
English 日本語
C A L L - F O R - E N T R I E S

designboom in collaboration with Hirosaki Design Week and Japan Design Week

Participation is open to professionals, students and design enthusiasts from every country in the

world and only to individuals who have reached the age of secondary school student.

Free registration required.

Information on how to enter and prizes form part of the Official Rules, please read them carefully

before entering. Below we summarize the most important steps.

募集案内
designbooom、HIROSAKI DESIGN WEEKとJAPAN DESIGN WEEKのコラボレーションプロジェクト。プ
ロ、学生、デザイン愛好家など、世界各国から個人や団体での参加が可能です。
エントリーには無料のユーザー登録が必要です。
エントリー方法や賞金についてなどの公式ルールは、エントリー前に必ずお読み下さい。 以
下、応募ステップになります。

01) Theme : APPLE 01) テーマ : りんご

02) - Background

The city of Hirosaki is located in the Aomori prefecture of northern Japan, and is renowned for its

status as the largest producer of apples in the country. In order to promote this unique

characteristic, the public is invited to develop creative expressions related to the theme of 'apple'.

The subject can be interpreted through various mediums, including film, graphics, products, space

design, and architectural concepts. Submissions should express Hirosaki's apple production in

novel and innovative ways, and should aim to communicate the essence of 'apple' as it relates to

the landscape, local life, and city as a whole.

02) テーマの由来
日本北部に位置する青森県弘前市は、国内最大のリンゴ産地として知られています。このユニー
クな特徴を世界へさらにPRするために、「APPLE」というテーマに関連した創造的なアイデアを
募集します。映像、グラフィック、製品、スペースデザイン、建築コンセプトなど、様々な媒体
を通じて表現することができます。応募作品は、景観、地元の生活、都市全体に関連させ、弘前
のりんごを斬新で革新的な方法で表現しその本質を伝えて下さい。

03) - Prize

- GRAND PRIX award € 6,000 euro

- Second prize € 1,000 euro

03) 賞金
- グランプリ 6,000ユーロ（約75万円）
- セミグランプリ 1,000ユーロ （約13万円）

05) - Jury

- Toyo Ito, architect, president of the jury

additional jury members will be revealed soon

05) 審査員
審査委員長：伊東豊雄（建築家）
その他の審査員は後日公開

06) - Registration and Submission deadline

Application registration will be accepted by 23:59(GMT), Sept. 30, 2017.

Registration is open now, please fill in the form.

Teams should register with one name only - when submitting Works, you should add all team

members' names.

REGISTER HERE

05) 登録と提出期限
作品応募は、2017年9月30日23:59まで受付けます。
ユーザー登録は既に公開されていますので、必要事項をフォームにご入力下さい。
チームで応募される方々は、代表者の方１名の名前で登録する必要があり、また作品を提出する
際は、メンバーの名前をすべて入力する必要があります。

09) - Announcement of the Results

Results will be announced early or middle of October 2017

09）結果発表
結果は2017年10月初旬から中旬に発表される予定です

10) - Intellectual Property Rights

Any moral and paternity right regarding the project sent in for submission is the designer’s

property.

However,

by submitting a design in the competition, the participant agrees to provide Hirosaki Design Week

Consortium with the right of first refusal to the exclusive use of the design. this option is valid for 6

(six) months after the end of the competition.

In the event that Hirosaki Design Week Consortium exercises the option to use the rights for

production on an exclusive basis and sine die (without time limitations),

And

by participating in the competition, all the participants authorize designboom and Hirosaki Design

Week Consortium to publish and exhibit all the designs (including project data submitted) –

waiving compensation – at exhibitions and events and/or to use them in any publications and

communications that designboom and Hirosaki Design Week Consortiummay deem suitable

and/or necessary. In any cases, each time the creation is used, they must refer to the competition

they originate from. designboom and Hirosaki Design Week Consortium will credit the designer’s

name to properly attribute authorship of work to promote the author adequately. designboom, LG

Display will have the right to apply minor change amendments without damaging the integrity of

the artwork – e.g. add the Hirosaki Design Week logo and text, reframing, translation, changing

colors, cutting the background or parts of it.

10） - 知的財産権
提出されたプロジェクトに関する内容や著作者の権利は、応募者に帰属します。

ただし、ご応募頂いた作品が商品化などされる場合、6カ月間はアワードの主催者である、弘前
デザインウィークコンソーシアムが交渉権を持ちます。

入賞作品は弘前デザインウィークのイベント展示、Webサイト、告知媒体などで公表されること
が前提となります。また、入賞作品は、今後の弘前市のイベントやPR活動に使用させて頂く場合
があり、その場合の費用はかからないものとします。その際デザインの一部を加工・編集する場
合があります。
例）弘前デザインウィークのロゴとテキストの追加、再構成、翻訳、色の変更、背景やその一部
の切り取り作業など

11) - Info on Hirosaki Design Week

http://www.city.hirosaki.aomori.jp/hdw/

11) Hirosaki Design Weekの情報
http://www.city.hirosaki.aomori.jp/hdw/

07) - Submit Your Entry

There is no limit on the number of entries per person. If you are entering more than one Entry,

please submit each Work separately. Images and text must be in digital format. Entries will NOT

be accepted via physical delivery.

 

a. How many image files can I upload?

The Work may be produced in any medium but must be submitted as low res JPEG (JPG) or GIF

format.

Up to 8 images can be uploaded (either single or composition images).

All digital image files must be

- 500 KB or smaller (a low-res version of your original Work).

- must be of exact width of 818 pixels / 72 dpi,

- RGB color mode.

- Video upload is not mandatory.

 The voluntary addition of up to 2 video files should be uploaded as either vimeo or youtube

format. then, the link of each video should be pasted in the proper field of the submission form.

 

b. Explanation

Please provide a brief description of your design. english text only.

 

c. You will be requested to accept the Competition Guidelines and Official Rules

Prior to submitting your Work(s), and you will be asked to agree to the Competition Guidelines. By

clicking on the Submission upload button you notify that you have read and understand the terms

and conditions, AND BY PARTICIPATING IN THE CONTEST, YOU AGREE TO BE BOUND BY

THE OFFICIAL RULES, WHICH CREATE A CONTRACT BETWEEN YOU AND THE SPONSOR.

 

Please read them carefully. Below is only a short topic excerpt, in which we remind you that

- the Work may not use any watermarks or artist signatures;

- submitted Work must be original work by the applicant himself/herself.

Except for materials that are in the public domain, each Submission, in its entirety, must be a

single work of original material created by the Entrant, or for which Entrant has all rights required

to comply with these Official Rules.

- the Work must not be offensive, defamatory, harmful, vulgar, excessively violent, and racially,

ethnically or otherwise objectionable.

- it is important that you keep your design(s) confidential until the results of the Contest are

published.

 SUBMIT YOUR ENTRY HERE

07) 作品エントリー
1人あたりのエントリー数に上限はありません。複数エントリーする場合は、それぞれの作品を
別々に提出して下さい。 画像とテキストは、デジタル形式でなければなりません。 また、書類
配達でのエントリー受付けておりません。

a. 画像ファイルはいくつアップロードできますか？
作品はどのような手法でも作成できますが、低解像度JPEG（JPG）またはGIF形式で提出する必要
があります。
最大8枚の画像をアップロードすることが可能です。（1枚または合成画像）。
すべての画像ファイルは以下に設定の上ご提出下さい。
- 500 KB以下（オリジナル作品の低解像度データ）
- 横幅818ピクセル／72 dpi
- RGBカラーモード
- 映像はデータのアップロードは必須ではありません
ビデオファイルを提出する場合は、vimeoまたはyoutubeのどちらかにアップロードし、URLリン
クを提出する必要があります。

b. 説明文
作品の説明を簡潔に入力してください。英文のみ受け付けております。
 
c. 当アワードのガイドラインと公式ルールに同意することが求められます。
作品を提出する前に、当アワードのガイドラインに同意するよう求められます。Submission
upload button（作品アップロードボタン）をクリックすることにより、利用規約を読み理解し
たことを通知し、あなたとスポンサーの間で契約を結ぶ公式ルールに同意した上で、コンテスト
に参加することを意味します。

以下、注意してお読みください。
- 作品はウォーターマーク（透かし）やアーティストの署名を使用しないこと
- 応募作品は、本人自身のオリジナル作品であること
各提出物は、応募者が作成したオリジナル作品でなければならず、パブリックドメインの素材を
使用した作品の制作はできません。これらの公式ルールを遵守するために必要なすべての権利を
持っていなければなりません。
- 作品は攻撃的、名誉毀損的、有害、下品、過度に暴力的、人種的、民族的など、不快なもので
あってはならない。
- アワードの結果が公開されるまでは、デザインを秘密にしておくことが重要です。


