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Idea Competition

2019

第3回 株式会社三松 アイデア・コンペティション
募集期間：2019月2月15日(金)〜5月9日(木)
※郵送の場合、当日消印有効
表 彰 式：2019年6月7日(金)15:45〜
同時開催 三松スタートアップファクトリーセミナー
時間 13:30〜
場所 アクロス福岡 円形ホール
審査委員長

清須美

匡洋 （九州大学芸術工学部 教授
芸術工学研究院 デザインストラテジー部門
ソーシャル・コミュニケ―ションデザイン）
（九州大学 未来デザイン学センター長）

審査委員

かねこしんぞう
古屋 雄一
山下 ひろみ
田名部 徹朗

（株式会社インデックスプラス 代表取締役）
（株式会社ビームス bPr雑貨バイヤー）
（MoMA Design Store チーフバイヤー）
（株式会社三松 代表取締役社長）

弊社が金属加工メーカーであることを考慮し、
テーマに合った金属を用いる一般生活用具または、
ある
特殊分野における用具を対象としたデザインを求めます。ただし、金属鋳造ではなく、曲げや溶接など
中心とした金属加工による道具であることを条件とします。

テーマ：
「掛ける」
「載せる」
という行為のための金属製品
例えば、
コートを掛けておけるような人と同じ大きさのハンガー。
あるいは、
メガネを掛けるためだけに
使うテーブルに置けるようなハンガー、
スマートフォンなど身の回りのモノを載せるためなど、何かを
「掛ける」
・
「載せる」ためのデザイン・アイデアを募集します。

（1）
プロ部門
（2）一般・学生部門

協賛・後援

各分野に関連する専門家の方。個人、法人を問いません。
一般の方および高専生、専門学校生、短大生、大学生、大学院生の個人またはグループ。

協賛：学校法人双葉学園 福岡デザイン専門学校
株式会社三松 アイデアコンペティション事務局

後援：福岡県産業デザイン協議会
担当：中村
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株式会社三松アイデア・コンペティション募集要項
私ども株式会社三松は、お客様の【夢をカタチに】を実現できる「⼩ロット製造代⾏サービス会
社」として挑戦し続けるべく、⾦属加⼯を⽤いた⽤具デザインのアイデアを広く募集いたします。
１．募集内容
弊社が⾦属加⼯メーカーであることを考慮し、⾦属を⽤いた⼀般⽣活⽤具または、ある特殊分野
における⽤具を対象としたデザインを求めます。ある⽣活シーンに活⽤でき、⽣活にメリハリが
できるような⽤具を求めます。ただし、⾦属鋳物ではなく、曲げや溶接などを中⼼とした⾦属加
⼯による道具であることを条件とします。どのような加⼯技術を⽤いるのか、どのような仕上げ
をするかで印象が変わりますので、⾦属加⼯技術例を参考にして提案してください。
２．募集部⾨
（１）プロ部⾨
各分野に関連する専⾨家の⽅とします。個⼈、法⼈を問いません。
（２）⼀般・学⽣部⾨：
⼀般の⽅および⾼専⽣、専⾨学校⽣、短⼤⽣、⼤学⽣、⼤学院⽣の個⼈またはグループ。
３．応募資格
・⽇本在住の個⼈またはグループで応募することができます。年齢制限はありません
・このコンペティションの関係者、審査員それらの家族の応募、ならびに関係者および審査員の
いずれかとの共同創作はできません。
・応募作品は応募者 1 ⼈もしくは 1 グループにつき 1 点とします。
４．応募⽅法
（１）応募申込書
指定の応募⽤紙をダウンロードの上（郵送を希望の場合は問合せ先までご連絡ください）
、応募
⽤紙に、応募部⾨、作品名（タイトル）
、応募者全員の⽒名、年齢または学年および所属機関、
代表者の連絡先（住所、電話番号、FAX 番号、E-mail アドレス）
、作品の概要やキーワードを⽇
本語で明記してください。
（２）応募作品
・⽤紙 A3 サイズ 2 枚、もしくは A4 サイズ 4 枚までとし、パネルやボードの類は使⽤しないで
ください。
・図⾯や写真、イラスト、CG などを⾃由に⽤いてアイデアをわかりやすくレイアウトし、表現
してください。
・作品中の説明は⽇本語を使⽤してください。

・応募作品は、新たに創作した未発表のものに限ります。未発表とは、主催者による審査結果発
表の時点で「製品化されていないこと」
「新聞・雑誌・展⽰会・ウェブサイト等で公表していな
いこと」を指します。権利確保のための意匠公報への掲載、および本コンペ以外への重複応募は
避けてください。
（３）応募期間
2019 年 2 ⽉ 15 ⽇（⾦）〜5 ⽉ 9 ⽇（⽊）17 時まで。ただし、郵送の場合当⽇消印有効です。
（４）応募先
株式会社三松 アイデアコンペティション事務局
〒818-0013 福岡県筑紫野市岡⽥ 3-10-9
５．審査委員⻑・審査委員＜敬称略、順不同＞
審査委員⻑
清須美 匡洋（九州⼤学芸術⼯学部 教授
芸術⼯学研究院 デザインストラテジー部⾨
ソーシャル・コミュニケ―ションデザイン）
（九州⼤学 未来デザイン学センター⻑）
審査委員
かねこしんぞう（株式会社インデックスプラス 代表）
古屋

雄⼀（株式会社ビームス bPr 雑貨バイヤー）

⼭下

ひろみ（MoMA Design Store チーフバイヤー）

⽥名部 徹朗（株式会社三松 代表取締役社⻑）
６．表彰および発表について
（１）表彰
・最優秀賞 （1 点、副賞 20 万円）
3 部⾨を総合したアイデア・デザインの最優秀者、他の賞との重複授賞はありません。
・プロ部⾨ 優秀賞（1 点、副賞 10 万円）
⼊賞（2 点、副賞各 5 万円）
・⼀般・学⽣部⾨

優秀賞（1 点、副賞 5 万円）

⼊賞（3 点、副賞各 2 万円）
（２）発表について
・結果は 6/7(⾦)アクロス福岡での「三松スタートアップファクトリーセミナー」での表彰式
にて発表します。
・受賞者には弊社からメール（または電話）にて事前にご連絡いたしますので、表彰式への参加
をお願いいたします。
・後⽇、受賞された作品および作者⽒名を当サイトにて発表します。

□作品の保全
応募に際しての作品輸送に伴う損傷、紛失等に関する⼀切は、応募者の責任となります。梱包に
は充分気をつけてください。また必要に応じ保険等の処置を講じてください。
送付された作品が万⼀損傷して到着し制作者が修理できない場合は、事務局で応急修理し、審査
に出品します。作品受理後、主催者はその管理と輸送について万全の注意を払いますが、天災、
その他の不可抗⼒による事故・破損等については責任を負いません。
□作品の返却
応募された作品は返却いたしません。
□失格事項
下記に該当する作品は、審査対象から除外され、あるいは受賞発表後であっても受賞を取り消さ
れることがあります。
・他のコンペで受賞した作品、または受賞が明らかになった作品。
・既発表のデザインと同⼀、もしくは類似したデザインの作品。
・他の著作権、⼯業所有権等の侵害であることが明らかになった作品。
・主催者側が発表および展⽰することを拒否する作品。
・破損等により審査および作品展⽰が不可能な作品。
□広報
受賞作品をはじめ応募された作品の発表および展⽰に関する権利は主催者側に帰属します。した
がって応募者は、かかる発表および展⽰について異議 を述べることはできません。
□諸権利
受賞作品の⼀切の知的財産権は、主催者に帰属します。
また。受賞作品の発表および展⽰に関する権利は、主催者に帰属します。
前記内容に了承いただけない場合は受賞辞退とみなし、その後応募者が被る応募作品に関する⼀
切の不利益事項について補償いたしません。
□個⼈情報の取り扱いについて
当コンペティションにおけるの個⼈情報の保護につきましては、個⼈情報保護法に従って、適正
に取り扱いいたします。応募を通じて提供された個⼈情報は、審査会や受賞通知に関する連絡や
通知のために限り利⽤します。提供していただきました個⼈情報の内容に関し、訂正または削除
を希望される場合は事務局までご連絡ください。

□お問合せ先
株式会社三松 アイデアコンペティション事務局 担当：中村
〒818-0013 福岡県筑紫野市岡⽥ 3-10-9
TEL：092-926-4711（代）
FAX：092-926-2048
E-mail：competition@sanmatsu.com

