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グラパショー2020

【募集要項】

あなたの自慢の仕事をプレゼンテーションしてください！
　時代によりデザインの役割や意義は変化しております。今回のグラパ賞は広く一般の方にデザイン
のもつ効果や価値を知ってもらうためにも、作品至上主義ではなく、その作品の生まれたプロセス
や意義をプレゼンテーションしていただきます。イベント名も「グラパ賞」から「グラパショー
（Graphic Designer’s Power Show）」に変更し、オンラインを利用した公開プレゼンテーション
を開催。広く開かれたイベントとして生まれ変わります。
　さらに学生も応募できるよう応募資格を広げ、プロのデザイナーと同じ土俵で競い合うことができ
るようになりました。これからの時代を担う若手デザイナーの育成やデザイン業界の活性化を担って
いきたいと思います。
　そこで募集要項も一新。カテゴリーに関係なくこの３年間（2017年12月-2020年12月）に制作さ
れた仕事 1 点（同一プロジェクト内での複数のアプリケーション含む）を B1 サイズのポスターで紹
介してください。審査もデザイナーだけでなく一般の方の人気投票も考慮して賞を決めていきたいと
存じます。作品のプレゼンテーションを通じて県内デザイナーの技術の研鑽、地域産業の活性化
に貢献して行ければと考えます。ぜひ、たくさんのご応募をお待ちしております。

応募カテゴリー

一般部門

クライアントワークを中心とした作
品。１作品もしくは１プロジェクト作
品を B1サイズのポスターにレイアウ
トして応募できます。

学生部門

卒業制作や学校の課題、自主制作な
ど１作品をコンセプト等含め分かりや
すく効果的にB1サイズのポスターに
レイアウトしてください。

チャリティ応募作品や自身のプロジェ
クト作品などコンセプトの明確な作
品に限ります。（絵画等アート性のみ
の作品は該当しません）

自主制作部門

※カテゴリーに関係なくこの３年間（2017年12月-2020年12月）に制作された作品とします。
※他の作品賞などに応募した作品であっても可能です。

静岡県在住のデザイナー（AD、CD含む代
表者）、静岡県内の大学・専門学校生。

JAGDA静岡のホームページから参加登録をし
てください。
登録は作品応募前までにお願いします。
※参加登録は作品内容を掌握するために事前
に登録いただくもので、作品搬入時点で内容変
更いただくことは可能です。
JAGDA 静岡ホームページ　
http://grapower.org/

過去３年間（2017年12月 ~2020年12月）に
制作された作品の中から１作品または１プロ
ジェクトを１枚の B1ポスターサイズに効果的
にレイアウト、コンセプトなど記入してご応募
ください。（複数枚応募可能）

作品サイズ B1判・縦型（タテ 1030mm×
ヨコ728mm）ポスター
応募作品見本・作品カード（以下サイトからダ
ウンロード）
http://grapower.org/

応募作品データ
※B１サイズのポスターを A4サイズに縮小し  
（カラーモード CMYK・解像度 350dpi）を
Jpegデータに変換し（１作品10MB以内）、以
下のメールアドレスに送付ください。
E-mail:kaz_k@gray.plala.or.jp

※B1サイズのポスターになることを考慮し、効
果的にレイアウトしてください。必要に応じて作
品コンセプトや写真のキャプション等を入れて
ください（背景は白地としてください）。
※キャンペーンやシリーズ作品など同一プロ
ジェクトであれば、複数作品も１作品として扱い
ます。
※パッケージやサイン・看板などの立体物は写
真撮影して効果的に表現してください。
※パネル貼りや額装は不要です。B1サイズに裁
ち落として折らずに配送してください。

※競合コンペでの不採用やプレゼンテーション
作品は不可です。
※静岡県在住のデザイナーが制作したものであ
れば、県外で使用された作品でも結構です。
※出品者は制作スタッフの代表者とします。
※応募規定または本審査会趣旨にそぐわない
内容の場合、修正を求めるかお断りする場合が
あります。
※不明な点は、下記搬入先担当者（小杉）まで
メールでお問い合わせください。

2020年12月１日～12月25日まで

JAGDA静岡ホームページより、作品カードをダ
ウンロードして必要事項をご入力ください。
作品カードはプリント出力した応募作品（B1）
裏面右下に貼付し下記応募先に郵送または宅
配便等で発送してください。

〒434-0012 静岡県浜松市浜北区中瀬
2645-15 デザインファーム小杉　　　
TEL:053-588-5820
担当／ JAGDA 静岡代表幹事　小杉和己　
E-mail:kaz_k@gray.plala.or.jp

●静岡グラパ賞グランプリ１点（全ての
ジャンルから1点選出）

●静岡グラパ賞3点（各ジャンルから選出）
●審査員特別賞2点（ゲスト審査員選出）
●響く広告デザイン賞1点（一般部門限定・
一般投票で特に人気の高かったもの）

●学生作品賞2点（学生部門から選出）
●グラパ新人賞（作品応募時点で35歳未満
の方が対象となります）
受賞者には後日連絡します。一次審査通過作
品は全てグラパ展に展示されます。

上位賞候補作品（約10作品）に選ばれた方は
Zoomを使ったオンラインプレゼンテーショ
ンに参加いただき自作品のプレゼンテーショ
ン（５分以内）をお願いします。
プレゼンテーション該当者には追って詳細を
連絡します。

B1サイズポスター１作品につき 5,000円
を申し受けます。
（学生部門は2,000円）
※出品料はお１作品の料金です。

出品料はお申し込み後10日以内に下記までお
振込ください。

※振込手数料は出品者の負担でお願いいたし
ます。

受賞者の方には直接メールで連絡させていた
だきます。賞は SNS や JAGDA 静岡のホー
ムページ上で発表します。またグラパショー
展の中で受賞作品の表示を行います。一次審
査通過の作品は全てグラパ展に展示させてい
ただきます。

巡回展などさせていただく場合もありますの
で、作品の返却はご容赦ください。

2020 年 11 月



スケジュール

応募要項

作品応募期間：12月1日～12月25日
過去３年間の仕事作品を自薦し、B1ポスターサイズ１枚にレイアウト、出力したものを送付期間内に郵送・宅配
便で送付ください。またA4サイズに縮小したJpeg 形式のポスターデータも提出してください。

公開作品プレゼンテーション：2021年2月中旬
上位入賞候補者（約10作品）にはZoomを利用したオンラインプレゼン大会に参加をしていただきます。
1作品持ち時間５分以内で思う存分作品のコンセプトや制作の背景、クライアントやプロジェクトの魅力をプレゼ
ンテーションしてください。

第６回 JAGDA静岡 グラパショー展：2021年 4月
一次審査通過作品、受賞者作品を静岡文化芸術大学にて展示します。

応 募 資 格

参 加 登 録

作品応募内容

応 募 作 品

応募作品規定

作品応募期間

作品応募方法

応募送付先

賞

静岡県在住のデザイナー（AD、CD含む代
表者）、静岡県内の大学・専門学校生。

JAGDA静岡のホームページから参加登録をし
てください。
登録は作品応募前までにお願いします。
※参加登録は作品内容を掌握するために事前
に登録いただくもので、作品搬入時点で内容変
更いただくことは可能です。
JAGDA 静岡ホームページ　
http://grapower.org/

過去３年間（2017年12月 ~2020年12月）に
制作された作品の中から１作品または１プロ
ジェクトを１枚の B1ポスターサイズに効果的
にレイアウト、コンセプトなど記入してご応募
ください。（複数枚応募可能）

作品サイズ B1判・縦型（タテ 1030mm×
ヨコ728mm）ポスター
応募作品見本・作品カード（以下サイトからダ
ウンロード）
http://grapower.org/

応募作品データ
※B１サイズのポスターを A4サイズに縮小し  
（カラーモード CMYK・解像度 350dpi）を
Jpegデータに変換し（１作品10MB以内）、以
下のメールアドレスに送付ください。
E-mail:kaz_k@gray.plala.or.jp

※B1サイズのポスターになることを考慮し、効
果的にレイアウトしてください。必要に応じて作
品コンセプトや写真のキャプション等を入れて
ください（背景は白地としてください）。
※キャンペーンやシリーズ作品など同一プロ
ジェクトであれば、複数作品も１作品として扱い
ます。
※パッケージやサイン・看板などの立体物は写
真撮影して効果的に表現してください。
※パネル貼りや額装は不要です。B1サイズに裁
ち落として折らずに配送してください。

応募ポスター（B1サイズ）に１作品もしくは１プロジェクトであれば
複数ポスターを応募することができます

※競合コンペでの不採用やプレゼンテーション
作品は不可です。
※静岡県在住のデザイナーが制作したものであ
れば、県外で使用された作品でも結構です。
※出品者は制作スタッフの代表者とします。
※応募規定または本審査会趣旨にそぐわない
内容の場合、修正を求めるかお断りする場合が
あります。
※不明な点は、下記搬入先担当者（小杉）まで
メールでお問い合わせください。

2020年12月１日～12月25日まで

JAGDA静岡ホームページより、作品カードをダ
ウンロードして必要事項をご入力ください。
作品カードはプリント出力した応募作品（B1）
裏面右下に貼付し下記応募先に郵送または宅
配便等で発送してください。

〒434-0012 静岡県浜松市浜北区中瀬
2645-15 デザインファーム小杉　　　
TEL:053-588-5820
担当／ JAGDA 静岡代表幹事　小杉和己　
E-mail:kaz_k@gray.plala.or.jp

●静岡グラパ賞グランプリ１点（全ての
ジャンルから1点選出）

●静岡グラパ賞3点（各ジャンルから選出）
●審査員特別賞2点（ゲスト審査員選出）
●響く広告デザイン賞1点（一般部門限定・
一般投票で特に人気の高かったもの）

●学生作品賞2点（学生部門から選出）
●グラパ新人賞（作品応募時点で35歳未満
の方が対象となります）
受賞者には後日連絡します。一次審査通過作
品は全てグラパ展に展示されます。

上位賞候補作品（約10作品）に選ばれた方は
Zoomを使ったオンラインプレゼンテーショ
ンに参加いただき自作品のプレゼンテーショ
ン（５分以内）をお願いします。
プレゼンテーション該当者には追って詳細を
連絡します。

B1サイズポスター１作品につき 5,000円
を申し受けます。
（学生部門は2,000円）
※出品料はお１作品の料金です。

出品料はお申し込み後10日以内に下記までお
振込ください。

※振込手数料は出品者の負担でお願いいたし
ます。

受賞者の方には直接メールで連絡させていた
だきます。賞は SNS や JAGDA 静岡のホー
ムページ上で発表します。またグラパショー
展の中で受賞作品の表示を行います。一次審
査通過の作品は全てグラパ展に展示させてい
ただきます。

巡回展などさせていただく場合もありますの
で、作品の返却はご容赦ください。



参加登録
専用サイトから必要事項を記入の上参加登録

一次審査と入選作品の確定

■参加登録からグラパショー展までのプロセスプレゼンテーション

出　品　料

出品料振込先

作品展示＆表彰

作品の返却について

静岡県在住のデザイナー（AD、CD含む代
表者）、静岡県内の大学・専門学校生。

JAGDA静岡のホームページから参加登録をし
てください。
登録は作品応募前までにお願いします。
※参加登録は作品内容を掌握するために事前
に登録いただくもので、作品搬入時点で内容変
更いただくことは可能です。
JAGDA 静岡ホームページ　
http://grapower.org/

過去３年間（2017年12月 ~2020年12月）に
制作された作品の中から１作品または１プロ
ジェクトを１枚の B1ポスターサイズに効果的
にレイアウト、コンセプトなど記入してご応募
ください。（複数枚応募可能）

作品サイズ B1判・縦型（タテ 1030mm×
ヨコ728mm）ポスター
応募作品見本・作品カード（以下サイトからダ
ウンロード）
http://grapower.org/

応募作品データ
※B１サイズのポスターを A4サイズに縮小し  
（カラーモード CMYK・解像度 350dpi）を
Jpegデータに変換し（１作品10MB以内）、以
下のメールアドレスに送付ください。
E-mail:kaz_k@gray.plala.or.jp

※B1サイズのポスターになることを考慮し、効
果的にレイアウトしてください。必要に応じて作
品コンセプトや写真のキャプション等を入れて
ください（背景は白地としてください）。
※キャンペーンやシリーズ作品など同一プロ
ジェクトであれば、複数作品も１作品として扱い
ます。
※パッケージやサイン・看板などの立体物は写
真撮影して効果的に表現してください。
※パネル貼りや額装は不要です。B1サイズに裁
ち落として折らずに配送してください。

1

出品料振込口座

ゆうちょ銀行
店名／018（ゼロイチハチ）
普通口座／口座番号 6852282
口座名／公益社団法人 
           日本グラフィックデザイナー協会

※競合コンペでの不採用やプレゼンテーション
作品は不可です。
※静岡県在住のデザイナーが制作したものであ
れば、県外で使用された作品でも結構です。
※出品者は制作スタッフの代表者とします。
※応募規定または本審査会趣旨にそぐわない
内容の場合、修正を求めるかお断りする場合が
あります。
※不明な点は、下記搬入先担当者（小杉）まで
メールでお問い合わせください。

2020年12月１日～12月25日まで

JAGDA静岡ホームページより、作品カードをダ
ウンロードして必要事項をご入力ください。
作品カードはプリント出力した応募作品（B1）
裏面右下に貼付し下記応募先に郵送または宅
配便等で発送してください。

〒434-0012 静岡県浜松市浜北区中瀬
2645-15 デザインファーム小杉　　　
TEL:053-588-5820
担当／ JAGDA 静岡代表幹事　小杉和己　
E-mail:kaz_k@gray.plala.or.jp

●静岡グラパ賞グランプリ１点（全ての
ジャンルから1点選出）

●静岡グラパ賞3点（各ジャンルから選出）
●審査員特別賞2点（ゲスト審査員選出）
●響く広告デザイン賞1点（一般部門限定・
一般投票で特に人気の高かったもの）

●学生作品賞2点（学生部門から選出）
●グラパ新人賞（作品応募時点で35歳未満
の方が対象となります）
受賞者には後日連絡します。一次審査通過作
品は全てグラパ展に展示されます。

上位賞候補作品（約10作品）に選ばれた方は
Zoomを使ったオンラインプレゼンテーショ
ンに参加いただき自作品のプレゼンテーショ
ン（５分以内）をお願いします。
プレゼンテーション該当者には追って詳細を
連絡します。

B1サイズポスター１作品につき 5,000円
を申し受けます。
（学生部門は2,000円）
※出品料はお１作品の料金です。

出品料はお申し込み後10日以内に下記までお
振込ください。

※振込手数料は出品者の負担でお願いいたし
ます。

受賞者の方には直接メールで連絡させていた
だきます。賞は SNS や JAGDA 静岡のホー
ムページ上で発表します。またグラパショー
展の中で受賞作品の表示を行います。一次審
査通過の作品は全てグラパ展に展示させてい
ただきます。

巡回展などさせていただく場合もありますの
で、作品の返却はご容赦ください。

2020年
12/1~25

2020年
12/1~25

2020年
12/1~25

2021年
２月中旬

2

3

4

5

6

7

8

作品応募
B1サイズの展示用ポスターとA4サイズに縮小し
たJpegデータを応募

出品料の振込
所定の口座に振込出品料１作品につき5,000円
（学生部門応募者は2,000円）

JAGDA静岡選出会員とゲスト審査員による入選
作品を決定

上位賞候補者によるオンラインによるプレゼン
大会を実施

ゲスト審査員と静岡会員審査員、人気投票を加
味し賞を決定

2021年
1/15

202１年
１月中旬~

人気投票
上位賞候補作品の人気投票をSNS上で実施

プレゼン大会

受賞作品決定と発表

2021年
2月下旬

2021年
4月

グラパショー展
静岡文化芸術大学で展示予定



B1ポスターレイアウト例

静岡県在住のデザイナー（AD、CD含む代
表者）、静岡県内の大学・専門学校生。

JAGDA静岡のホームページから参加登録をし
てください。
登録は作品応募前までにお願いします。
※参加登録は作品内容を掌握するために事前
に登録いただくもので、作品搬入時点で内容変
更いただくことは可能です。
JAGDA 静岡ホームページ　
http://grapower.org/

過去３年間（2017年12月 ~2020年12月）に
制作された作品の中から１作品または１プロ
ジェクトを１枚の B1ポスターサイズに効果的
にレイアウト、コンセプトなど記入してご応募
ください。（複数枚応募可能）

作品サイズ B1判・縦型（タテ 1030mm×
ヨコ728mm）ポスター
応募作品見本・作品カード（以下サイトからダ
ウンロード）
http://grapower.org/

応募作品データ
※B１サイズのポスターを A4サイズに縮小し  
（カラーモード CMYK・解像度 350dpi）を
Jpegデータに変換し（１作品10MB以内）、以
下のメールアドレスに送付ください。
E-mail:kaz_k@gray.plala.or.jp

※B1サイズのポスターになることを考慮し、効
果的にレイアウトしてください。必要に応じて作
品コンセプトや写真のキャプション等を入れて
ください（背景は白地としてください）。
※キャンペーンやシリーズ作品など同一プロ
ジェクトであれば、複数作品も１作品として扱い
ます。
※パッケージやサイン・看板などの立体物は写
真撮影して効果的に表現してください。
※パネル貼りや額装は不要です。B1サイズに裁
ち落として折らずに配送してください。

※競合コンペでの不採用やプレゼンテーション
作品は不可です。
※静岡県在住のデザイナーが制作したものであ
れば、県外で使用された作品でも結構です。
※出品者は制作スタッフの代表者とします。
※応募規定または本審査会趣旨にそぐわない
内容の場合、修正を求めるかお断りする場合が
あります。
※不明な点は、下記搬入先担当者（小杉）まで
メールでお問い合わせください。

2020年12月１日～12月25日まで

JAGDA静岡ホームページより、作品カードをダ
ウンロードして必要事項をご入力ください。
作品カードはプリント出力した応募作品（B1）
裏面右下に貼付し下記応募先に郵送または宅
配便等で発送してください。

〒434-0012 静岡県浜松市浜北区中瀬
2645-15 デザインファーム小杉　　　
TEL:053-588-5820
担当／ JAGDA 静岡代表幹事　小杉和己　
E-mail:kaz_k@gray.plala.or.jp

●静岡グラパ賞グランプリ１点（全ての
ジャンルから1点選出）

●静岡グラパ賞3点（各ジャンルから選出）
●審査員特別賞2点（ゲスト審査員選出）
●響く広告デザイン賞1点（一般部門限定・
一般投票で特に人気の高かったもの）

●学生作品賞2点（学生部門から選出）
●グラパ新人賞（作品応募時点で35歳未満
の方が対象となります）
受賞者には後日連絡します。一次審査通過作
品は全てグラパ展に展示されます。

上位賞候補作品（約10作品）に選ばれた方は
Zoomを使ったオンラインプレゼンテーショ
ンに参加いただき自作品のプレゼンテーショ
ン（５分以内）をお願いします。
プレゼンテーション該当者には追って詳細を
連絡します。

B1サイズポスター１作品につき 5,000円
を申し受けます。
（学生部門は2,000円）
※出品料はお１作品の料金です。

出品料はお申し込み後10日以内に下記までお
振込ください。

※振込手数料は出品者の負担でお願いいたし
ます。

受賞者の方には直接メールで連絡させていた
だきます。賞は SNS や JAGDA 静岡のホー
ムページ上で発表します。またグラパショー
展の中で受賞作品の表示を行います。一次審
査通過の作品は全てグラパ展に展示させてい
ただきます。

巡回展などさせていただく場合もありますの
で、作品の返却はご容赦ください。

1作品のみの場合
（ポスターや広告、看板、サイン等）

1作品のみの場合
（カタログ、パンフレット等）

１作品のみの場合
（パッケージや SPツール、サイン等）

１プロジェクトに複数の作品がある場合
（C.I/V.I.や同一商品・サービスに関するアプリケーションが複数ある場合）

■作品タイトル：JAGDAビエンナーレポスター
■作品ジャンル：B1ポスター

■作品コンセプト
この文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。こ
の文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。この
文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。

■作品タイトル：JAGDAビエンナーレパンフレット
■作品ジャンル：A4サイズ　24P

■作品コンセプト
この文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。こ
の文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。この
文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。

■PR ポイント
この文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。こ
の文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。この
文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。この文
章はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章
はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章は
ダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダ
ミーです。

■PR ポイント
この文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。こ
の文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。この
文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。この文
章はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章
はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章は
ダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。

■作品タイトル：JAGDAビエンナーレパッケージ
■作品ジャンル：チョコレート菓子のパッケージ

■作品コンセプト
この文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。こ
の文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。この
文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。

■PR ポイント
この文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。こ
の文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。この
文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。この文
章はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章
はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章は
ダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。

■作品タイトル：JAGDAビエンナーレブランディング
■作品ジャンル：V.I. 計画

■作品コンセプト
この文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。こ
の文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。この
文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。

■PR ポイント
この文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。こ
の文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。この
文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。この文
章はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章
はダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。この文章は
ダミーです。この文章はダミーです。この文章はダミーです。

作品イメージ写真１

作品イメージ
写真２

使用イメージ 陳列イメージ

ロゴマーク

Webサイト パンフレット

告知ポスター

応募作品 B1ポスターのレイアウトの一例です。作品画像だけでなく、作品タイトル、作品キャプション、作品コンセプト、PRポイントを入れ
てください。但し厳正なる審査を行うためポスター上に出品者／社の表示はしないでください。文字のサイズやレイアウト、フォントは応募作
品に合ったものであれば特に指定しません。B1ポスターとして効果的なレイアウトをしてください。

作品のみでも良いですが、掲示風景など入れることも可能です。

パッケージ等はイメージ写真や商品と絡めた写真などパッケージの素材感も
わかるような画像が効果的です。

１プロジェクトに複数の作品がある場合は同一コンセプトで制作されたもの
であれば掲載可能です。（作品は過去３年間に制作されたものに限る）

カタログ、パンフレットは表紙のみではなくお気に入りの中面のページなど適
宜レイアウトしてください。冊子をイメージで撮影したものも可能です。


