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グラミーアワード 

VIPギフトラウンジのご提案



グラミー賞は、ナショナル・アカデミー・オブ・レコーディング・アーツ・アンド・サイエンス (NARAS) が主催する音楽賞であ
る。

当初はグラモフォン・アウォード(Gramophone Award)と呼ばれており、現在グラミーとだけ呼ばれることもある。

アメリカ合衆国の音楽産業において優れた作品を創り上げたクリエイターの業績を讃え、業界全体の振興と支援を目的と
する賞だが、今日世界で最も権威ある音楽賞のひとつとみなされており、テレビにおけるエミー賞、舞台におけるトニー
賞、映画におけるアカデミー賞と同列に扱われる。

毎年2月に授賞式が行われ、著名なアーティストによるパフォーマンスや代表的な賞の授賞の模様が全米をはじめ世界の
多くの国で放映される。

グラミー賞とは
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年間最優秀レコード賞

'"24K Magic" – ブルーノ・マーズ

Shampoo Press & Curl, producers; Serban Ghenea, John Hanes & Charles Moniz, 
engineers/mixers; トム・コイン , mastering engineer
"Redbone" - チャイルディッシュ・ガンビーノ

"Despacito" - ルイス・フォンシ＆ダディー・ヤンキー  featuring ジャスティン・ビーバー

"The Story of O.J." - ジェイ・Z
"Humble" - ケンドリック・ラマー

年間最優秀アルバム賞

『24K・マジック（24K Magic）』- ブルーノ・マーズ

Shampoo Press & Curl, producers; Serban Ghenea, John Hanes & Charles Moniz, 
engineers/mixers; Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence＆ブルーノ・

マーズ , songwriters; トム・コイン , mastering engineer
『アウェイクン、マイ・ラヴ（ Awaken, My Love!）』- チャイルディッシュ・ガンビーノ

『ダム（Damn）』- ケンドリック・ラマー

『メロドラマ（ Melodrama）』- ロード

年間最優秀楽曲賞

"That's What I Like"
Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, ブルーノ・マーズ , Ray Charles 
McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus & Jonathan Yip, songwriters (ブルーノ・マーズ )
"Despacito"
"4:44"
"Issues"
"1-800-273-8255"
最優秀新人賞

アレッシア・カーラ（英語版）

カリード

リル・ウージー・ヴァート（英語版）

ジュリア・マイケルズ

SZA
ポップ

最優秀ポップ・ソロ・パフォーマンス

"シェイプ・オブ・ユー（ Shape of You）" - エド・シーラン

"Love So Soft" - ケリー・クラークソン

"Praying" - ケシャ

"ミリオン・リーズンズ（ Million Reasons）" - レディー・ガガ

"What About Us" - ピンク

最優秀ポップ・デュオ /グループ・パフォーマンス

"Feel It Still" - ポルトガル・ザ・マン

"Something Just like This" - ザ・チェインスモーカーズ＆コールドプレイ

"デスパシート（ Despacito）" - ルイス・フォンシ＆ダディー・ヤンキー  featuring ジャスティン・

ビーバー

"サンダー（Thunder）" - イマジン・ドラゴンズ

"Stay" - ゼッド＆アレッシア・カーラ

最優秀ポップ・ボーカル・アルバム

『Tony Bennett Celebrates 90』- ヨンデ・ベネット , producer (various artists)
『Nobody but Me』（デラックス・バージョン） - マイケル・ブーブレ

『トリプリケート（ Triplicate）』- ボブ・ディラン

『In Full Swing』- セス・マクファーレン

『Wonderland』- サラ・マクラクラン

最優秀トラディショナル・ポップ・ボーカル・アルバム

『÷』- エド・シーラン

『Kaleidoscope EP』- コールドプレイ

『ラスト・フォー・ライフ（ Lust for Life）』- ラナ・デル・レイ

『エヴォルヴ（ Evolve）』- イマジン・ドラゴンズ

『レインボー（ Rainbow）』- ケシャ

『ジョアン（Joanne）』- レディ・ガガ
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R&B
最優秀R&Bパフォーマンス
"ザッツ・ホワット・アイ・ライク（ That's What I Like）" - ブルーノ・マーズ
"Get You" - ダニエル・シーザー  featuring カリ・ウチス
"Distraction" - ケラーニ
"High" - レデシー
"The Weekend" – SZA

最優秀トラディショナル R&Bパフォーマンス
"レッドボーン（ Redbone）" - チャイルディッシュ・ガンビーノ
"Laugh and Move On" - ザ・ベイラー・プロジェクト
"What I'm Feelin'" - アンソニー・ハミルトン  featuring ザ・ハミルトンズ
"All the Way" - レデシー
"Still" - マリ・ミュージック

最優秀R&Bソング
"ザッツ・ホワット・アイ・ライク（ That's What I Like）"
Christopher・ブロディ・ブラウン、 James Fauntleroy、Philip Lawrence、ブルーノ・マーズ、
Ray Charles McCullough II、Jeremy Reeves、Ray Romulus & Jonathan Yip、songwriters 
(ブルーノ・マーズ )
"First Began"
"ロケーション（ Location）"
"レッドボーン（ Redbone）"
"スーパーモデル（ Supermodel）“

最優秀アーバン・コンテンポラリー・アルバム
『スターボーイ（ Starboy）』 - ザ・ウィークエンド
『Free 6lack』- 6lack
『Awaken, My Love!』- チャイルディッシュ・ガンビーノ
『アメリカン・ティーン（ American Teen）』- Khalid
『Ctrl』- SZA

最優秀R&Bアルバム
『24K・マジック（24K Magic）』 - ブルーノ・マーズ
『Freudian』- ダニエル・シーザー
『Let Love Rule』- レデシー
『Gumbo』- PJモートン
『Feel the Real』- ミュージック・ソウルチャイルド

ラップ
最優秀ラップ・パフォーマンス賞
"ハンブル（Humble）" - ケンドリック・ラマー
"バウンス・バック（ Bounce Back）" - ビッグ・ショーン
"ボーダック・イエロー（ Bodak Yellow）" - カーディ・B
"4:44" - ジェイ・Z
"Bad and Boujee" - ミーゴズ  featuring リル・ウージー・ヴァート

最優秀ラップ /歌唱パフォーマンス賞
"Loyalty" - ケンドリック・ラマー  featuring リアーナ
"Prblms" - 6lack
"Crew" - ゴールドリンク  featuring Brent Faiyaz＆Shy Glizzy
"Family Feud" - ジェイ・Z featuring ビヨンセ
"Love Galore" - SZA featuring トラビス・スコット

 
 最優秀ラップ楽曲賞

"ハンブル（Humble）"
K. ダックワース , Asheton Hogan & M. Williams II, songwriters (ケンドリック・ラマー )
"ボーダック・イエロー（ Bodak Yellow）"
"Chase Me"
"Sassy"
"The Story of O.J.“

最優秀ラップ・アルバム賞
『ダム（Damn）』- ケンドリック・ラマー
『4:44』- ジェイ・Z
『Culture』- ミーゴズ
『Laila's Wisdom』- ラプソディー
『フラワー・ボーイ（ Flower Boy）』- タイラー・ザ・クリエイター

ジャズ
最優秀インプロヴァイズド・ジャズ・ソロ
"Miles Beyond" - ジョン・マクラフリン
"Can't Remember Why" - サラ・キャズウェル
"Dance of Shiva" - ビリー・チャイルズ
"Whisper Not" - フレッド・ハーシュ
"Ilimba" - クリス・ポッター

最優秀ジャズボーカル・アルバム
『ドリームス・アンド・ダガーズ  （Dreams and Daggers）』 - セシル・マクロリン・サルヴァント
『The Journey』- ザ・ベイラー・プロジェクト
『ソーシャル・コール（ A Social Call）』- ジャズメイヤ・ホーン
『バッド・アス・アンド・ブラインド（ Bad Ass and Blind）』- ラウル・ミドン
『Porter Plays Porter』- ランディー・ポーター・トリオ  with ナンシー・キング

最優秀ジャズ・インストゥルメンタル・アルバム
『Rebirth』 - ビリー・チャイルズ
『Uptown, Downtown』- ビル・チャーラップ・トリオ
『Project Freedom』- ジョーイ・デフランセスコ＆ザ・ピープル
『Open Book』- フレッド・ハーシュ
『The Dreamer Is the Dream』- クリス・ポッター

最優秀ラージ・ジャズ・アンサンブル・アルバム
『ブリンギン・イット（ Bringin' It）』 - クリスチャン・マクブライド・ビッグバンド
『モンケストラ  vol.2（MONK'estra Vol. 2）』- ジョン・ビーズリー
『Jigsaw』– アラン・ファーバー・ビッグバンド
『Homecoming』– ヴィンス・メンドーザ＆ WDRビッグバンド・ケルン
『Whispers on the Wind』– チャック・オーウェン＆ザ・ジャズ・サージ

最優秀ラテンジャズ・アルバム
『ジャズ・タンゴ（ Jazz Tango）』 - パブロ・シーグレル・トリオ
『Hybrido - From Rio to Wayne Shorter』- アントニオ・アドルフォ
『Oddara』- ジェーン・バネット＆ Maqueque
『Outra Coisa – The Music of Moacir Santos』- アナット・コーエン＆マルセーロ・ゴンサルヴェ
ス
『Típico』- ミゲル・ゼノン

60回2018年受賞作品(その他)
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関係者の方々やハリウッドのセレブたちが参加するVIPイベント。

アカデミー賞やグラミー賞、エミー賞の受賞期間中に並行して開催す
るイベントで、出店した企業の製品をPRする場所として設けられてい
る。

ゲストとして招待され参加できるのは、ノミネート者、プレゼンター、VIP
など限られた人のみである。参加者は商品を手にする代わりに商品の
PRに協力する。

グラミーアワーギフトラウンジについて
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グラミーアワードギフトラウンジの参加者の実績

その他の出演実績

PENTATONIX / NICKI MINAJ / JESSIE J / JOHN TRAVOLTA / MARY J. 
BLIGELL / COOL J JUANES / BRANDY  / CLARKCOMMON / ALABAMA 
SHAKES / STING / ZENDAYA / CHANCE THE RAPPER / DIERKS BENTLEY 
IGGY AZALEA / MILEY CYRUS / HERBIE HANCOCK / TONY BENNETT　　
JAMES CORDEN / ANDRA DAY / LIONEL RICHIE / PAULEY PERRETTE
LITTLE BIG TOWN / USHER

JOHNNY DEPP BECK HOZIER JAMIE FOXXJUSTIN BIEBER

JOHN LEGEND SELENA GOMEZSTEVIE WONDERMEGHAN TRAINOR

ARIANA GRANDE

RIHANNA  SIA
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2018年グラミーアワードオフィシャルギフトラウンジ Six Sense Lab 様事例

https://www.gettyimages.co.jp/写真
/2019-grammy-gift-lounge

*他ラウンジのお写真はこちらにアクセスくださ
い。

https://www.gettyimages.co.jp/%E5%86%99%E7%9C%9F/2019-grammy-gift-lounge
https://www.gettyimages.co.jp/%E5%86%99%E7%9C%9F/2019-grammy-gift-lounge
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海外パブリシティの露出

開催後グラミー賞の模様が様々なメディアに露出されます。
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名称：Grammy　Awards　オフィシャルＶＩＰギフトラウンジ

日程：2020年1月23日24日25日26日　グラミーアワードリハーサル日の3日間　　　　　　
　　（授賞式・・・1月26日　　　ブースセットアップ日・・・1月23日24日25日）

会場：ステープルスセンター  STAPLE Center
　　　1111 S Fingueroa St, Los Angeles,CA 90015, United states

参加者：Grammyノミネート者、グラミー協会　関係者のみ

出展金額：12,000,000円(税別)　　

金額内容　・ブーススペース代5FT×5FT予定(152cm×152cm)(直前で変更になる可能性あり)
　　　　　　4人登録、ブースには2名まで可。　使用方法は基本自由ですが、規定もございます。ご相談ください。
　　　　　・VIPとの撮影写真、撮影動画を商品、企業のPRとして使用できる権利。
　　　　　　（カタログ、SNS使用可の権利）
　　　　　・弊社コーディネーター(Kenji Ishikawa)のロサンゼルスでのコーディネート
　　　　　・海外とのやり取りや商品搬入等のトータルコーディネート　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

オフィシャルギフトラウンジご提案について



ご提案に関するご準備に関し
て

・VIPにお配りする商品 170個～200個（ギフトは200ドル以上。)

・商品を入れるロゴ入りの紙袋

・英語の商品資料

・海外から連絡がつく電話番号、担当者が分かる名刺 300枚

・その他ブースにて飾り付けたいもの

・会社のロゴデータ商品画像や、ブランドロゴをお送りいただく

・色紙(VIPがサインを書いてくださる場合がございます。 )

・当日の服装 (スーツ等)

・現地へ派遣する人数の確保・フライトの確保

・宿泊施設の確保

・商品の選定海外への商品発送

・バック紙（バック紙骨組み付き）未定　必要がない場合もあり

・レッドカーペット　未定　必要がない場合もあり

・通訳(要相談)
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ご用意いただく準備物、ご手配

お問い合わせ 株式会社エルアウラ

TEL:03-6459-3003　sales@elaura.co.jp


