
※印の欄は事務局使用覧です

エントリーNo.

フリガナ お名前（ローマ字表記）

お名前

ご住所

楽習フォーラム会員番号

〒

電話番号（ ） ― 
FAX番号（ ） ― 

携帯番号（ ）　 ― 

E-mail　注）PCからのメールが受信できるものに限る

作品タイトル

応募部門
（○をつけてください）

楽習フォーラムフェスタにて応募作品の販売を希望する方は、希望販売価格と販売可能点数をご記入ください。

希望販売価格：　　　　　　　　　　円（税抜）　　　　　　　販売可能点数：　　　　　　　　　点

作品コンセプト（何の日／身に付ける人の立場などもあればお書きください）
（100文字）

作品の主な素材・テクニック・工夫した点・コンセプト

応募用紙 (COSTUME JEWELRY COMPETITION)

素　　材

テクニック

工夫した点

事務局記入欄

※1次審査 ※本審査
合　・　否

応募用紙に必要事項を記入し、裏面に作品写真を貼付し作品と一緒に下記まで郵送ください。
※応募用紙はコピーをとりお手元に保管ください。※複数応募の際はこの用紙をコピーしてお使いください。

郵送先・お問合せ
〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿1-20-8 エビススバルビル６F
株式会社オールアバウトライフワークス内「コスチュームデザイン係」宛
TEL：03-6362-0801　　E-mail：contest@gakusyu-f.jp

※作品写真については応募要項の「作品写真を撮る際の注意」をご覧ください。
応募用紙の裏面に作品の写真を貼り、作品と一緒にお送りください。

ネックレス部門　　・　　ブレスレット部門　　・　　ヘッドアクセサリー部門

※イメージ

テーマ ：ハレの日のビューティーパールジュエリー

ウェディング・パーティ・発表会などの「ハレの日」に身につける
ビューティーパールのコスチュームジュエリー

2016.３.１（火）-４. 22（金）エントリー受付期間
2016.５.６（金）-５. 10（火）作品送付受付期間

募 集 作 品

募 集 部 門 ネックレス部門・ブレスレット部門・ヘッドアクセサリー部門

COMPETITION

あなたの作品を商品化＆市場で販売！
コンペ優秀作品は大手デパートなどと取引実績のあるメーカーと協力し、

バイヤー向け見本市（会場：東京ビックサイト）に出品！

商品化が決まれば、あなたのデザインが市場で販売されます！

応募作品はすべてプランタン銀座で展示！
コンペに応募された作品はすべて、プランタン銀座で行われる

「楽習フォーラムフェスタ」で展示公開されます。

※書類・写真による審査／取捨は行いません。

あなたのデザイン力を試す絶好のチャンス到来 !!

楽習フォーラム会員限定企画

Costume jewelry designer
コスチュームジュエリーデザイナーコンペティション

主　　催   ：   楽習フォーラム／株式会社オールアバウトライフワークス　特別協力   ：   株式会社松若硝子真珠工業所



募集要項

● 応募に関する注意事項
・本審査の作品発送に伴う送料並びに展示に関する保険料は、応募者負担です。
・入賞作品の著作権は、全て主催者に帰属します。著作権とは、出版物、印刷等への掲載権をいいます。
● 個人情報に関する取り扱いについて
＜個人情報の利用目的 ～本コンテスト応募者の個人情報は、以下のために利用します～＞
・本コンテスト審査結果の通知と作品の送付。
・本コンテストに関する確認事項のご連絡。
・ 本コンテスト応募者の氏名・住所などは、主催者が販売、発行する広告、出版物、ホームページ、イベントの展示などに使用することがあります。上記目的のほか、
ご本人の同意を得た範囲内で利用させていただく場合があります。

　＜第三者への開示、提供＞
　本コンテスト応募者の個人情報を、ご本人の同意なく利用目的達成に必要な範囲における業務委託先以外の第三者に開示・提供いたしません。ただし、法律のもと正当に
　請求された場合はこの限りではありません。

■募集テーマ :「ハレの日のビューティーパールジュエリー」
ウェディング、パーティ、発表会など、ハレの日に身に着けたいビューティーパールを使ったコスチュームジュエリーを募集します。

■募集部門
・ ネックレス部門 ・ ブレスレット部門 ・ ヘッドアクセサリー部門（ティアラ・クラウン・ヘッドリース・カチューシャ・ピン・コームなど）

■賞・特典
・最優秀賞（１名）　　副賞：松若硝子真珠工業所との商品化企画にデザイナーとして参加する権利が得られます (※)。
・優秀賞（若干名）　　副賞：楽習フォーラムとのキット化企画にデザイナーとして参加する権利が得られます (※)。
・佳作 ・入選
※各企画の最終形態は応募者・企業双方の打ち合わせにより決定します。受賞時点で、デザインの確定および商品化の確約をするものではありません。

■応募資格
下記3点すべてに該当する方。
１．楽習フォーラム会員であること。
２．作品の返却先が日本国内であること。
３．「COSTUME JEWELRY COMPETITION」のWEBページを閲覧できる環境があること。

■審査基準
ビューティーパールを活かしたデザインであること。実際に身につけて使用できるもの。 ※鑑賞作品としての芸術性は重要ではありません。

■応募点数
何点でも可能。複数部門への応募も可能。

■デザインと制作上の注意事項 以下の事項に反する場合は、落選とします。

＜材料＞
・ビューティーパールが作品全体の 0％以上使用されていること。他の素材はビーズやパーツや異素材（ガラス、樹脂、金属、自然素材、天然石、
アーティフィシャルフラワー、ジュエルパテ、ポリマークレイ、コード類、和の素材、毛糸、そのほか糸など）を組み合わせて使用しても可。
※ただし高価な宝石はコスチュームジュエリーの定義に則さないため使用不可とします。

・留め具などは、コスチュームジュエリーにふさわしい、質の高いものを使用すること。
・手作りしたビーズや留め具など、パーツ自体の完成度についての審査は行いません。

＜デザイン＞
・応募者自身のオリジナルデザインであり、かつ制作物であること（商業キャラクターや意匠権を有するモチーフ等を用いないこと）。
・主に、ビーズの穴に糸、テグス、ワイヤーなどを通して制作したもの。
・セットアイテムの場合は合計3点までとし、下記＜サイズ＞に記す展示スペースに収まるもの。１セットで１点の応募とみなします。
・応募作品は他のコンテストに出品していないものに限ります。但し、展示会、出版で発表されたものは可とします。

＜テクニック＞
・ビーズステッチ、ジュエリークロッシェ、ワイヤーニッティング、ワイヤーワーク、リリアン、編み物、ジュエル DeCoRe、テグスビーズワーク、　
ストリング、マクラメ、チェインメイル、エンブロイダリーなど。複合テクニックも可。ただし必ずビーズを用いること。

・オリジナルテクニックの場合は、その旨を応募用紙に記入すること。

＜サイズ＞
・高さ50㎝×幅30～ 35㎝×奥行15㎝の空間内に展示できる大きさのもの（ネックレススタンドなどで展示します）。

※入選後に注意事項に反すること、並びにその疑いが強いと主催者が判断した場合は落選とします。
※デザイン、著作権の盗用や流用に関する争議は、応募者の責任となります。

■応募の方法と審査の流れ
１. まずはエントリーをお願いします。エントリーは、専用フォーム　http://goo.gl/forms/IDkgLWtwmk　より行ってください。

※フォームをご利用いただけない場合は、件名：「コスチュームジュエリーデザイナーコンペ」とし、本文に会員番号・氏名・メールアドレス・電話番号・
住所・応募部門・応募点数を明記の上、contest@gakusyu-f.jp へメールをお送りください。
エントリー受付期間：2016年３月１日（火）～４月22日（金）

２.  エントリーされた方に、４月４日（月）より順次、エントリー No. をメールでご連絡いたします。
３. 応募用紙にエントリー No. とそのほか必要事項を記入し、作品写真（2 ～ 4 枚程度）を応募用紙の裏面に貼付し、作品と一緒にお送りください。
応募受付期間：2016年５月６日（金）～５月10日（火）

※応募用紙と写真は返却いたしません。
※希望者はプランタン銀座で開催される「楽習フォーラムフェスタ」で応募作品を販売することもできます（プランタン銀座へ販売手数料として、
　売上の35%を納金いただきます）。

■出品料及び送料
出品料 ：作品１点につき5,000円（税込）。※出品料は、いかなる理由においても返金はいたしかねます。
送　料 ： 往復とも応募者負担。

■作品写真を撮る際の注意
１． 写真は作品のみを、はっきりと見えるように撮影してください。作品以外の小物・ディスプレイ・スタイリングは不要です。
２． 下記のAとBの２枚は必ず貼ってください。
　　A：作品の天地がわかる状態１枚
　　B：ボディトルソー又は人物が装着した状態１枚（装着方法が複数ある際は、展示をする時の状態の写真）。
３．ピントは作品に合わせて撮影してください。また写真と実際の作品の色味を近づけるため、昼間の太陽光を使った撮影をお勧めします。
４．写真の裏面に名前を記入してください（万が一、剥がれた場合に必要です）。
５．写真は剥がれないようにしっかりと貼付してください。

■審査について
＜審査方法＞
一次審査：2016年６月１日～６月７日　プランタン銀座で開催される「楽習フォーラムフェスタ」の来場者による人気投票。
本 審 査：2016年７月　　　　　　　　株式会社若松硝子真珠工業所による審査（一次審査の結果を加味）。

■結果発表ついて
2016年７月に「COSTUME JEWELRY COMPETITION2016」WEBページで公表します。また応募者には個別にメールで通知いたします。

このたび楽習フォーラムでは、日頃より技能習得に努められている会員の皆様に、そのデザインとテク
ニックを存分に発揮いただきたく、デパートやアパレルブランドへのコスチュームジュエリーの供給を
手掛ける株式会社 松若硝子真珠工業所と協力のもと、「COSTUME JEWELRY DESIGNER
COMPETITION」を開催するはこびとなりました。
本コンペに出品し、優秀作品として選出された方には、株式会社 松若硝子真珠工業所との打ち合わせを
経て、東京ビッグサイト（東京国際展示場）でのバイヤー向け見本市に作品を出品いただきます。商談
が成立したあかつきには、あなたのデザインしたコスチュームジュエリーが市場にて販売されます。
「商業デザイナー」として、あなたの作品の魅力を広める好機です。ぜひ、奮ってご参加ください！

採用の流れ

COSTUME JEWELRY DESIGNER COMPETITIONとは…

本コンペにエントリー・ご応募ください。応 募

審査・選考

打ち合わせ

見本市出品

商品化・販売

プランタン銀座で開催される「楽習フォーラムフェスタ」の来場者による人気投票（投票者に試着して
いただきます）と、株式会社 松若硝子真珠工業所による現物審査。

株式会社 松若硝子真珠工業所と打ち合わせ後、見本市（下記参照）出品用の作品を制作
（コンペ応募作品とは異なるデザインを求められる可能性もあります）。

2016年秋に開催される、全国のバイヤーが集まる見本市（会場：東京ビックサイト）にて
出品用作品を展示。商品化を希望するバイヤーが、松若硝子真珠工業所と商談を行います。

松若硝子真珠工業所が商品化・量産・販売を行います。

あなたのデザインが店頭に！商業デザイナーデビューのチャンス！

問い合わせ
〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿 1-20-8 エビススバルビル６F
株式会社オールアバウトライフワークス内「コスチュームデザイン」係
● TEL：03-6362-0801 ● E-mail：contest@gakusyu-f.jp



募集要項

● 応募に関する注意事項
・本審査の作品発送に伴う送料並びに展示に関する保険料は、応募者負担です。
・入賞作品の著作権は、全て主催者に帰属します。著作権とは、出版物、印刷等への掲載権をいいます。
● 個人情報に関する取り扱いについて
＜個人情報の利用目的 ～本コンテスト応募者の個人情報は、以下のために利用します～＞
・本コンテスト審査結果の通知と作品の送付。
・本コンテストに関する確認事項のご連絡。
 ・ 本コンテスト応募者の氏名・住所などは、主催者が販売、発行する広告、出版物、ホームページ、イベントの展示などに使用することがあります。上記目的のほか、
ご本人の同意を得た範囲内で利用させていただく場合があります。

　＜第三者への開示、提供＞
　本コンテスト応募者の個人情報を、ご本人の同意なく利用目的達成に必要な範囲における業務委託先以外の第三者に開示・提供いたしません。ただし、法律のもと正当に
　請求された場合はこの限りではありません。

■募集テーマ :「ハレの日のビューティーパールジュエリー」
ウェディング、パーティ、発表会など、ハレの日に身に着けたいビューティーパールを使ったコスチュームジュエリーを募集します。

■募集部門
・ ネックレス部門 ・ ブレスレット部門 ・ ヘッドアクセサリー部門（ティアラ・クラウン・ヘッドリース・カチューシャ・ピン・コームなど）

■賞・特典
・最優秀賞（１名）　　副賞：松若硝子真珠工業所との商品化企画にデザイナーとして参加する権利が得られます (※)。
・優秀賞（若干名）　　副賞：楽習フォーラムとのキット化企画にデザイナーとして参加する権利が得られます (※)。
・佳作 ・入選
※各企画の最終形態は応募者・企業双方の打ち合わせにより決定します。受賞時点で、デザインの確定および商品化の確約をするものではありません。

■応募資格
下記3点すべてに該当する方。
１．楽習フォーラム会員であること。
２．作品の返却先が日本国内であること。
３．「COSTUME JEWELRY COMPETITION」のWEBページを閲覧できる環境があること。

■審査基準
ビューティーパールを活かしたデザインであること。実際に身につけて使用できるもの。 ※鑑賞作品としての芸術性は重要ではありません。

■応募点数
何点でも可能。複数部門への応募も可能。

■デザインと制作上の注意事項 以下の事項に反する場合は、落選とします。

＜材料＞
・ビューティーパールが作品全体の50％以上使用されていること。他の素材はビーズやパーツや異素材（ガラス、樹脂、金属、自然素材、天然石、
アーティフィシャルフラワー、ジュエルパテ、ポリマークレイ、コード類、和の素材、毛糸、そのほか糸など）を組み合わせて使用しても可。
※ただし高価な宝石はコスチュームジュエリーの定義に則さないため使用不可とします。

・留め具などは、コスチュームジュエリーにふさわしい、質の高いものを使用すること。
・手作りしたビーズや留め具など、パーツ自体の完成度についての審査は行いません。

＜デザイン＞
・応募者自身のオリジナルデザインであり、かつ制作物であること（商業キャラクターや意匠権を有するモチーフ等を用いないこと）。
・主に、ビーズの穴に糸、テグス、ワイヤーなどを通して制作したもの。
・セットアイテムの場合は合計3点までとし、下記＜サイズ＞に記す展示スペースに収まるもの。１セットで１点の応募とみなします。
・応募作品は他のコンテストに出品していないものに限ります。但し、展示会、出版で発表されたものは可とします。

＜テクニック＞
・ビーズステッチ、ジュエリークロッシェ、ワイヤーニッティング、ワイヤーワーク、リリアン、編み物、ジュエル DeCoRe、テグスビーズワーク、　
ストリング、マクラメ、チェインメイル、エンブロイダリーなど。複合テクニックも可。ただし必ずビーズを用いること。

・オリジナルテクニックの場合は、その旨を応募用紙に記入すること。

＜サイズ＞
・高さ50㎝×幅30～ 35㎝×奥行15㎝の空間内に展示できる大きさのもの（ネックレススタンドなどで展示します）。

※入選後に注意事項に反すること、並びにその疑いが強いと主催者が判断した場合は落選とします。
※デザイン、著作権の盗用や流用に関する争議は、応募者の責任となります。

■応募の方法と審査の流れ
１.まずはエントリーをお願いします。エントリーは、専用フォーム　http://goo.gl/forms/IDkgLWtwmk　より行ってください。

※フォームをご利用いただけない場合は、件名：「コスチュームジュエリーデザイナーコンペ」とし、本文に会員番号・氏名・メールアドレス・電話番号・
住所・応募部門・応募点数を明記の上、contest@gakusyu-f.jp へメールをお送りください。 
エントリー受付期間：2016年３月１日（火）～４月22日（金）

２.  エントリーされた方に、４月４日（月）より順次、エントリー No. をメールでご連絡いたします。
３. 応募用紙にエントリー No. とそのほか必要事項を記入し、作品写真（2 ～ 4 枚程度）を応募用紙の裏面に貼付し、作品と一緒にお送りください。
応募受付期間：2016年５月６日（金）～５月10日（火）

※応募用紙と写真は返却いたしません。
※希望者はプランタン銀座で開催される「楽習フォーラムフェスタ」で応募作品を販売することもできます（プランタン銀座へ販売手数料として、
売上の35%を納金いただきます）。

■出品料及び送料
出品料 ：作品１点につき5,000円（税込）。※出品料は、いかなる理由においても返金はいたしかねます。
送　料 ： 往復とも応募者負担。

■作品写真を撮る際の注意
１． 写真は作品のみを、はっきりと見えるように撮影してください。作品以外の小物・ディスプレイ・スタイリングは不要です。
２． 下記のAとBの２枚は必ず貼ってください。
　　A：作品の天地がわかる状態１枚
　　B：ボディトルソー又は人物が装着した状態１枚（装着方法が複数ある際は、展示をする時の状態の写真）。
３．ピントは作品に合わせて撮影してください。また写真と実際の作品の色味を近づけるため、昼間の太陽光を使った撮影をお勧めします。
４．写真の裏面に名前を記入してください（万が一、剥がれた場合に必要です）。
５．写真は剥がれないようにしっかりと貼付してください。

■審査について
＜審査方法＞
一次審査：2016年６月１日～６月７日　プランタン銀座で開催される「楽習フォーラムフェスタ」の来場者による人気投票。
本 審 査：2016年７月　　　　　　　　株式会社若松硝子真珠工業所による審査（一次審査の結果を加味）。

■結果発表ついて
2016年７月に「COSTUME JEWELRY COMPETITION2016」WEBページで公表します。また応募者には個別にメールで通知いたします。

このたび楽習フォーラムでは、日頃より技能習得に努められている会員の皆様に、そのデザインとテク
ニックを存分に発揮いただきたく、デパートやアパレルブランドへのコスチュームジュエリーの供給を
手掛ける株式会社 松若硝子真珠工業所と協力のもと、「COSTUME JEWELRY DESIGNER
COMPETITION」を開催するはこびとなりました。
本コンペに出品し、優秀作品として選出された方には、株式会社 松若硝子真珠工業所との打ち合わせを
経て、東京ビッグサイト（東京国際展示場）でのバイヤー向け見本市に作品を出品いただきます。商談
が成立したあかつきには、あなたのデザインしたコスチュームジュエリーが市場にて販売されます。
「商業デザイナー」として、あなたの作品の魅力を広める好機です。ぜひ、奮ってご参加ください！

採用の流れ

COSTUME JEWELRY DESIGNER COMPETITIONとは…

本コンペにエントリー・ご応募ください。応 募

審査・選考

打ち合わせ

見本市出品

商品化・販売

プランタン銀座で開催される「楽習フォーラムフェスタ」の来場者による人気投票（投票者に試着して
いただきます）と、株式会社 松若硝子真珠工業所による現物審査。

株式会社 松若硝子真珠工業所と打ち合わせ後、見本市（下記参照）出品用の作品を制作
（コンペ応募作品とは異なるデザインを求められる可能性もあります）。

2016年秋に開催される、全国のバイヤーが集まる見本市（会場：東京ビックサイト）にて
出品用作品を展示。商品化を希望するバイヤーが、松若硝子真珠工業所と商談を行います。

松若硝子真珠工業所が商品化・量産・販売を行います。

あなたのデザインが店頭に！商業デザイナーデビューのチャンス！

問い合わせ
〒150-0013　東京都渋谷区恵比寿 1-20-8 エビススバルビル６F
株式会社オールアバウトライフワークス内「コスチュームデザイン」係
● TEL：03-6362-0801 ● E-mail：contest@gakusyu-f.jp

http://goo.gl/forms/IDkgLWtwmk



