
B デジタル・アート部門
立川駅につながるコンコースのデジタルサイネージをはじめ、ルミネ立川公式インスタグラムなど多くのデジタル媒体にて展開。
デジタルだからこその面白みのある表現を募集します。

 大学院生も応募可能。
 グループ応募の場合、在学生がメンバーに含まれていれば応募可能。

ルミネ立川40周年特別企画

応募条件：武蔵野美術大学の学生であること

参考：デジタル媒体イメージ

審査員

LUMINE TACHIKAWA ART AWARD

エントリー提出物
 ❶応募シート このPDFの2枚目

 ❷作品プラン（既存作品の場合はその写真） このPDFの4-5枚目

 ❸ポートフォリオ（作風がわかるもの） このPDFの6枚目

エントリーについての問い合わせ：
LUMINE  TACHIKAWA  ART  AWARD事務局
　　　　in fo@ lum ine t ach i kawa-a r t . c om

戸塚憲太郎 hpgrp GALLERY TOKYOディレクター/NowHere ディレクター小山登美夫 小山登美夫ギャラリー代表
加藤育子 スパイラル/株式会社ワコールアートセンター　専任課長・キュレーター 木下直子 OIL by 美術手帖ジェネラルマネージャー

ルミネ立川40周年特設WEBサイト
ht tps://www. lumine .ne . jp/
tach ikawa/40 th/

立川駅につながるコンコースのデジタルサイネージ ルミネ立川公式インスタグラム
@lumine_tach ikawa

LUMINE meet ART PROJECT=LMAP
ht tps://www. lumine .ne . jp/ lmap/

※一部の受賞作品のみ。

応募スケジュール ※日程が変更になる場合がございます。

エントリー締め切り オンライン面接 作品制作
アートウィーク

終了
デジタル媒体展開

 6/9 木 6/22水 8/1月 9/7水6/14火

書類審査・結果通知

2022.



LUMINE TACHIKAWA ART AWARD
事務局
使用欄❶応募シートエントリー提出物

※太枠の中をご記入ください　※グループの場合は代表者の情報をご記入ください応募者情報
ふりがな

※グループ応募の際は代表者名
氏名

学年

学部学科

年生

年度[西暦] 年

年度[西暦] 年

年度[西暦] 年

武蔵野美術大学

私は、ルミネ立川40周年特別企画／LUMINE TACHIKAWA ART AWARD『注意事項』に記載されている
内容のすべてに同意し、応募します。

同意する 提出日　2022年　 　　　月　　 　　日

署名

学部 学科 専攻

大学院 武蔵野美術大学大学院 研究科 課程修士 ・ 博士

電話番号 - - E-ma i l @

年　　　　月　　　　日　（　　　　歳）生年月日（西暦）

ふりがな

※個人応募の場合は不要

※どちらかに◯を記入

グループ名

年度[西暦] 年

年度[西暦] 年

プロフィール ※200文字程度

主な活動歴 ※個展・グループ展／受賞歴などの実績があればご記入ください

注意事項 ※応募者は、別紙の注意事項（応募に関して／個人情報取扱い）を必ずご確認ください

ルミネ立川40周年特別企画

エントリー提出物の送り先：
ent r y@ lum ine t ach i kawa-a r t . c om

添付データのサイズ

合計10MB以内



注意事項

 1. ルミネ立川40周年特別企画／LUMINE TACHIKAWA ART AWARDの運営は、LUMINE TACHIKAWA ART AWARD事務局（株式会社ルミネ、株式会社ジ

ャパンライフデザインシステムズ、株式会社ジェイアール東日本企画／以下「事務局」）が行います。事務局が必要と判断した場合に、応募要項を変更できるほか、適正

な運営を確保するために必要なあらゆる対応を講じられるものとします。

 2. 応募にあたり応募者は、応募要項及び事務局の方針に従うものとし、一切異議を申し立てないものとします。

 3. 作品の制作、展示箇所までの交通費など、展示のために必要な費用は、原則応募者が負担するものとします。

  ※作品の運搬・設置費用は株式会社ルミネが負担します。

 4. 著作権が応募者本人以外に帰属する作品は不可とします。

 5. 規定サイズ内であっても、発音、発光、におい等、ルミネ立川館内のお客さまや店舗、商品に及ぼす影響が大きい作品は不可とします。

 6. 応募作品が第三者の著作権・知的財産権・肖像権を侵害しないこと、並びに必要な著作権等の許諾を権利者から得ていることを、事前に確認のうえ応募すること。

 7. 第三者からの権利侵害・損害賠償等の主張がなされた場合、応募者が自らの責任で対処することとし、事務局は一切の責任を負いません。

 8. 応募用紙の記載内容の不備・虚偽等が認められた場合や規定違反、その他問題が生じた場合は入選を取消すことがあります。

 9. 応募作品の著作権は応募者に帰属します。

 10. 応募者は、本アワードにおいて、応募作品を公表・公開・使用する権利、並びに、広報活動（印刷物・ウェブ・SNS掲載、マスコミへのリリース等）のために応募作品を

使用する権利を、事務局に許諾するものとします。この場合、事務局は、応募作品を必要な範囲において自由に編集・改変等して、無償で日本国内外を問わず使用でき

るものとします。

 11. 受賞作品の占有使用権は、受賞作品の展示の終了時まで事務局に帰属します。

 12. E-mailやWEBサイトURL、SNSアカウント名などを手書きでご提出いただく際は「o（オー）／0（ゼロ）」「_（アンダーライン）／-（ハイフン）」など分かりにくいものに

注意書きを添えるなど、判読できるようにしてください。

 13. 本アワードに関するいかなるトラブル・損害（直接・間接の損害別を問わず）が発生しても事務局は一切の責任を負いません。

応募に関する注意事項 ※応募者は、以下の注意事項を確認し、同意のうえご応募ください

 1. 事業者の名称 株式会社ルミネ

 2. 管理者名 プライバシーマネジメント室室長　連絡先 : 03-5334-0569（受付時間9：30～18：00／土・日・祝日・年末年始を除く）

 3. 応募に際し、応募シートにご記入いただいた個人情報は、応募作品の受付や問い合わせ、審査の結果通知、書類・作品の返却、その他LUMINE TACHIKAWA ART 

AWARDの業務で必要と思われる事項、および次回以降の案内をするためにのみ利用させていただきます。

 4. 受賞者の氏名、年齢、経歴、作品画像は、印刷物、ホームページに掲載、およびマスコミに公表させていただきます。

 5. 本アワードに関する実施、運営に関する業務の一部を委託する場合、当社が適切な監督を行う業務委託先に個人情報の委託を行います。法令の規定に基づく場合を除

き、ご本人の承諾なしに、それ以外の目的で個人情報を利用または第三者に提供することはいたしません。その他、株式会社ルミネの個人情報保護方針については、以下

のウェブサイトをご参照ください。

  lumine.ne.jp/kojin.php

 6. 本アワードで取得する個人情報又は第三者提供記録に関する開示等のご請求及びお問い合わせについては以下窓口でお受けします。

  LUMINE TACHIKAWA ART AWARD事務局

  info@luminetachikawa-art.com　080-4744-1182（受付時間9：30～18：00／土・日・祝日・年末年始を除く）

 7. 応募者本人が当社に個人情報を提供されるかどうかは任意によるものです。ただし、必要な項目に同意いただけない場合には、本企画への参加をご辞退いただくこと

があります。

個人情報取扱いに関する注意事項 ※応募者は、以下の注意事項を確認し、同意のうえご応募ください

LUMINE TACHIKAWA ART AWARD
ルミネ立川40周年特別企画

応募者は、こちらの注意事項（応募に関して／個人情報取扱い）を必ずご確認ください。
確認後、応募シートの下部に署名をお願いします。



※太枠の中をご記入ください作品概要
ふりがな

作品タイトル

作品コンセプト　

作品イメージ ※直接記入、または貼り付けてください

B デジタル・アート部門

※画角は1:1で想定してください

※デジタルサイネージは縦：横＝16:9になります

※動画の場合は、代表的な場面や絵コンテを記入ください 

LUMINE TACHIKAWA ART AWARD
ルミネ立川40周年特別企画

❷作品プラン1エントリー提出物

エントリー提出物の送り先：
ent r y@ lum ine t ach i kawa-a r t . c om

添付データのサイズ

合計10MB以内

デジタルサイネージ放映時に、1:1の画角と見せ方を変えたい場合は、
作品プラン2の補足説明にご記入ください（ )



※参考資料の貼り付け等はこちらへお願いします作品の補足説明

B デジタル・アート部門

LUMINE TACHIKAWA ART AWARD
ルミネ立川40周年特別企画

❷作品プラン2エントリー提出物

エントリー提出物の送り先：
ent r y@ lum ine t ach i kawa-a r t . c om

添付データのサイズ

合計10MB以内

※デジタルサイネージ放映時に、1:1の画角と見せ方を変えたい場合は、こちらにもご記入ください
（デジタルサイネージは縦：横＝16:9になります）



※作風がわかる、過去の作品の写真データを貼り付けてください（5点程度）参考作品

URL

※ご自身の作品を紹介したウェブサイトなどがあればURLをご記入くださいWEBサイト

アーティストWEBサイト

アカウント

※ご自身の作品を紹介したIns t ag r amなどがあればご記入くださいSNS

B デジタル・アート部門

LUMINE TACHIKAWA ART AWARD
ルミネ立川40周年特別企画

❸ポートフォリオエントリー提出物

エントリー提出物の送り先：
ent r y@ lum ine t ach i kawa-a r t . c om

添付データのサイズ

合計10MB以内




