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[北信地区限定] 地域デザイナー発掘プロジェクト 

 「第 20 回長野しんきんビジネスフェア 2023」ポスターデザインコンテスト 

 

 

 

1. 主旨 

「第 20 回長野しんきんビジネスフェア 2023」のポスター及びパンフレットの表紙を 

飾るデザインをコンペ方式で選出し表彰します。  

 

2. 開催目的 

（1） 地域経済の活性化をデザインできる逸材（地域デザイナー）を発掘し、地域経済活

性化事業への取組みを推進する。 

（2） 長野信用金庫創立 100 周年イヤーに開催する「第 20 回長野しんきんビジネスフェ

ア 2023」を広く周知し、同フェアのブース出展企業数、参加企業数、商談件数の増

加に繋げる。 

   

3. コンテストの概要 

（1）テーマ 

「第 20回長野しんきんビジネスフェア 2023」 

    長野しんきんビジネスフェアの概要については、長野信用金庫ホームページを参 

照ください。 

 

（2）応募期間 

令和 4 年 6 月 15 日（水）～9 月 30 日（金） 

 

（3）参加資格 

① 北信地区で事業を営んでいる中小企業基本法によるところの小規模事業者。㊟1 

もしくは北信地区での創業を考えている北信地区在住のフリーランス、会社員、

学生（高校生以上）、主婦。（長野信用金庫の取引先か否かは不問） 

② 「応募条件・権利規定および応募に関する諸注意」に同意する方 

③ 反社会的勢力（準ずるものを含む）でない方 

※上記①②③すべてに該当する必要があります。1項目でも該当しない場合には参 

加申込みは無効となります。 

 

   ㊟1…小規模事業者。製造業、建設業、運輸業の場合、常時使用する従業員数 20名以下。卸売業、サービス業 

小売業の場合、常時使用する従業員数 5名以下。 

 

 

集 要

綱 

項 募 



2 

 

（4）募集内容 

テーマに沿った未発表かつ独自の作品。 

ＣＧ、イラスト、写真など表現方法は自由です。キャッチコピーの記載はあっても

なくても良いです。 ただし、つぎのフレーズを表記してください。（字体は自由） 

 

・第 20回長野しんきんビジネスフェア 2023 

・2023 年５月 10 日（水）10：00～17：00 

・会場：ビッグハット／入場無料 

 

※完成デザインに［主催］［共催］［開催協力金融機関］［後援団体］［長野信用金庫のロゴ］［長 

野信用金庫の創立 100周年ロゴ］が追加記載されます。 

 

（5）参加費 

無料 

（6）選考基準 

① 理解力 

長野しんきんビジネスフェアの開催目的、主旨についての理解力。 

② メッセージ力 

長野しんきんビジネスフェアの魅力、ブランド力を表現するメッセージ力。 

③ デザイン力 

長野しんきんビジネスフェアのブランド向上に繋がるデザイン力。 

 

（7）スケジュールと全体の流れ 

 

 日程 備考 

一次締め切り R4.8.31（水） 
コンテスト参加申込申請書を、作品の出品

の前に事前に郵送にて受付します。 

最終締め切り R4.9.30（金） 
作品、コンセプト説明文をギガファイル便

にて受付します。 

選考会（非公開） R4.10.20（木） 
選考委員の協議により各表彰者を決定し

ます。 

選考結果発表 R4.10.28（金） 
ホームページ、プレスリリースにて発表し

ます。 

表彰式 R4.11.18（金） 
表彰状、目録の授与。メディア取材が想定

されます。 

「第 20 回長野しん

きんビジネスフェア

2023」での紹介 

R5.5.10（水） 

ビジネスフェア会場（ビッグハット）にて、

各表彰者を紹介するセレモニーを予定し

ています。 
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（8）参加方法 

① 参加申込みについての説明会は予定しておりません。 

② 提出方法 

ア． 作品を提出する前に、コンテスト参加申込申請書類を事前に郵送にて

提出してください。 

※長野信用金庫ホームページから「コンテスト参加申込申請書」をダウンロード 

し必要事項を記載ください。 

[一次締め切り] 提出期限 令和 4 年 8 月 31 日（水） 

                   ※31 日消印有効 

イ． 作品（A3 サイズのシート PDF 形式）、コンセプト説明文を株式会社ギ

ガファイルのＧｉｇａＦｉｌｅ（ギガファイル）便にて提出してくだ

さい。 

※事前に長野信用金庫メールアドレスが参加申込者に通知されますの 

で、ファイルアップロード後に表示される URL を長野信用金庫宛 

に送付してください。 

[最終締め切り] 提出期限 令和 4 年 9 月 30 日（金） 

 

③ 一人あたりの申込み点数に制限はありません。何作でも可能です。 

 

（9）提出物 

【一次締め切り時】 

① コンテスト参加申込申請書 

事業所名、代表者名、事業所所在地、事業概要他必要事項の記載 

② 顔写真付きの本人確認書類の写し（運転免許証、パスポート等） 

【最終締め切り時】 

③ Ａ3サイズのシート１枚（コンペデザイン） 

④ コンセプト説明文（様式、文字数問わず） 

※①②③④すべてが提出されている必要があります。1 項目でも該当しない場合に 

は参加申込みは無効となります。 

 

（10）表彰 

① グランプリ（採用） 賞金 30 万円 

          副賞 1 年間のビジネスパートナーとして、長野信用金庫 

             からのデザインの発注を最低 1 回は受ける権利 

② 特別賞［一般部門］ 賞金 10 万円 

③ 特別賞［学生部門］ 賞金 10 万円 

②③は複数受賞もありますが、対象となる作品がない場合には「該当者なし」と

なる場合もあります。 
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（11）選考委員（非公開） 

① 主催者長野信用金庫が選考委員を選定しますが、選考委員の公表は行いません。 

② 選考会を開催し受賞作品を決定しますが、選考会は非公開であり選定方法など

選考過程に関する一切のお問い合わせについては受付しておりません。 

 

（12）応募条件・権利規定および応募に関する諸注意 

本要項 5 ページの別途記載文を参照ください。 

 

（13）主催、協力、後援 

［主催］長野信用金庫 

［協力］INPIT 長野県知財総合支援窓口 

株式会社エープラス・コミュニケーション 

 

（14）結果発表日 

令和 4 年 10 月 28 日（金） 

 

（15）提出先、お問い合わせ先（事務局） 

 

郵便番号 〒380-8686   住所 長野市居町 133-1 

長野信用金庫 地域みらい応援部「『第 20 回長野しんきんビジネスフェア 2023』 

ポスターデザインコンテスト」事務局 

TEL 026-228-0221（代表） 平日（月～金）9：00～17：00 土日、祝日を除く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

応募条件・権利規定および応募に関する諸注意（同意事項） 

 

① 応募作品は、応募者自身のオリジナルであり国内外で自作未発表のものに限ります。 

② 応募にあたっては、必要に応じて応募者自身で権利保護等の措置を講じてください。 

③ 他のコンテストへの二重応募は認められておりません。また、主催者長野信用金庫の

同意なしに他に公表はできません。 

④ 提出いただいた資料は原則返却されません。 

⑤ 作品制作および送付における費用はすべて応募者の負担となります。また、送付時に

破損が発生しても主催者は一切の責任を負いません。 

⑥ 募集要項に記載されている事項以外について取り決める必要が生じた場合には、主催

者長野信用金庫の判断により決定します。 

受賞作品については、知的財産権等の権利（著作権法第 27条および第 28条の権利

を含む）は主催者長野信用金庫に帰属するものとし、応募者は著作者人格権を行使し

ないものとします。 

受賞作品以外の応募作品については、知的財産権等の権利は応募者に帰属します。 

ただし、応募者は主催者長野信用金庫が当コンテストに関連する目的のために、応

募作品を複製、公衆送信、発表、展示等により無償で利用することを承諾することと

します。 

⑦ 公序良俗その他法令の定めに反するもの、誹謗中傷を含むもの、著作権その他第三者

の権利を侵害しているものは選考の対象外となります。また、受賞発表後であっても、

これらの条件に反していることが判明した場合、受賞が取り消されます。 

⑧ 反社会的勢力の活動を助長する行為が判明した場合、選考の対象外となります。受賞

発表後の判明した場合であっても、受賞は催告なしに取り消されます。また、その場

合に生ずる損害についての主催者からの賠償は一切行われないものとします。 

⑨ 受賞作品については、主催者長野信用金庫が「第 20 回長野しんきんビジネスフェア

2023」会場や長野信用金庫ホームページ、主催者長野信用金庫が発行する媒体にて発

表します。また、主催者長野信用金庫はマスコミに対しプレスリリース等により受賞

情報を提供します。 

⑩ 賞金については、源泉所得税、復興特別所得税等の税金を控除した金額が支払われま

す。 

⑪ 個人情報は、応募作品の受付や問合わせ、選考の結果通知、書類・作品の返却、その

他コンテストの業務に必要となる事項に限定し利用されます。原則として、法令の規

定に基づく場合を除き、本人の承諾なしに、それ以外の目的で個人情報の利用または

第三者に提供はされません。 

 

 

 


