第 3 回 芝浦工業大学オリジナルグッズデザインコンペティション募集要項
株式会社エスアイテックは、
「第 3 回 芝浦工業大学オリジナルグッズデザインコンペティション」
を実施します。芝浦工業大学の魅力を広める一環として、最優秀賞のデザイン作品は商品化しま
す。
■テーマ
「芝浦工大生×芝浦工大生」～みんなでつくる～
これまでのコンペテーマの「繋がる」
「伝える」から芝浦工大生が一体となってグッズを作り上
げることをイメージした「みんなでつくる」をテーマに、芝浦工大生の視点で本学の魅力を表
現してください。
■応募期間
2022 年 11 月 10 日（木）～ 12 月 9 日（金）必着
■賞
・最優秀賞：3 万円分のアマゾンギフトカード 1 名または 1 チーム
・優秀賞 ：1 万円分のアマゾンギフトカード 1 名または 1 チーム
※最優秀賞には、副賞として応募デザインのトートバッグを進呈
■募集内容
トートバッグのデザインをお考えください。
「芝浦工大生×芝浦工大生」芝浦工大生から発信するメッセージを形や言葉で自由にデザイン
して下さい。学生のみなさまのアイデアを歓迎いたします。
■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。
メール本文に
①応募者氏名（チームの場合はチーム名、チーム代表者氏名、チームメンバー氏名）
②学籍番号 （チームの場合は、代表者の学籍番号）
③住所

（チームの場合は、代表者の住所）

④電話番号 （チームの場合は、代表者の電話番号）
⑤デザインコンセプトの説明
をご記入いただき、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
■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。
■結果発表
2022 年 12 月 23 日（金）
受賞者に通知するほか、ホームページにて発表予定
■応募規定
・応募は 1 人（または 1 グループ）で、1 点までとする。
※グループは 1 グループ最大 5 人まで
※個人、グループ両方からの応募はできません
・作品は黒 1 色とします。
・トートバッグの下地色はナチュラル。見本は下記「見本」欄をご確認ください。
・デザインのサイズは最大 230 ㎜×250 ㎜です。サイズ内であれば自由にデザインすることが
可能です。また、データ上の線幅は 1mm 以上にしてください。
・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・psd や eps 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。
・芝浦工業大学のロゴ等を使用することも可能です。
■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商品化するにあたり、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。

■SNS
デザインコンペ公式 Twitter と Instagram は下記です。

Twitter : 芝浦デザインコンペ @sitechcompe

Instagram: 芝浦デザインコンペ @sitechcompe
随時、情報発信していきますので、ぜひフォローしてください。
■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。
■見本
SDGs に寄与することのできる、フェアトレード認証コットンのラベル付きトートを使用します。
トートサイズ（約）幅：330 ㎜ 高さ：390 ㎜ 持ち手：35 ㎜×560 ㎜

■主催 芝浦工業大学 事業法人 株式会社エスアイテック
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。

S.I.Tech Co. Ltd. Presents,
The 3rd Shibaura Institute of Technology Original Goods Design Competition
Application Guidelines

S.I.Tech Co. Ltd. is pleased to announce the 3rd Shibaura Institute of Technology Original
Goods Design Competition. As part of efforts to promote the attractiveness of Shibaura
Institute of Technology, the grand prize winning design will be commercialized.
■Theme
“SIT Students×SIT Students” ～Creating Together～
From the past competition themes of "Connect" and "Communicate" to the theme of "Create
together," which is an image of Shibaura Institute of Technology students working together
to create goods, please express the attractiveness of the SIT from the viewpoint of Shibaura
Institute of Technology students.

■Application period
Thursday, November 10th to Friday, December 9th 2022
＊It must have been reached by the due date.
■Prizes
・Grand Prize：Amazon Gift Card ￥30,000/ 1 person or 1 team
・Excellence Award：Amazon Gift Card ￥10,000/1 person or 1 team
＊The grand prize winner will receive a tumbler and drip coffee of the submitted design as
a supplementary prize.
■Call for Entries
We would like you to design a tote bag. Please design freely with shapes and words that
convey a message from Shibaura Institute of Technology students. We welcome ideas from
students.
■How to apply
Please read the application rules carefully before entering the contest via the e-mail
address below.
Please include the following information in the e-mail
(1) Student ID number
(2) Applicant's name (in the case of a team, team name, team representative's name, and
team members' names)
(3) Applicant's address (in the case of a team, team representative's address)

(4) Telephone number (in the case of a team, team representative's telephone number)
(5) Explanation of the design concept
Please attach the image data of your work and send it to us.
Application e-mail address: sitcompe@sitech-jp.com
■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.
■Announcement of results
Friday, December 23rd, 2022
Winners will be notified, and the results will be announced on the website.
■Entry Rules
・Only one entry per person (per team) is allowed.
＊Team entries are limited to a maximum of five people per group.
＊A team may have up to five members.
＊Applications from both individuals and teams are not accepted.
・The work must be in one color, black.
・The base color of the tumbler is black or beige, and the base color of the drip coffee
package is kraft paper. Please see the "Sample" section below for pictures.
・The maximum size of the design is 230mm x 250mm. You can design freely within the
size. The line width on the data should be at least 1mm.
・The design can be submitted as data or hand-drawn. However, the selected applicant
will be asked to submit the original data (ai, psd, eps, etc.) of the application to be
created.
When using JPG as the original data, the resolution must be 350dpi.
＊If you wish to use a JPG as the source data, the resolution must be 350dpi.
・You may submit a scanned digital copy of your hand-drawn manuscript, but we will ask
you to submit the hand-drawn copy.
・The logo of Shibaura Institute of Technology can also be used.
■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.
・We may process or adjust your work in order to commercialize it.
・If you violate or disagree with the above, we will cancel the award.
Thank you for your understanding in advance.
■SNS
The official Twitter and Instagram pages of the Design Competition have been opened.

Twitter : shibauradesigncompe @sitechcompe

Instagram: shibauradesigncompe @sitechcompe
Please follow us on Twitter and Instagram.
■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.
■Samples
Use Fair Trade certified cotton labeled totes that can contribute to the SDG
Tote size (approx.) Width: 330 mm Height: 390 mm Handle: 35 mm x 560 mm

■Sponsor
Shibaura Institute of Technology Business corporation S.I.Tech Co. Ltd
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.

