
日本弱視斜視学会総会 ロゴデザイン募集要項 

 

募集期間 

2019 年 7 月 12 日（金）～2019 年 9 月 30 日 (月) 10 月 15 日（火）（延長しました）作品提出・応募締

切、必着  

 

賞 

・グランプリデザイン 賞金 10 万円（受賞式にて授与） 

・記念品（2021 年 7 月末までに送付） 

※権利の譲渡対価となります 

※グループでの応募でも賞金額は変わりません 

 

募集内容 

日本弱視斜視学会のロゴデザイン 

・市章・校章・徽章のような用途として、学会名とともに使用する。 

・日本弱視斜視学会の略称は JASA (Japanese Association for Strabismus and Amblyopia) 

・眼科・弱視・斜視・JASA・斜弱・目・瞼・瞳・日本・学術・研究などをデザインとして取り込み、正

方形に収まりやすい形状に仕上げること 

 

主催者からひとこと： 

日本弱視斜視学会 ロゴの募集に当たって 

日本弱視斜視学会は、60 年以上にわたる歴史を持つ学会で、これまで特に弱視・斜視に関する原因、

発見、診断、治療についての研究を支援して参りました。小児の視力および両眼視機能、成人の複視など

の両眼視機能の障害に関する臨床、および基礎研究の発展を目的に発足し、現在まで発展を遂げていま

す。 

わかりやすく説明しますと、斜視とは目の向きが左右で異なり、両眼では立体的にものがみえにくい状

態です。患者さんは片目でものをみています。他人からの見た目としても、視線が合わないために容姿に

コンプレックスを感じている患者さんも多いです。また弱視は視力の成長が止まってしまっている状態

で、小さな子供におきて、一生涯にわたって視力が伸び悩んでしまうのですが、訓練して治療すれば、正

常な視力が得られることがほとんどである病気です。こういった目の病気に関して、どんな病気なのか

をしらべ、治療法を探し、それを知識として広めていくことを支援する団体です。 

会員は眼科医、視能訓練士、その他の視覚に関連する医師や研究者で、会員数は 1,600 名にのぼりま

す。毎年年次総会を行い、研究発表を支援しています。略称は JASA、(Japanese Association for 

Strabismus and Amblyopia)です。 

このたび、日本弱視斜視学会では学会のロゴデザインを公募いたします。市章・校章・徽章のような用

途として、学会を代表するデザインとなるようにお願いいたします。今後公式に学会名とともに使用す

る予定です。眼科・弱視・斜視・JASA・斜弱・目・瞼・瞳・日本・学術・研究などをデザインテーマと

して取り込んでいただくことを希望しています。 



この学会ロゴデザインを、美術を学んでいる学生さんから募集したいと思います。日本弱視斜視学会に

ふさわしい、深い思慮のある芸術的な作品を待ち望んでおります。みなさんの若い作品が、斜視・弱視の

未来をも一緒に広げていくことを願っております。 

日本弱視斜視学会 理事長 佐藤美保 

 

応募条件 

※「日本弱視斜視学会」のために創作した国内外で未発表の作品とする。 

※応募されたデザインに含まれるすべての著作物の著作権（著作権法第 21 条～第 28 条）は日本弱視斜

視学会に譲渡する。 

※著作権（著作権法第 21 条～第 28 条）を譲渡した著作物の著作者人格権（著作権法第 18 条～第 20 条）

を行使しない。 

※主にポスター・告知用フライヤー・総会誌表紙などに利用し、ウェブサイト・封筒・告知用プレゼンテ

ーションなど、形状や色彩を含めた内容修正をする場合があります。 

※全ての応募作品は、応募者名と共に第 77 回日本弱視斜視学会総会会期中（2021 年 7 月 2 日(金)・3 日

(土)）に展示される可能性があります。 

 

投稿規約 

※本コンテストに応募するために投稿するデザインに関し、応募者は、以下各号のいずれかに該当する

内容・表現を含むものを投稿しないものとします。 

1.第三者の著作権並びに商標権等のすべての知的財産権、肖像権及びプロパティ権、その他名誉・信用な

ど一切の権利・権益を侵害するもの。 

2.誹謗中傷、脅迫・恐喝、いやがらせ等、第三者に精神的苦痛を与え、または不利益若しくは経済的損害

を与えるもの。 

3.人種、民族、宗教、信条、門地、性別または年齢等に関する差別表現を含むもの。 

4.第三者の個人情報を含むもの。 

5.法律、命令、処分、その他の規制に反する内容を含む情報の掲載、 

  あるいは違法行為を助長または勧誘するもの。 

6.営利目的と判断しうるもの。 

7.暴力性を含む言葉、写真、イラスト、絵画、その他表現内容を含むもの。 

8.児童ポルノその他猥褻性を有する言葉、写真、イラスト、絵画 その他表現内容を含むもの。 

9.閲覧者が不快と感じうる表現内容、あるいは社会通念上、猥褻文章・図画に該当すると判断しうる表現

内容を含むもの。 

10.選挙運動またはこれに類似する内容及び公職選挙法に抵触する等の内容を含むもの。 

11.その他公序良俗に反することが明らかな表現を含むもの。 

 

制限イラスト・画像及びコメントに該当しないようにするため、投稿に際しては、具体的には、 

特に以下のような点に注意してください。但しこれに限るものではありません。 

※他の著作物等からの模倣をしない。 



※画像・イラストは応募者が作成したオリジナルの画像・イラストに限る。 

※他のサイトに掲載されている画像・イラスト及びコメントを使用しない。 

※雑誌等に掲載されている画像・イラスト及びコメントを使用しない。 

※文章は応募者が作成したオリジナルの文章に限る。 

※写真を利用する場合は、周囲環境、背景に建造物等第三者の権利物が入らないようにする。 

※特定企業の名称、ロゴ、商品等の映りこみを避ける。 

※キャラクター等の露出を避ける(服装含む)。 

※著名人、一般人を問わず、第三者の肖像が入らないようにする。 

※応募デザインでどうしても第三者の肖像や建造物等第三者の権利物を使用する場合は、使用する肖

像の本人や権利を正当に有する権利者本人から必ず応募者が事前に本コンテストでの使用許諾と応

募したデザインの著作物の著作権が第 77 回日本弱視斜視学会総会に譲渡される事の承認を書面で

得た上で投稿する。 

 

保証について 

応募者は、自ら投稿するイラスト・画像及びコメントの投稿行為及び公表に伴う結果につき、自己の責

任と費用をもって単独で責任を負うものとします。また、応募者は、イラスト・画像及びコメントに含ま

れる著作権並びに商標権等のすべての知的財産権、肖像権及びプライバシー権、その他一切の権利を正

当に保有し、当サイトにこれを投稿するために必要なライセンス、権利、同意及び許可を有していること

を確認、表明及び保証します。 

応募に関し、万が一、第三者からの何らかの権利侵害や損害賠償などの苦情、異議申し立て等が 

あった場合、日本弱視斜視学会は一切の責任を負わず、応募者の責任と費用においてすべて対処するも

のとします。 

 

提出物 

●応募用紙（公式ホームページよりダウンロード） 

※応募点数は 1 名 3 点まで、ただし応募用紙 1 枚につき 1 点とする 

※複数名の共同デザインで申し込む場合でも申込者は 1 名とする 

●作品 

※A4 縦サイズで作成し、横幅を 1 辺とする正方形内に作成すること。 

※イレストレーターCS6 以上で作成、イラストレーターデータ(eps または ai)と PDF ファイルで 

メール納品※色彩は自由、ただしモノクロ版も作成すること 

※図・文字の組み合わせ可（ロゴ化や、拡大・縮小の場合も考慮すること） 

※文字のアウトライン化は最小限とする 

※カラー・モノクロ 2 種を提出すること 

参加方法 

提出物を下記提出先までメールにて送付 

 

 



参加資格 

美術大学、デザイン専門学校に締め切り日時点で在学中の学生個人またはグループ 

※グループの場合は全員が在学中の必要があります 

※受賞に当たって在学証明を求めることがあります 

 

参加費 

なし 

 

選考について 

【審査委員長】 

日本弱視斜視学会 理事長 佐藤美保（浜松医科大学 眼科学教授） 

【審査員】 

日本弱視斜視学会 理事会 メインデザイン選考委員会 

 

選考に当たって、応募者に直接ヒアリングを行うことがある 

結果発表 

受賞者に直接通知（2019 年 11 月予定） 

 

受賞作品・受賞者 

・グランプリを受賞したデザインは、日本弱視斜視学会総会のロゴデザインとして使用する。 

・主にポスター・告知用フライヤー・総会誌表紙などに利用し、ウェブサイト・封筒・告知用プレゼンテ

ーションなど、形状や色彩を含めた内容修正をする場合があります。 

・グランプリ受賞者は、2019 年秋に行われる受賞式の写真とコメントを受賞者名(またはグループ名)と

ともにウェブサイトに掲載する。 

・メインデザインへの採用に当たっては、デザインの一部に、変更を要望することがある。 

・グランプリ受賞者には、30 秒程度の動画製作を依頼する可能性がある（対価別途）。 

・応募作品が既存のデザインに極めて酷似していると選考委員会が判断した場合には、選考作品から除

外し、受賞を取り下げることがある。 

著作権の扱い 

・応募されたデザインに含まれるすべての著作物の著作権(著作権法第 21 条～第 28 条)は日本弱視斜視

学会に譲渡 

・著作権(著作権法第 21 条～第 28 条)を譲渡した著作物の著作者人格権(著作権法第 18 条～第 20 条)は

不行使 

・日本弱視斜視学会を代表として商標登録を行う可能性がある。 

※全ての応募作品は、応募者名(グループ名)とともに第 77 回日本弱視斜視学会総会会期中（2021 年 7

月 2 日(金)・3 日(土)）に展示される可能性があります 

主催 

日本弱視斜視学会 



 

提出先・問合先 

E-mail : 77jasa@jtbcom.co.jp 

日本弱視斜視学会総会メインデザイン公募係 

 



取扱注意

提出締切

2019/10/15(火)

（１）提出日

提出日

（２）学校名

学校名

（３）お申込み者連絡先

FAX番号　　　　　　　－　　　　　　－　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＠メールアドレス

デザインコンセプト

（様式１）

令和　　　　　年　　　　　月　　　　　日

日本弱視斜視学会
　ロゴデザイン募集コンペ

都道府県名

〒

住所

応募申込書

フリガナ

お申込み者氏名

郵便番号

フリガナ

　　　　　　　－　　　　　　－　　　　　　

　　  　　－　　　　　　－　　　　　　電話番号

緊急連絡先



（様式１） 取扱注意

提出締切

2019/10/15(火)

（1）承諾書兼誓約書

氏名

㊞

（2）備考

[個人情報の取扱いに関して]
ご記入頂きました個人情報は、本全国大会でのご連絡
及び各種手続きに利用し、それ以外の目的に利用す

ることはございません。

応募者は、自ら投稿するイラスト・画像及びコメントの投稿行為及び公表に伴う結果につき、自己の責任と費用をもって単独で責任を負うものとします。
また、応募者は、イラスト・画像及びコメントに含まれる著作権並びに商標権等のすべての知的財産権、肖像権及びプライバシー権、
その他一切の権利を正当に保有し、当サイトにこれを投稿するために必要なライセンス、権利、同意及び許可を有していることを確認、表明及び保証しま
す。
応募に関し、万が一、第三者からの何らかの権利侵害や損害賠償などの苦情、異議申し立て等があった場合、日本弱視斜視学会は一切の責任を負わず、
応募者の責任と費用においてすべて対処するものとします。

日本弱視斜視学会総会
ロゴデザイン募集コンペ　作品出展にあたっての承諾書兼誓約書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本弱視斜視学会　殿

私は、本学会への作品出展にあたり、下記の応募条件を承諾し、投稿規約を厳守することを、ここに誓約いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

※本コンテストに応募するあたり、以下の応募条件を了承いたします。
■応募条件
1.「日本弱視斜視学会」のために創作した国内外で未発表の作品とする。

２.応募されたデザインに含まれるすべての著作物の著作権(著作権法第21条～第28条)は、
日本弱視斜視学会に譲渡する。

３.著作権(著作権法第21条～第28条)を譲渡した著作物の著作者人格権(著作権法第18条～第20条)を行使しない。

４.主にポスター、封筒、webデザインに転用、またその際に内容を修正する場合もあり。

５.全ての応募作品は、応募者名と共に日本弱視斜視学会総会会期中（2021年7月2日（金）～3日（土））に展示される可能性
あり。

※本コンテストに応募するために投稿する作品に関し、以下各号のいずれかに該当する
　内容・表現を含むものを投稿をいたしません。
■投稿規約
1.第三者の著作権並びに商標権等のすべての知的財産権、肖像権及びプロパティ権、その他
　名誉・信用などの一切の権利・権益を侵害するもの。

2.誹謗中傷、脅迫・恐喝、いやがらせ等、第三者に精神的苦痛を与え、  または不利益若しくは経済的損害を与えるもの。

3.人種、民族、宗教、信条、門地、性別または年齢等に関する差別表現を含むもの。

4.第三者の個人情報を含むもの。

5.法律、命令、処分、その他の規制に反する内容を含む情報の掲載、あるいは違法行為を助長または勧誘するもの。

6.営利目的と判断しうるもの。

7.暴力性を含む言葉、写真、イラスト、絵画、その他表現内容を含むもの。

8.児童ポルノその他猥褻性を有する言葉、写真、イラスト、絵画 その他表現内容を含むもの。

9.閲覧者が不快と感じうる表現内容、あるいは社会通念上、猥褻文章・図画に該当すると判断しうる表現内容を含むもの。

10.選挙運動またはこれに類似する内容及び公職選挙法に抵触する等の内容を含むもの。

11.その他公序良俗に反することが明らかな表現を含むもの。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

日本弱視斜視学会
　ロゴデザイン募集コンペ

承諾書兼誓約書

事務局記入欄

〒541-0056
大阪市中央区久太郎町2-1-25JTBビル7階
TEL：06-4964-8869　FAX：06-4964-8804
日本弱視斜視学会　デザイン公募係

　　令和　　　年　　　月　　　日


