
 

 

 

令 和 4 年 1 1 月 １６日 

 

各 報 道 機 関  御 中  

 

一 般 社 団 法 人 

大学アライアンスやまなし 

 

～山梨大学×山梨県立大学～ 

（一社）大学アライアンスやまなしシンボルマーク募集を開始！ 

 

「一般社団法人大学アライアンスやまなし」は、山梨大学と山梨県立大学が連携し、学びの選

択肢の拡大と学生生活の利便性の向上を目指して令和元年 12月に設立しました。 

また、令和 3年 3月には、文部科学大臣から、全国初の“大学等連携推進法人”に認定され、

これまで以上に大学間連携の枠組みを活用した教育分野での連携事業を推進しています。 

  この度、山梨県における大学間連携や大学と研究機関等との連携により、地域を支える人材

育成やイノベーションの進展に寄与し、地域の発展に資するという、本法人の活動にふさわしく、

親しみやすいシンボルマークを募集します。 

 つきましては、貴報道枠でご紹介いただきたく下記のとおりご案内いたします。 

 

1. 応募資格： 

 どなたでも応募できます。 

 グループでの応募も可能ですが、代表者 1 人が手続きを行ってください。 
 
2. 表   彰： 

 最優秀賞（採用作品） 1 点 副賞 5 万円 

 優 秀 賞         1 点 副賞 1 万円 
 
3. 応募方法・締切：郵送または電子メール／令和 5年 1月 11日（水）午後 5時必着 

※ 提出は「一般社団法人大学アライアンスやまなし事務局」にお願いします。 
 
4. 募集内容等： 別紙の募集要項をご参照ください。 
 
※ 「一般社団法人大学アライアンスやまなし」の詳細については、以下本法人HPをご参照ください。 

「大学アライアンスやまなし」HP：https://university-alliance-yamanashi.jp/ 

「大学アライアンスやまなし for students」HP：https://university-alliance-yamanashi.jp/students/ 

 

 

 

 

 

プレスリリース 

<問い合わせ先> 
一般社団法人 大学アライアンスやまなし事務局 
 
〒400-8510  山梨県甲府市武田 4-4-37 

TEL： 055-220-8197 

Ｅ-mail： alliance@yamanashi.ac.jp 



 

（一社）大学アライアンスやまなしシンボルマーク募集要項 

 

1 趣旨 

山梨県における大学間連携や大学と研究機関等との連携により、地域を支える人 

材育成やイノベーションの進展に寄与し、地域の発展に資するという、一般社団

法人大学アライアンスやまなし（以下「本法人」という。）の活動にふさわしく、

親しみやすいシンボルマークを募集します。 

 

2 募集内容 

大学間や大学と研究機関との連携によるひとづくりの展開、イノベーションの進 

展や地域の発展などがイメージでき、今後の本法人の活動の広がりを感じることの 

できるデザインを求めます。 

応募作品はシンボルマーク（図柄）のみとし、シンボルマーク（図柄）とロゴタ

イプ（文字）を組み合わせたものは応募することはできません。 

採用されたシンボルマークは、本法人のホームページ上での利用、本法人が主 

催・共催・後援などをするイベント周知のためのポスター等での活用、本法人が使

用する名刺や封筒などへの印刷を予定しています。 

 

3 応募要件 

(1)  応募資格 

・どなたでも応募できます。 

・グループでの応募も可能です。その場合は代表者 1人を決め、その方が応募手 

続きを行ってください。 

(2)  応募点数 

1人（1グループ）何点でも応募可とします。 

 

4 応募締切 

   令和 5年 1月 11日（水）午後 5時必着 

 

5 応募作品の規格 

(1)  手描き、デジタルデータいずれの応募も可能です。 

(2)    デジタルデータで応募される場合は、作品の容量は 5MB以内、解像度は 

350dpi程度とし、保存形式は JPEG、GIF又は PNGとしてください。 

当該デジタルデータは、採用作品が発表になるまで保管してください。 

(3)  色数の指定はありません。ただし、白黒（又は単色）での使用、縦横 1cm程度 

に縮小しての使用も念頭に入れたデザインとしてください。 

 

6 作品の提出 

所定の応募用紙を本法人のホームページからダウンロードし、必要事項を漏れな 

く記入のうえ、応募作品と併せてお送りください。 

複数の作品を応募される場合には、作品ごとに応募用紙を作成し、応募作品との

対応を明確にしてお送りください。 

(1)  郵送での応募 

応募用紙を、11に記載の応募先へ郵送してください。 

なお、デジタルデータで応募される場合には、応募用紙の「1 図案」欄は記

入不要です。電子媒体（CD-R 等）に作品のデータを保存し、応募用紙とともに



 

お送りください。 

封筒の表面に赤字で【シンボルマーク応募書類在中】と記載してくださ

い。 

 

(2)  電子メールでの応募 

件名を【シンボルマークの応募】として、応募用紙と応募作品のデータを

添付して、下記応募先のメールアドレスまでお送りください。 

応募作品が複数の場合にも、1 件にまとめてお送りいただいて差し支えありま

せん。 

 

7 選考方法 

造形・デザインに関する専門知識を有する者及び本法人の参加法人会員の関 

係者で構成される「シンボルマーク候補作品選定委員会」において候補作品を 

選定し、その中から本法人の理事会において採用作品を決定します。 

 

8 選考結果の発表・表彰 

(1)  結果発表 

採用作品の応募者には直接通知するほか、審査結果を本法人のホームページな

どで発表します。 

(2)  表彰 

・最優秀賞（採用作品）1 点 副賞 5万円 

・優 秀 賞      1 点 副賞 1万円 

 

9 個人情報の取扱い 

応募に際して取得することになる個人情報は、本事業に係る事務以外には使用 

いたしません。 

ただし、採用作品並びに採用作品に係る応募者の氏名（グループでの応募の場

合はグループ名及び代表者の氏名）、住所（市町村名まで）、職業（会社名又は

学校名・学年等）及びデザインの意図（デザインに込めた思い）は、報道や本法

人のホームページ上で公表させていただきます。 

 

10 注意事項 

(1)  今後、本法人に加入する会員（大学・短期大学などの高等教育機関、研究機関、

地方公共団体等）の数が増加しても、支障のないデザインとしてください。 

(2)  応募に係る費用は応募者の負担とします。また、応募作品（デジタルデータを

保存した電子媒体（CD-R等）を含む）は返却いたしません。 

(3)  応募作品は、未発表のオリジナルの作品とし、第三者の著作権や商標権等の権

利を侵害しないものとします。 

(4)  応募に伴い、応募者間又は応募者と第三者との間において問題が生じた場合、

本法人は一切の責任を負いません。  

(5)  受賞作品が他者の権利を侵害することが判明した場合、その他本募集要項に違

反する事実が認められた場合は、結果発表後においても受賞を取り消すものとし

ます。 

また、他者の権利を侵害するおそれがあると認められる場合も、受賞（採用）

を取り消すことがあります。 

 上記のいずれの場合にも、贈呈した賞状及び副賞は返還していただきます。 



 

(6)  前項に記載する受賞の取り消しに伴い、応募者が受けた損失等に対して、本法

人は一切の責任を負いません。 

(7)  最優秀作品をシンボルマークとして採用しますが、制作者の了承を得たうえで、 

一部デザインの改変を行うことがあります。 

(8)  採用作品に関する著作権（著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）第 27 条及び第

28 条に規定する権利を含む）その他一切の権利は、本法人に帰属することとし

ます。また、採用作品の制作者は、採用作品について、著作者人格権を行使しな

いものとします。 

(9)  応募者は、採用作品を本法人が商標出願及び登録を行うことを認めるものとし

ます。また、応募者は採用作品を商標出願しないこととします。 

(10) 受付及び不採用の通知は行いません。また、選考過程に関する問い合わせに

は、一切応じられません。 

(11) 本要項に定めのない事項については、本法人の判断により決定します。 

 

11 応募先・お問い合わせ先 

一般社団法人大学アライアンスやまなし 

〒400-8510 山梨県甲府市武田 4-4-37  

℡055-220-8197 

（お問い合わせ：午前 9時から午後 5時まで（12月 29日～1月 3日、土・日・ 

祝日を除く）） 

電子メール：alliance-symbol@yamanashi-ken.ac.jp 

ホームページ：https://university-alliance-yamanashi.jp/  

（法人概要をご覧いただけます） 

  
https://university-alliance-yamanashi.jp/students/  

（授業風景や学生の声をご覧いただけます） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（一社）大学アライアンスやまなし シンボルマーク 応募用紙 
 

1 図案（手書きの場合には、枠から 5㎜程度内側に収めてください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 デザインの意図（デザインに込めた思い）（150字程度で記載してください。） 

 

 

 

 

 

 

3 応募者に関する情報 

（１）お名前（ふりがな） （グループで応募の場合は、グループ名及び代表者氏名）                          

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿     ＿＿ 

（２）ご住所（グループで応募の場合は、代表者のご住所（以下同じ）） 

〒   －    

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿     ＿ 

（３）職業（会社名又は学校名・学年等） 

 

＿＿＿＿＿＿    ＿＿＿＿＿   ＿＿＿＿＿ ＿  ＿＿＿＿＿  ＿＿＿＿＿＿ 
 

（４）電話番号（日中連絡がとれる番号） メールアドレス（"---@yamanashi-ken.ac.jp" からの受信を可

能にしてください。） 

 

  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿   ＿＿＿＿＿ ＿  ＿＿＿＿      ＿  

 

 

 

 

 

 
   

 

※メールでご提出いただく場合は、署名欄に応募者名（代表者名）にご入力ください。採用された際に自筆でご署名をいただきます。 

 

 

 

 

私の作品が入賞した場合、著作権、商標権その他一切の権利は、 

一般社団法人大学アライアンスやまなしに譲渡することを承諾します。 
 

                   日付     年    月    日  

 

署名（自筆）              
 

 



（一社）大学アライアンスやまなし

応募資格 ： どなたでも応募可

シンボルマーク

募集！

“学生ファースト”をコンセプトに、山梨大学と山梨県立大学が会員となって、
学びの選択肢の拡大と学生生活の利便性の向上を目指して設立された一般
社団法人です。
今後は、他大学や研究機関との連携も視野に、教育・研究等の分野において
活動を広げていきます。

大学アライアンスやまなし とは？

応募締切 ： 令和5年1月11日（水）17時必着

応募方法 ： 郵送またはメール

◆ 応募・お問い合わせ先

〒400-8510  山梨県甲府市武田4-4-37

一般社団法人大学アライアンスやまなし

☎ 055-220-8197 【9:00～17:00 ※12/29～1/3、土・日・祝日を除く】

✉ alliance-symbol@yamanashi-ken.ac.jp

HP（学生サイト） https://university-alliance-yamanashi.jp/students/

HP（法人サイト） HP（学生サイト）

５万円最優秀賞 1点 副賞

１万円優秀賞 1点 副賞

HP（法人サイト） https://university-alliance-yamanashi.jp/


