
2020 年 9 月 30 日 
 

株式会社エスアイテック主催 2020 年芝浦工業大学オリジナル T シャツ＆マスク 
デザイン公募企画募集要項 

 
株式会社エスアイテック（芝浦工業大学、芝浦工業大学後援会、芝浦工業大学校友会出資会社）

は 2020 年 10 月 1 日より、「S.I.T T シャツ＆マスクデザインコンペティション 2020」を実施し

ます。 
芝浦工業大学の魅力を広める一環として、グッズの制作に活用させていただきます。 
デザイン経験の有無は問いません。学生のみなさまの斬新なアイデアを歓迎いたします。 
 
■企画趣旨 
登校日が制限されている中、芝浦工大生の会えない仲間や友達の「輪になるツール」としてＴシ

ャツとマスクのデザインをお考えください。 
例）ZOOM でお揃いのＴシャツやマスクを着る 
  SNS で動画や画像をアップして、芝浦工大生の団結感を伝えたい 
  登校日は、友達とお揃いのファッションで出会うことによって、結束感を持ちたい  

など 
キャンパスでなかなか会えなくても、芝浦工大生であるという一体感や連体感を感じられるデザ

インを募集いたします。学生のみなさまからの「芝浦でこんなカッコイイデザインがあったらい

い！」をお待ちしております。 
■応募内容 
芝浦工業大生のつながりを連想するデザイン 
■応募部門 
Ｔシャツ部門とマスク部門の 2 種類あります。両方に応募することも可能です。 
■デザイン採用予定数 
各部門 1~2 作品程度 
■応募期間 
2020 年 10 月 1 日（木）~11 月 30 日（月）必着 
■結果発表 
2020 年 12 月中。受賞者に通知するほか、ホームページにて受賞者氏名発表予定。 
■応募資格 
芝浦工業大学学生（学部生・院生・特別留学生含む全ての学生） 
■審査  
選考委員会にて審議し、採用作品を決定します。 
 
■賞 
・賞状 ・最優秀賞：アマゾンギフト券 5 万円 各 1 名 

 ・優秀賞：アマゾンギフト券 1 万円  各 1 名 



 
■応募規定 
・デザインは芝浦工業大学を連想するデザインとすること。 
・Ｔシャツ部門、マスク部門を同時に、ひとり各 3 点までエントリーすることができます。 
・作品はカラー・単色のどちらでも構いません。 
・Ｔシャツ、マスクともに下地の色は白・黒があります。 
・Ｔシャツ部門のデザインサイズは最大Ａ4 サイズ（297mm×210mm）以内。サイズ内であれば

大・小・四角・丸等自由にデザインすることが可能です。 
・マスク部門のデザインは形状が複雑なためテンプレートをご使用ください。 
 ※テンプレートは弊社ホームページ内リンクより取得ください。 
 ※テンプレートを使用しない場合、採用時に意図しない形に修正されることがあります。 
・応募時のデザインはデータでも手描きでも構いません。 
・データで応募の場合は、JPG データまたは PDF に変換してお送りください。ただし採用者に

は、作成アプリケーションの元データ（ai や psd 等）をご提出いただきます。 
※JPG を元データとする場合は解像度が 350dpi 必要です。 

・手描き原稿をスキャンしたデジタルデータで応募しても大丈夫ですが、採用者には手描き原稿

をご提出いただきます。 
・個人の作品に限ります。グループでの参加は認めません。 
■その他注意事項 
・応募作品は返却いたしません。 
・応募作品は応募者オリジナルの創作であるとともに国内外未発表のものに限ります。 
・作品の商用利用に際し、その著作権は株式会社エスアイテックに帰属します。 

・応募者は、応募作品の一部あるいは全部が第三者の権利（知的財産権や著作権等）を侵害しな

いことを確認した上で、応募作品を提出するものとします。特に雑誌、書籍、WEB、スマホの

写真加工アプリ等の著作物から無断複写した画像等の使用を禁じます。 
・第三者から応募作品について権利侵害、損害賠償等の苦情、クレームがあった場合は全て応募

者自らの責任と費用負担で解決するものとし、当社は一切の責任と負担を負わないものとしま

す。 
・採用作品が他の著作権等を侵害している恐れがある場合（極めて類似の作品があることが判明

した場合を含む）、賞を取り消すことがあります。 
・応募作品のうち、採用が決定した作品についてはその応募作品に基づく商品の製造、販売なら

びに第三者への権利譲渡はしないでください。 
・審査の過程及び審査の結果に関するお問い合わせについてはお答えできません。 
・ご応募いただいた作品を製品化するにあたり、加工または調整をする場合があります。 
・上記に違反または同意いただけない場合は、採用を取り消します。あらかじめご了承ください。 
■応募方法 

応募規定をよくご確認のうえ、下記 E メールアドレスよりエントリーください。 
E メールの本文に「①学籍番号、②応募者氏名、③応募者住所、④電話番号」を書き、作品画

像データを添付し送信してください。 



応募 E メールアドレス：sitcompe@sitech-jp.com 
■お問い合わせ 
 お問い合わせは E メールのみの対応とさせていただきます。 
 sitcompe@sitech-jp.com 宛にお送りください。 
土日祝除く 2 営業日以内にご返信をいたします。 
 
株式会社エスアイテックは安心・安全・快適なキャンパスライフをサポートすることにより、

学生・教職員の皆様に常に満足して頂き芝浦工業大学のブランド力向上を目指します。 
 

以上 
  



September 30, 2020 
 

S.I.Tech Co,Ltd. presents,  
Shibaura Institute of Technology Original T-Shirt and Face mask Design Competition 2020 

Application Guidelines 
 

S.I.Tech. Co, Ltd. the company invested by Shibaura Institute of Technology, Shibaura 
Institute of Technology Supporters' Association and Shibaura Institute of Technology Alumni 
Association will hold the SIT T-shirt & Face mask Design Competition 2020 from October 1, 
2020. 
We will produce products with your design and broaden the attraction of Shibaura Institute 
of Technology. No previous design experience is required. We welcome innovative ideas from 
all the SIT students. 
 
■Purpose of the competition 
The purpose of making these products is to use them as tools to unite Shibaura friends who 
can't see each other because of limited school days. 
Usage example: 

To enjoy wearing same designed T-shirts when you see each other on Zoom. 
To show unity of SIT by posting video and picture on SNS. 
To feel cohesiveness by wearing same T-shirts and face masks on campus, and other 
things. 

We are looking for a design that conveys a sense of unity and solidarity as a SIT student, 
even if you don't see each other often on campus. We look forward to seeing the “Shibaura 
Cool Design!” 
 
■Theme of the design 
A design that evokes the connection between Shibaura Institute of Technology students. 
 
■Application Category 
1. T-shirt design 
2. Face mask design 
* You can apply for both 1 and 2. 
 
■Number of designs to be awarded 
One or two designs for each category. 
 
■Application Period 
Thursday, October 1, 2020 - Monday, November 30, 2020. (It must have been reached by the 



due date.) 
 
■Result Announcement 
We will announce the result on our website and give a notice to the award winner by the end 
of December 2020. 
 
■Requirements 
Must be a student of Shibaura Institute of Technology (undergraduate school, graduate school 
and international students). 
 
■Judgement 
The selection committee will deliberate and select the awarded design. 
 
■Award 
・Grand prize： Amazon Gift Card ¥50,000 / person and award certificate 
・First place： Amazon Gift Card ¥10,000 / person and award certificate 
 
■Rules 
 The design should be reminiscent of the Shibaura Institute of Technology. 
 Each person can enter up to three designs for each category, T-shirt and Face mask. 
 The design can be either color or monochromatic. 
 Both T-shirts and Face masks are available in white and black as a base color. 
 The maximum size for the T-shirt is A4 (297mm x 210mm). Any design is possible as long 

as it is within the size range. 
 Please use the template for the design of the face mask due to its complex shape. 

※ Please download the template from our website. 
※ If you don't use the template, your design may be modified. 

 Either digital or hand-drawn is acceptable. 
 Please send your data in JPG or PDF format. The original format such as ai or psd is 

required when it is selected. 
※ If your original data is JPG format, it has to be over 350 dpi resolution. 

 You may submit a scanned digital copy of the hand-drawn manuscript, but the manuscript 
is required when your design is awarded. 

 Only individual works are acceptable. Groups are not allowed to apply. 
 
■Notes 
 Entries will not be returned. 
 The work must be original and must not have been published in Japan or abroad. 
 The copyright for commercial use of the work belongs to S.I.Tech Co,Ltd. 



 Applicants must ensure that their work does not infringe on the rights of any third party 
(such as intellectual property rights and copyrights) in whole or in part before submitting 
their work. It is prohibited to use the images copied from magazines, books, websites, and 
photo processing applications for smartphones and so on without permission. 

 Any complaint or claim from a third party regarding an entry, such as an infringement of 
rights or compensation for damages, shall be resolved at the entrant's own risk and 
expense, and the S.I.Tech Co, Ltd. shall bear no responsibility or liability whatsoever. 

 The award may be withdrawn if there is a risk that the selected work may infringe on the 
copyrights of others or it is found that there are very similar works. 

 Please do not make or sell products with the design and transfer the rights to the third 
party if it is selected. 

 We are unable to respond to inquiries about the selecting process or the results. 
 There are possibilities to be modified or adjusted for commercialization. 
 If you violate or disagree with the above, we will cancel the award.  

Thank you for your understanding in advance. 
 
■How to apply 
After carefully reading the entry rules, please send your designs by e-mail to the address 
below. 
In the body of the e-mail, please include the following information:  
①Student ID number, ②Applicant's name, ③Applicant's address, ④Applicant's telephone 
number, and attach an image data file of the work to the e-mail. 
E-mail address: sitcompe@sitech-jp.com 
 
■Contact 
We accept inquiries only by e-mail. 
E-mail address: sitcompe@sitech-jp.com 
We will reply to you within 2 business days excluding weekends and holidays. 
 
S.I.Tech Co,Ltd. aims to enhance the brand power of Shibaura Institute of Technology and 
the satisfaction of our students and faculty by supporting a safe, secure and comfortable 
campus life. 
Thank you. 
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