
武蔵野美術大学出版局では、みんなが使いたくなるようなオリジナルのしおりデザ
インを募集し、立川市にあるオリオン書房ルミネ店（立川市曙町 2-1-1 ルミネ 8F）で
コンペを開催いたします。ご来店のお客様に投票をしていただき、テーマ毎で投票
数が一番多かったデザインを優秀賞とし、しおりを製作します。このしおりは弊社
書籍の取り扱いのある全国各地の書店で、無料配布する予定です。テーマに沿って、
芸術性があり、かつ親しみやすいデザインをお待ちしております。

①応募内容
テーマ１『オリオン書房の “キャラクター ”（非公式）しおり』 ×1点
＊オリオン書房の “キャラクター ”をあなたが創りあげ、しおりにデザインしてみてください！　　
[注意 ] あくまで非公式となります。

テーマ２『自由』 ×1点
＊みんなが手に取りたくなるような、しおりをデザインしてください！

②応募資格・条件
武蔵野美術大学の在学生・卒業生の方。グループで提出する場合はグループの
どなたかが上記の条件にあてはまること。・未発表のものに限ります。

募集要項
●応募数が多数の場合、コンペ会場へ展示する前に武蔵野美術大学出版局内で選考する場合がございます。●応募作品は、応募
者自身のオリジナルで国内外未発表のものに限ります。●他のデザインコンペティションなどへの二重応募は認められません。
●応募作品が優秀作品に選考された場合、その作品の著作権などに関するすべての権利は弊社に帰属するものとします。なお、
権利の譲渡対価は、謝礼をもって充てるものとします。●製作において、色校正などの確認は弊社が受け持ちます。●選考作品
以外の作品については、知的財産権などすべての権利と責任は原則として作者本人に帰属します。●応募作品が、既に発表され
ているデザインと同一または酷似している場合、または第三者の知的財産権の侵害となる場合（選考後に侵害となった場合も
含む）は優秀作品の決定を取り消すことがあります。●選考において、また製作に際して、応募作品について問い合わせをする
ことがあります。●応募要項に記載された事項以外について、取り決める必要が生じた場合、弊社の判断により決定をいたしま
す。応募者は、その内容に同意できなかった場合は応募を撤回できますが、応募に要した一切の費用を弊社は負担いたしません。
●応募作品の配送時で、配送事故などによる紛失や破損などに対し、弊社はその責任を負いかねますのでご了承ください。
●応募作品は返却いたしませんので予めご了承ください。●展示・発表・配布に関する権利は弊社が保有いたします。●応募者
の個人情報は「個人情報保護法」に基づき管理し、運営上の連絡や資料の発送、関連する催し物のお知らせ、統計処理のため
にのみ利用いたします。●選考されたデザインのしおり製作にあたっては、技術面およびコスト面から、その内容の変更を
お願いすることがあります。

［応募に関する諸注意・権利規定］を熟読のうえ、上記に署名をお願いいたします。
＊必ずお読みください。

フリガナ

お名前（代表者）

アーティスト名（ご活動名がありましたらご記入下さい）

アルファベット表記（©コピーライト用にご記入ください）
（例）MUSABI Taro　　　
性別　　　男　・　女 年齢　　　歳
武蔵野美術大学との関係　在学生・卒業生（どちらかに○）

学部学科名（ ）
ご住所（〒 ）

お電話番号（携帯電話）
e-mail アドレス
テーマ①の作品タイトル（キャラクターの名称など）

制作意図（100文字程度）

応 募 用 紙

募集！

武蔵野美術大学出版局主催第4回

応募組数
（2点 1組とする） 組 しおりデザイン

コンペ会場は
オリオン書房ルミネ店です。

ご来店のお客様からの人気投票で
優秀賞が決まります！

応募締め切り
2015年 6月 25日（木）当日必着
コンペ開催期間：7月 18 日（土）～8月 22 日（土）まで

2015

応募点数：以下のテーマに合わせ、各 1点ずつ、
計 2点を 1組として、ご応募ください  （何組でも可）。

テーマ②の作品タイトル

制作意図（100文字程度）



［原画の場合］

・台紙：A4程度の紙（画用紙、ケント紙など、
平面のもの。色付き台紙も可）

１枚につき1組ずつ描いてください。
・お送りいただく際は、原画部分が折
れ曲がらないようにご注意ください。

［データの場合］

・データは、Adobe Illustrator または
Adobe Photoshop（バージョンは限定し
ません）にて提出してください。

・デザインテンプレートを弊社ホーム
ページに用意しています。ご利用く
ださい。

・CMYK印刷となります（特色、蛍光色、ゴー
ルド、シルバーなどの色指定はできません）。

・画像がある場合はリンクを外さずに
埋め込んでください。

・文字がある場合はすべてアウトライ
ン化してください。

・データは CD-R、DVD-R に保存して
郵送していただくか、メールにて、送信
してください。

⑤選考・結果通知
●コンペは、オリオン書房ルミネ店
（立川市曙町 2-1-1 ルミネ 8F）で約 1ヵ月
間、来店された方に投票をしていただ
きます。投票は一日の来店につき1回。
期間中は何度でも投票することができ
ます。
＊応募数が多数の場合、武蔵野美術大学出版局
内で厳正に審査・選考し、コンペ会場に展示
致しますのでご了承ください。

●優秀賞の発表は、2015年 9月上旬
にメールにてお知らせいたします。
また弊社ホームページでもご紹介
いたします。

⑥提出方法
［データ送信］ 

  武蔵野美術大学出版局
　担当：井土 宛

　izuchi@musabi.ac.jp
　 件名：「しおりデザイン2015」
＊必ず「宅ファイル便」や「firestorege」な
　どの大容量転送サービスソフト（無料）を利
　用し、ご送信ください。

［郵送の場合］
＊応募作品は返却いたしませんのでご了承くだ
　さい。
＊郵送に係る費用はご負担ください。

応募締め切り
2015年 6月25日（木）当日必着

　〒180-8566
　東京都武蔵野市吉祥寺東町3-3-7

  武蔵野美術大学出版局
　担当：井土 宛
　お問い合わせ　  電話 :0422-23-0810

月～金　10時～17時まで

募集要項 つづき

146 mm

46.5mm

点線が
しおりの仕上がり
となります

仕上がりサイズは
40.5×140 mm
となります

点線部分で、断裁します。

【2014 年優秀作品に選ばれたゆうさんのしおりの完成例】

＊今年は 2点の募集です。

注意点：悪い例

【デザイン上の注意点】

●提出していただくしおりデザインの
サイズは1点46.5×146 mmです。
このサイズで枠線を描き、その中に
デザインをおさめてください。
●実際にしおりを製作する時は四方を
外側から 3mm 断裁します。そのた
め図柄は隅に寄せすぎないようにし
てください（裁ち落としを意図する図柄は隅
に置いても構いません）。

（例）実物大です。

この場合、図柄が隅に
あるので、断裁をすると、
犬の鼻先と足の一部が
切れてしまう。

→

→→

→

3mm

デザインサイズ

デザイン
サイズ

3mm

3mm 3mm

③謝礼
テーマ毎で投票数が一番多かったデザ
インを優秀賞とし、優秀作品 2 つを選
出します。優秀作品に選ばれた方には、
それぞれ図書カード３千円分が贈られ
ます。またご応募いただいた方、全員に、
ムサビオリジナルグッズ［ミニクロッ
キー帳］を差し上げます（応募条件を満たし
ていない方は対象外となります）。

④応募に必要なもの
（1）応募用紙
この用紙のウラ面をご利用いただくか、
弊社ホームページからダウンロード
してください。

（2）しおりデザイン
・しおりのオモテ面をデザインして
ください（ウラ面にはオリオン書房のご案内か
弊社書籍の案内が入ります）。

・しおりの材質は紙です（型抜き、シール、 
紐つけなど、特殊な加工はしません）。

・原画またはデータのどちらかをご
提出ください。

・コピーライト　は、ウラ面に記載
させていただきます。

ダウンロードについて
【応募用紙・デザインテンプレート】
武蔵野美術大学出版局ホームページ
http://www.musabi.co.jp/

2015年 5月 27日（水）より

©
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