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Hirosaki Apple Design Award 2017 公式ルール 
 

本コンテストの参加費は無料です。応募や受賞に際して、応募者に費用が発生することはありません。本コンテストは、応

募者の技術をはかるものであり、応募作品だけで受賞作品を決定します。本コンテストへの応募時点で、応募者はスポン

サーとの間の契約事項に同意したものとします。そのため作品を応募する前に、以下に記載した公式ルールをよく確認し

てください。法律によって禁止されている条項は無効となります。本コンテストの公式なルールや応募方法については以

下のとおりです。 

1.日程 

The Hirosaki Apple Design Award 2017 デザインコンテスト（以下「本コンテスト」と表記）は 2017年７月２８日より開始

します。 提出作品は、2017年９月３０日 23:59(GMTに準ずる)までに designboom.com (以下「公式Webサイト」と表

記)への応募が完了していなければなりません。 

 

2.応募資格 

本コンテストは、プロアマ問わず中学生以上の方ならどなたでもご応募いただけます。 

弘前デザインウィークや designboom srlのスタッフ、本コンテストに関わるすべての関係者（親会社、関連会社、子会

社、広告およびプロモーション機関、販売代理店の従業員）およびその近親者や（法的関係の有無にかかわらず）同一世

帯に居住している方は、コンテストへの参加および賞金獲得の資格がありません。 

 

3.応募方法 

応募作品の提出前に、各応募者は氏名、住所、E メールアドレス、現在の職業やビジネルの分野（アートやクリエイティブ

業界関連の仕事をしているもしくは携わっている）について公式の応募フォームに必要事項を入力することが求められま

す。 

また、本コンテストへ提出する応募作品（以下、「アクセスデータ」と表記）のログイン画面にはパスワードを入力する必要

があります。応募者は、サードパーティによってアクセスデータの不正使用を防止する義務があります。 

本コンテストに関する提出データは、本コンテスト公式Webサイトに開示された（本コンテストに関する）技術的、創造的

および法的な要件に従う必要があります。これらの公式ルールは、コンテンツガイドラインを含みます（以下に定義したと

おり）。 

応募締め切りを過ぎてから提出されたものや判読不可能のもの、不完全なもの、もしくは条項に準拠していないすべての

応募作品は、主催者の単独かつ絶対的な判断により失格となります。 

本コンテスト公式Webサイトのサーバーにエントリー情報が記録された時点で、「応募完了」とみなします。 応募完了の

証明は、コンピューターが自動的に受領完了メールを送信します。本コンテストから応募完了の受領書を発行することは

ありません。 

万が一、応募作品の送信時に不測の事態が発生した場合には、E メールの送信元である E メールアドレスの所有者によ

って送信されたものであるとみなします。「E メールアドレスの所有者」とは、E メールアドレスもしくはユーザーネームを割

り当てられたアカウントの所有者を指します。（Yahooなど）   



応募作品の紛失や誤送信、データの改ざん、削除および無効なエントリーに関して本コンテストのスポンサーやプロデュ

ーサーおよび関連するすべての団体は、一切の責任を負いかねます。 

  

4. 応募作品のガイドライン（応募点数制限なし） 

本コンテストへの応募点数の制限はありません。応募作品が選考対象となるためには、以下の条件のすべてを満たす必

要があります。応募作品のガイドラインについては、以下のとおりです。 

a. 応募作品は、本コンテストのウェブサイト内のコンテスト部門に提出しなければなりません。応募作品および文書は電

子ファイルでなければなりません。郵送などによる応募は受け付けていません。 

b. 応募作品は、低解像度の JPEG (もしくは JPG) 、 GIF 形式でコンテスト部門に提出しなければなりません。電子ファ

イルは、それぞれ５００KB以下でなければなりません。また、正確な幅が 818 ピクセル、解像度が 72 dpi, RGB カラー

モードのものでなければなりません。映像作品は、YouTube もしくは vimeoどちらかにアップロードする必要があります。

また、映像作品のリンクを応募フォームにそれぞれ記入する必要があります。 

c. 応募作品は、中傷的、虐待的、脅迫性、有害性、低俗、不敬、人種や民族に対する差別や攻撃的な表現、ポルノなど

の露骨な性的表現などといった、本コンテストにおいて不適切なものであってはいけません。 

d. パブリックドメインにあるものを除き、 応募作品はすべて応募者が作成したオリジナル作品でなければなりません。さ

らに、パブリックフォーラムでのプレゼンテーションに適した、応募に関する公式規則にすべて則ったものである必要があ

ります 。 

本コンテストへの応募時点で、 応募作品は応募者が単独で作成したものであること、応募作品にはいかなる権利や所有

権がないこと、著作権、商標権、著作者人格権、プライバシーおよびパブリシティ権および法人の知的財産権を侵害して

いないなど、いかなる権利や所有権がないことを承認したものとします。応募作品は、法律や法令、条例にその他規則に

違反するものであってはなりません。 

応募作品は、本コンテスト応募時に同じ作品を使用することを許可するために必要なすべての権利を得た場合を除いて、 

映画や書籍、画像、グラフィック、音楽、第三者が所有する登録商標や名称、声、肖像の模倣したものや応募者以外の第

三者によるペルソナであってはなりません。ブランド名や商標または企業のロゴマークを含む作品は、失格となります。 

e.応募作品は人間や動物に危害を 身体的危害を含まないものでなければなりません。 

f.  応募者が作成したオリジナル楽曲に限り、作品中に使用することが可能です。(例：応募者が作詞・作曲、演奏したも

の) その他の録音を含むすべての楽曲は失格の対象とします。 

g.応募作品は、音声透かしやアーティストの署名を使用してはいけません。 

h.応募作品は、Hirosaki Apple Design Award 2017デザインコンテストの受賞作品発表時まで応募者がその作品デー

タを保持していなければなりません。 

i. 応募作品の提出時は、コンピューターウイルス、ワーム、破損したファイル、トロイの木馬など、本コンテストおよび本コ

ンテスト公式Webサイトの適切な運営に危害が与えられる可能性があります。そのため、提出時はコンテストの破損した

コードおよび定められた形態以外のコンテンツを含めないようにしてください。 

  

5.知的財産権と賠償について 

すべての応募作品は、応募者の独占的な財産となります。スポンサーおよびプロデューサーは、本コンテストのプロモー

ションおよび非営利目的の一環として、すべての応募作品の画像を使用する権利を有します。応募作品の提出によって、

スポンサーやプロデューサーはロイヤリティフリーですべての応募作品をメディアで世界中に公開する権利を無期限で有



することを承諾したことになります。スポンサーは、応募作品の背景や一部分のカット、色の変更、翻訳、弘前デザインウィ

ークのロゴやテキストの追加、リフレーミングなど（作品の整合性を損なうことなく）修正する権利を有します。 

 スポンサーやプロデューサーは、弘前デザインウィークに関する文書や広報活動において応募作品に大きな変更がある

場合、スポンサーやプロデューサーは該当する応募者に連絡し、同意を得たうえで使用します。 

応募者は本コンテストに参加した時点で、（法的に禁止された場合を除き）受賞者に関する情報（受賞者の氏名など）を通

知および承諾を得ることなく、世界中のメディアでのプロモーション活動に無期限にわたって使用することを許可したことに

なります。  

本コンテスト応募者は、スポンサーおよびプロデューサーがすべての応募作品を使用する義務はなく、非営利目的で使用

する応募作品を決定する裁量権を有することに同意することとします。 

本コンテスト応募者は、他の応募者との応募作品と類似したコンセプトが含まれている場合、両者に通ずるコンセプトを組

み合わせた作品を作成する可能性があることに承諾したものとします。  

また、応募者は応募作品の親和性や類似性に関する、いかなる交渉権も有することはできません。 

  

本コンテストへの応募が完了した時点で、応募者はデザインの独占使用に関する優先交渉権を弘前デザインウィークに

提供することに同意したものとします。この優先交渉権は、本コンテスト終了後６ヶ月間有効とします。 

知的財産権移転の条件については、弘前デザインウィーク・コンソーシアムが、応募者と直接話し合い、協議す

るものとする （応募者は、作品の知的財産権を登録するために、作品に含まれる機密性の高いアイデアを第三

者機関へ開示する可能性があることに承諾したものとします。なお、 応募者が第三者機関へ応募作品に関する機

密情報を開示する場合、提出前に弘前デザインウィークへただちに開示内容よびその範囲を知らせる義務があります。） 

 

6. 免責事項 

各応募者は以下の免責事項について読み、理解したうえで従うようにしてください。 

応募者が保障される提出物やトラブルは以下のとおりです。 

(1) （名誉毀損、プライバシーの侵害、非道徳的な権利の行使などを含む）あらゆる侵害や違反を一切していない場合。

(2)第三者もしくは主催者への財産権や第三者への賠償責任の義務がない場合。 (例：著作権、商標、その他のアイデア

に関する権利など) (3)  訴訟などの審議中の作品ではない、何らかの請求や訴訟の可能性がない、偏見や何らかの悪

影響を与えるものではない、傷つけるものではない、権利やその価値を低下させるものではない場合。 

各応募者は、本契約事項において第三者機関に権利を与えることがないという公式ルールに遵守する権利があることに

理解し、同意したものとします。応募者の承諾前に第三者機関への提出もしくは(応募作品を)担保として契約することはな

いことを理解し、同意したものとします 。 

各応募者は、応募作品のスポンサーによる使用が、自身が署名した契約事項にすべて準拠し、侵害することがないことを

表明します。応募者は、非免責事項に基づく限り、本コンテストの活動や公式ルールへの同意に関する範囲においての

違反や抗議、保証、契約事項、第三者機関からの損害について保証することに同意したものとします。 

 

7. ファイナリストの決定と通知について 

提出された応募作品はスポンサーおよびプロデューサーによって編成される審査員チーム（以下「審査員」と表記）によっ

て審査が行われます。応募作品の審査基準は以下のとおりです。 

  

 

 



審査基準：  

応募作品は、単独の裁量でスポンサーによって選ばれた有資格者によって審査が行われます。スポンサーは虚偽、不適

切な変更、不完全な作品、および連絡先の不備に関して一切の責任を負いません。万が一、ファイナリストと連絡が取れ

ない場合、公式ルールに準拠していない場合、受賞は取り消しとなります。その場合、スポンサーの裁量によって、再度

受賞者を決定し直します。 

万が一、該当する受賞候補者がいない場合、何らかの理由によって受賞を辞退した場合、ファイナリストは失格となり再

度受賞者を決定し直します。なお、本コンテスト主催者は、最終候補者への通知に関して、通知メッセージの紛失、誤送、

送信不可などのトラブルに関して一切の責任を負うものではありません。  

  

8. 賞金 

–グランプリ€ 6,000 ユーロ 

–準グランプリ€ 1,000 ユーロ 

 賞金は譲渡することができません。 

  

9. 一般条件 

主催者は、以下に定義する事項に関する一切の責任を負いません。 

紛失、遅延、不完全、不正確、盗難、目的の誤認、ネットワークサーバーやインターネットサービスプロバイダー (ISP)、ウ

ェブサイト、またはその他の接続ができない、接続が中断された、提出事項の文字化けやファイルの破損、電子データの

未送信や遅延、アクセシビリティやミスコミュニケーション、衛星放送、電話もしくはケーブルのトランスミッションなどの技

術的障害や混線、スクランブル、遅延、もしくは誤送信、コンピューターのハードウェアまたはソフトウェアの誤動作や障

害、故障、その他エラー、各応募作品に関する素材やエントリー時の処理や見直し、受賞作品発表や応募作品の管理に

関連して発生したトラブルやエラー 等 

主催者はまた、ハッキングや電子データの改ざんによる、本コンテストた本コンテスト公式Webサイトおよび関連Webサ

イトの不適切および不正確な情報に対する一切の責任を負いません。 

主催者は、本コンテスト公式Webサイトもしくは本コンテストへの参加や電子ファイルのダウンロードによる障害や損害に

対する一切の責任を負いません。本コンテストおよび公式Webサイトに関するこれらの公式規則に違反している応募者

は、スポンサーやプロデューサーによって、本コンテストへの応募資格を無効とすることができます。 

万が一、ウイルス感染やワーム、バグ、権限のない人物の介入や侵害、もしくは応募作品のデータ破損やその他の原因

など、何らかの理由で本コンテストが予定通りに実行することができないと判断された場合、スポンサーおよびプロデュー

サーの独断でコンテストを中断、変更、もしくは終了することがあります。その場合は、スポンサーおよびプロデューサーの

裁量で、応募資格のない作品を除いたすべての応募作品の中から受賞作品を決定します。 

主催者は、応募者のメールフォルダの容量不足やフィルタリングなどによってメールを受信することができないといった、

一切のトラブルに対する責任を負いません。 

注意: 本コンテストの公式Webサイトに損害を与える、もしくは本コンテストの正常な運営を損なうことを目的とするいか

なる試みは、刑法および民法の違反となります。スポンサーおよびプロデューサーは損害賠償 (弁護士費用を含む) を求

める権利を留保し、法律で認められる最大限の範囲においてその権利を行使します。 

 

 

 



10.情報開示 

本コンテストへの参加により応募者は、本コンテストに携わる各事業団体および事業者（スポンサー、プロデューサーと各

親会社、子会社、関連会社、エージェント、代理店、ライセンサー、実施権者、弁護士、および広告およびプロモーション代

理店のそれぞれの取締役、役員、従業員、エージェント、後継者）へ応募作品が提供されることに同意したものとします。 

また、本コンテストに携わる各事業団体および事業者に対して、本コンテストに関する責任の発生、費用、損失、損害また

は傷害に対するすべての請求へ提供されることに同意したものとします。 (応募作品の損失、応募者もしくはコンテスト関

係者のまたは第三者の備品、財産への損害や傷害、侵害の申し立てに基づくパブリシティ権やプライバシー権、名誉毀

損、プライバシーに関するパブリシティ権、知的財産の違反、および印刷ミスや選考、本コンテストの受賞者の誤った発表

に限らない)。  

スポンサーおよびプロデューサーは、本コンテスト開催の一環としてすべての運送会社および輸送会社、バスやリムジン

会社、制御することはできません。また、これらに関する損傷、費用の発生、事故、遅延、その他不測の事態に対する一

切の責任を負いません。各応募者はさらに、本コンテスト主催者側によって起こった不測の事態に対する一切の責任を保

持することに同意したものとします。また、応募者は本コンテストの主催者に対するクレームや訴訟を含む法的手続きなど

の権利をすべて手放したものとします。 

本コンテスト主催者は、公式ルールの違反、安全性、公平性、本コンテストの実施を妨げようとする試みを含め、本コンテ

ストに関連する応募者の行動に対する一切の責任を負いません。 

 応募者の居住地がオーストラリアもしくはイギリスの場合、本コンテスト公式ルールを無効にするオーストラリアやイギリ

スの法令およびいかなる黙示条件や根拠は、前項に関して適用されることはありません。 

 

11. コンテストの中断 / 内容変更 / 終了 

本コンテストのスポンサーは不測の事態を防ぐよう内部統制を行います。しかし、火災、洪水、伝染病、地震、テロ、紛争、

内乱、何らかの人体に危害を及ぼすこと、ユーティリティやサービス提供の中断、暴動や市民運動、戦争(宣戦布告の有

無を問わない)、テロリストによる脅しや犯行、国や集団による妨害、連邦法や州法、裁判管轄区域の条例、その他スポン

サーの管理する規則(あらゆる「不可抗力」を含む)は、その限りではありません。 

スポンサーは本コンテストの終了、中断、開催内容の変更を行う権利を有します。加えて、スポンサーは単独かつ絶対的

な裁量権を有します。 

(1) 本コンテストの安全かつ正常な開催に差し支える場合、本コンテストは終了、中断および開催内容を変更します。   

 

12. 準拠法 / 責任制限法 

イタリアは、本コンテストより起因するすべての論争に関する独占的な管轄権を有します。いかなる議論や質問は公式ル

ールの構成、正当性、解釈、実施可能かどうかに関わります。また、法選択の規定、法律や条例への抵触、その他の国

の法律を適用する条例を除いて、本コンテストの参加者、スポンサー、プロデューサー、および本コンテストに携わる関連

団体はイタリアの国内法によって決定されます。 

 

13.  ファイナリスト一覧 

ファイナリスト氏名一覧は、2017年４月以降に designboom.comで閲覧することが可能です。 

  

 



14. プライバシーポリシー 

本プライバシーポリシーは 2016年８月３０日現在、designboom.com を利用するすべての方が対象となります。 

応募者の個人情報を取り扱う責任があるという観点から、本プライバシーポリシーでは designboom.com を介して提出さ

れた氏名やメールアドレス等の個人情報のプライバシー保護や管理方法について開示します。 

designboom.comでは、個人情報や個人の権利を何らかの方法で侵害および取引することはありません。

designboom.comの各サービスでは、 主に個人のデータを開示することなく使用することができます。 

designboom.comの登録解除をした場合、登録データは削除されます。登録された個人情報は、designboom.comが提

供する本コンテストやその他に関連するサービスの情報収集や処理においてのみ使用されます。 

本コンテストのスポンサーおよびプロデューサーは販促などの商業目的およびプライベートな目的で個人の連絡先を使用

することはありません。しかし、E メールやダイレクトメールでの広告はこれに限りません。 

  

訪問者のデータに関して 

 

 我々は、Webサイトへの訪問者に関するデータを保持しています。それらのデータは、訪問者が利用するコンピューター

の IPアドレスやサイトへの訪問時間、使用しているブラウザを含みます。なお、訪問者の詳細なデータを第三者が利用す

ることはありません。 

 

個人情報や E メールの登録 

Webサイト利用者が利用登録完了した場合、我々に E メールを送信した場合など、詳細な回答が必要だと判断した場

合、それらの情報は保管されます。詳細な個人情報などは、第三者機関による法的要求がない限り、利用することはあり

ません。 

提出されたデザイン及び作成者の個人情報については、designboom.com および www.lgoledlight.comの利用規約に

記しています。 

作成者の氏名ほか、いかなる個人情報も開示することはありません。 

 

15.  公式ルールの妥当性 

本コンテストにおいて個々の条項が全面的もしくは部分的に無効になった場合、それ以外の条項への妥当性に影響はあ

りません。全面的もしくは部分的に見直した条項は、本コンテスト関係者ができる限り合理的な条項に同意するものとしま

す。 

-万が一、本コンテスト関係者が条項の全面的もしくは部分的な無効を検討した際には、公式ルールの条項および本公式

ルールの趣旨に同意したとみなします。 

条項に関する不作為が発覚した際も同様の対応をします。 

 

http://www.lgoledlight.com/

