

ウェブサイトに予選応募物の見本やQ＆Aを掲載しています。

 ▶ 「応募方法」
「音楽コンクール」 ▶ 「ピアノ・ミュージックフェスティバル」 ▶ 「Q&A」

ピアノ・ミュージックフェスティバル ウェブサイト

https://www.roland.co.jp/school/contest/pmf/

郵便振替払込用紙記入見本、領収書の見本、CD-Rの盤面記入見本は
ウェブサイトでご確認いただけます。

 ファイナル 著名演奏家、作曲家ほか



＊同一県内でもエリアによって異なる場合があります。詳細は運営事務局にお問い合わせください。　

日程・会場（予定）
11/23（月・祝） 北広島市芸術文化ホール
12/12（土） 仙台市若林区文化センター ホール
11/21（土） 埼玉会館小ホール[中高生・一般]
11/22（日） 江戸川区総合文化センター小ホール[小学生]
11/28（土）・12/6（日） タワーホール船堀 大ホール[中高生・一般]・[小学生]
11/23（月・祝） 川崎市総合福祉センター エポックなかはら ホール[中高生・一般]
11/15（日） 神奈川県民ホール小ホール[小学生]
11/28（土）・29（日） 名古屋市瑞穂文化小劇場
11/14（土）・11/15（日） 金沢市アートホール
12/12（土）・13（日） 京都パルスプラザ 稲盛ホール
11/21（土）・23（月・祝） 大阪府立中央図書館ライティホール[中高生・一般]・[小学生]
11/29（日） 広島YMCA国際文化ホール
11/14（土）・15（日） 早島町町民総合会館「ゆるびの舎」 ホール

地区
北海道
東北

関東信越

東京

神静

東海
北陸
京滋
近畿
中国四国Ａ
中国四国Ｂ
九州 12/13（日） パピヨン24 ガスホール

ローランド・ミュージック・スクール会員の方 8,800円

会員外の方 11,000円

生徒会員／講師会員／
講習生のいずれか

●参加料（税込）

※参加料返金や過入金の場合の返金には対応いたしかねます。 ※振込手数料はご負担ください。

●実施期間 2020年11月中旬～12月 　※申込手続、開催日時、会場等は、対象の方に別途ご案内いたします。　※会場までの交通費等は参加者様負担となります。

●参加資格 予選に合格された方

●実施地区

●表彰およびファイナルへの出場

本選
各区分ごとに
最優秀賞1名

各区分ごとに
優秀賞1名

審査員により推薦があった場合
敢闘賞

*小学生部門A・Bより1名、中高生部門A・Bより1名、一般部門より1名をファイナルへの代表に選出します。
※部門・区分により該当者なしの場合もあります。

代表者＊ファイナルへ出場

本選（ステージ演奏）

演奏規定
指定楽譜の「初級編、中級～上級編」、難易度などは、参考として提示す
るものです。部門を限定するものではありませんので、どの曲を選択い
ただいてもかまいません。
予選の演奏楽器は、デジタルピアノ、アコースティック・ピアノいずれの使
用も可。デジタルピアノで使用できる音色はピアノの音のみとします。
予選、本選ともに指定楽譜どおりの演奏としますが、部門にかかわらず、
鍵盤に手が届かないなどやむを得ない場合は、音符の一部を省略して
もかまいません。ただし、もとの曲のイメージが大幅に変わらないよう
ご注意ください。
楽譜中に「Freely」とある部分については、演奏は自由です。

使用できるSMFミュージックデータは、指定楽譜対応のSMFミュージッ
クデータのみとします。またデータの改変はできません。
予選をアンサンブル演奏で参加される場合は、必ずSMFミュージック
データのピアノ音（右手、左手パート）をオフにして、ご自分のピアノ演奏
とミュージックデータの伴奏音のアンサンブルで録音してください。
本選、ファイナルともにステージでの演奏は暗譜となります。
本選でのSMFミュージックデータの再生は、ミュージック･プレーヤーMT-90U
を使用します。また、ミュージックデータの再生は主催者にて行います。
本選で持ち込みの補助具を使用される場合は、出場者ご関係者様で補
助具の取り付け・設置をお願いいたします。

賞（各部門ごと) 賞金・賞品

賞金：10万円

賞品：10万円分のローランド製品引換券

賞品：10万円分のローランド製品引換券

最優秀賞（1名）

優秀賞（1名）

●表彰 〈各部門共通〉

※この他、全部門を通して、審査員により推薦があった場合「審査員特別賞」として表彰。

●日程・会場 2021年3月27日（土）

●参加資格 全国の本選より選出された方

●参加料 無料

第一生命ホール（東京都中央区）
※会場までの交通費等は参加者様負担となります。

〈予定〉

ファイナル（ステージ演奏）

都道府県
北海道
青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島

栃木、群馬、埼玉、山梨、長野、新潟

茨城、千葉、東京

神奈川、静岡（静岡市、島田市以東）*

静岡（磐田市、袋井市以西）*、岐阜、愛知、三重
富山、石川、福井
滋賀、京都
大阪、兵庫、奈良、和歌山
島根、広島*、山口、愛媛
鳥取、岡山、徳島、香川、高知、広島*
福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

※日程・会場は変更となる場合があります。最新情報・詳細はフェスティバルのサイトをご覧ください。

予選と同じ参加方法でご応募いただき、「演奏力の審査」と「審査員講評」のみをお返しする参加方法です。「合否」の判定は行わず、本選・ファイナルへの出場はありません。
初めてのコンクール参加で、まず一度チャレンジしてみたい方、合否ではなく今の自分の演奏についての評価やアドバイスがほしい方にお勧めの参加方法です。

ピアノ・ミュージックフェスティバル2020特別企画 「予選プレエントリー」

♪ひとりひとりの目的や目標にあわせてご参加いただけるように、2020年大会の特別企画として実施いたします。みなさまのチャレンジをお待ちしております♪

│   参加料（税込）   │   ローランド・ミュージック・スクール会員の方 4,400円 ／ 会員外の方 6,600円   │　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│

指定課題曲より1曲を選択。ステージにてSMFミュージックデータとのアンサンブル演奏またはピアノソロ演奏。

ファイナル指定課題曲より1曲を選択。 ステージにてストリングスやリズムセクションで編成する
スペシャル・オーケストラとのアンサンブル演奏。

※参加年齢は問いません。
※応募期間、演奏規程、申込方法、結果返送時期は、予選に準じます。



予選メディア応募 録音会実施のお知らせ

※詳細については、フェスティバルのウェブサイトにて2020年4月以降にご案内いたします。

● 8/30（日）東京

予選メディア審査にあたって、事務局主催の録音会（要予約、有料）を実施しま
す。予選応募曲を会場のデジタルピアノで演奏していただき、その場でCD制作
いたします。録音やCD制作がご不安な方、デジタルピアノでの便利な録音方
法を体験してみたい方にお勧めです。

2020年3月作成 PMF2001 '20 MAR A-4 U-P

ローランド・ピアノ・ミュージックフェスティバル2020 指定楽譜〈予選・本選〉 曲目一覧

主催・お問い合わせ先
ローランド株式会社　ピアノ・ミュージックフェスティバル運営事務局

03-6684-3489 （平日9：30～17：30／土、日、祝日除く）
03-3255-0864 （24時間受付）
rms@roland.co.jp
https://www.roland.co.jp/school/contest/pmf/

市販楽譜

『きらきらピアノ こどものポピュラーメロディーズ２巻』（全音楽譜出版社）
オオカミなんかこわくない／大きな古時計

『やっぱりピアノがすき！＜ブルクミュラー併用曲集＞』（ドレミ楽譜出版社）
ホール・ニュー・ワールド 「アラジン」より／美女と野獣／木洩れ陽の路地 「魔女の宅急便」より

その他14

参考演奏CD付き ローランド・ミュージック・スクール品番：FPC-91
11 ファンタスティック・ピアノ・コレクション2010 初級編 定価2,000円＋税

参考演奏CD付き ローランド・ミュージック・スクール品番：FPC-92
12 ファンタスティック・ピアノ・コレクション2010 中級～上級編 定価2,000円＋税

参考演奏CD付き ローランド・ミュージック・スクール品番：FPC-112
10 ファンタスティック・ピアノ・コレクション2011 中級～上級編 定価1,800円＋税

LOVED♪(2019年7-8月号)
打上花火♪(2019年7-8月号)
あめふりくまのこ♪(2019年5-6月号)
THE GIFT♪(2019年5-6月号)
blooming♪(2019年5-6月号)
やたらとシンクロニシティ♪(2019年5-6月号)
A Beautiful Storm♪(2019年5-6月号)
ププッとフムッとかいけつダンス♪(2019年3-4月号)
シャンシャンシャボン玉♪(2019年3-4月号)
笑顔のループ♪(2019年3-4月号)
366日♪(2019年3-4月号)
雪の華♪(2019年1-2月号)
マスカット♪(2018年11-12月号)
ドラえもん♪(2018年5-6月号)
雨ふり♪(2018年5-6月号)
For Tomorrow♪(2018年3-4月号)
みんなおんなじ♪(2017年3-4月号)

Music Pieces 指定課題曲（ローランド・ミュージック・スクール会員向け楽譜集）13
New

雪のペンキ屋さん♪(2020年1-2月号）
すごい漢字♪(2020年1-2月号）
Funny Bunny♪(2020年1-2月号）
馬と鹿♪(2020年1-2月号）
Dancing on My Own♪(2020年1-2月号）
もろびとこぞりて♪(2019年11-12月号)
超天フィーバー！♪(2019年11-12月号)
あおぞら♪(2019年11-12月号)
Tonight（星の降る夜に）♪(2019年11-12月号)
宿命♪(2019年11-12月号)
虫の声♪(2019年9-10月号)
風といっしょに♪(2019年9-10月号)
Blue Rain♪(2019年9-10月号)
Name of Love♪(2019年9-10月号)
小さな恋のうた♪(2019年7-8月号)
大好きって意味だよ♪(2019年7-8月号)
ベイビー・マイン♪(2019年7-8月号)

SMFミュージックデータ

1曲200円＋税／
全曲セット1,400円＋税

1曲200円＋税／
全曲セット1,600円＋税

1曲200円＋税／
各編全曲セット1,600円＋税

会員：1曲200円＋税
会員外：1曲300円＋税

楽譜PDF

1曲200円／300円＋税

1曲200円＋税／
全曲セット1,900円＋税 1曲200円／300円＋税

1曲200円／300円＋税

̶

会員：1曲200円＋税
会員外：1曲300円＋税

指定楽譜

①④

②

③

⑤～⑫

⑬

参考演奏CD付き ローランド・ミュージック・スクール品番：PMF-102
5 プレシャス・ピアノ・コレクション2 初級編 定価1,800円＋税

参考演奏CD付き ローランド・ミュージック・スクール品番：PMF-202
6 プレシャス・ピアノ・コレクション2 中級～上級編 定価1,800円＋税

参考演奏CD付き ローランド・ミュージック・スクール品番：PMF-101
7 プレシャス・ピアノ・コレクション1 初級編 定価1,800円＋税

参考演奏CD付き ローランド・ミュージック・スクール品番：PMF-201
8 プレシャス・ピアノ・コレクション1 中級～上級編 定価1,800円＋税

参考演奏CD付き ローランド・ミュージック・スクール品番：FPC-111
9 ファンタスティック・ピアノ・コレクション2011 初級編 定価1,800円＋税

ローランド・ミュージック・スクール品番：PMF-103
4 ピアノ・ミュージックフェスティバル・セレクション 1 定価1,600円＋税

イージー・ウィナーズ♪
海の声♪
ようこそジャパリパークへ♪
HANABI♪

パート・オブ・ユア・ワールド♪
「四季」より「冬」
CAN YOU CELEBRATE？♪
ギビング

ファイヤー・エスケイプ♪
リバーダンス♪
クレオパトラの夢♪
交響詩「ローマの松」より♪

ローランド・ミュージック・スクール品番：PMF-104
3 ピアノ・ミュージックフェスティバル・セレクション 2 定価1,800円＋税

優しいあの子♪
カントリー・ロード♪
パプリカ♪
カリキュラマシーンのテーマ♪

Earth
愛にできることはまだあるかい♪
イントゥ・ジ・アンノウン♪
「ミッション」より♪

ヒム・フォー・ザ・ウィークエンド♪
春と修羅
エル・カミーノ・レアル♪
カレイドスコープ

ローランド・ミュージック・スクール品番：PMF-106
1 ピアノ・ミュージックフェスティバル・セレクション 4 定価1,800円＋税

New

はなれてもいっしょ♪
笑一笑～シャオイーシャオ!～♪
オン・マイ・オウン♪
アイノカタチ♪

夜のストレンジャー♪
Lemon♪
サムワン・ライク・ユー♪
storia♪

デスパシート♪
Yuri on Ice♪
ブランデンブルク協奏曲
第5番 第1楽章より♪
マイルストーンズ♪

ローランド・ミュージック・スクール品番：PMF-105
2 ピアノ・ミュージックフェスティバル・セレクション 3 定価1,800円＋税

https://www.roland.co.jp/school/contest/pmf/

2020年度の課題曲リストはウェブサイトでご確認いただけます。

楽譜、楽譜PDF／SMFミュージックデータの購入について

［ ①～⑫楽譜（冊子） ］
ご所属店・教室よりお買い求めください。
お取り扱いがない場合は「Roland Online Store」で購入いただけます。

https://store.roland.co.jp/
［ ⑬楽譜PDF／SMFデータ（ダウンロード） ］
ローランド・ミュージック・スクール会員専用ページ

https://www.roland.co.jp/school/member/
スクール会員専用ページから「ローランド ネットワーク サービス」にログインし、
「その他」から「ピアノコンクール指定楽譜」、もしくは「Music Pieces」を選択

＜ローランド・ミュージック・スクール会員の方＞

［ ①～⑫楽譜（冊子） ］
「Roland Online Store」で購入いただけます。

https://store.roland.co.jp/
［ ⑬楽譜PDF／SMFデータ（ダウンロード） ］
ローランド ネットワーク サービス

https://www.roland.mu/consumer/
「ピアノ演奏用データ」から「ピアノコンクール指定楽譜」、
もしくは「ミュージックピース」を選択

＜会員外の方＞

＊ご購入前に、データの一部試聴と楽譜PDFのサンプルをご覧いただけます。

＊ご購入前に、データの一部試聴と楽譜PDFのサンプルをご覧いただけます。

♪＝SMFミュージックデータ対応曲（データ別売／ダウンロード購入いただけます）

　 ＝楽譜PDF（単曲）をダウンロード購入いただけます。

①～④⑬：ローランド株式会社発行　⑤～⑫：株式会社リットーミュージック発行

※指定楽譜付属の参考演奏CD、および対応SMFミュージックデータのピアノ演奏は、
　曲のイメージを確認するためのものであり、模範演奏ではありません。

ご参加にあたっての注意事項および規約、Q&Aはウェブサイトをご覧ください。


