
清涼飲料自販機
第７回

アイデアコンテスト

アイデア

大募集!!

応募者全員に参加賞プレゼント

募集期間
７月１日（日）～９月28日（金）
※9月28日（金）の消印有効

ここにお名前などお忘れなく書いてね。

学校で、街角で、公園で、そして自宅のそばで―。
さまざまな場所で清涼飲料自販機を見かけることがありますが、
今や清涼飲料自販機は飲料を販売するだけではありません。

（詳しくは「なるほど BOOK」を見てね！）
https://www.jvma.or.jp/information/naruhodo3.pdf
あらゆるシーンで皆様にお役に立てられる自販機がたくさんあります！

もしかすると、あなたのアイデアが未来の自販機の参考になるかも…！？ ( ´∀｀ )

｢こんな清涼飲料自販機があったらもっと便利、
楽しい！｣ ｢こんな自販機が身近にほしい｣など、
あなたの素敵なアイデアを絵や作文にして応募してみませんか !!

せい    りょう   いん    りょう　  じ        はん　  き

だい かい

なまえ

さくしゃ ほんにん ゆうびんばんごう

わす か

①作者ご本人の郵便番号
じゅうしょ

②住  所

 な　まえ
③名  前

でん わ ばんごう じ たく　 けいたい
⑤電話番号（自宅・携帯）

でん し にん い
⑫電子メールアドレス（任意）

がっこうめい
⑥学校名
がっこう　  しょざい　　　    と  どう ふ  けんめい

⑧学校の所在する都道府県名

なに　   み　　　　　　　　　　　ぼしゅう　    し

ば あい

⑪何を見てコンテストの募集を知りましたか。
（エコチル、学研キッズネット、公募ガイド、高島屋ワークショップ、業界新聞、企業のホームページ、自販機協議会のホームページ　など）

がく  ねん
⑦学  年

せいべつ
④性  別 男　　女

フリガナ

必要事項

じはんきくん⑨タイトル

⑩コメント（イラストの場合のみ）

※コメント記入欄などのスペースが足りない場合は別紙に書いてもいいよ！



未来の清涼飲料自販機の参考になるようなデザインや機能、　　　　
新しい自販機の活用方法など斬新なアイデアなどを作品にして送ってください。
募集作品は「デザインの部」と「作文の部」の 2 部門です。

清涼飲料自販機協議会

募集内容

（こちらをご利用いただいても結構です）応募用紙

2018 年 10 月末頃　清涼飲料自販機協議会ホームページにて発表　http://www.jsvmc.jp/受賞発表

募集期間 ７月１日（日）～９月28日（金）　※9月28日（金）の消印有効

主　催

作品サイズ 【デザインの部】　サイズは自由です。デザインの「タイトル」と「コ メント」を記入してください。
【作 文 の 部】　１６００文字以内としてください。 作文の「タイトル」を記入してください。

※下記の応募用紙にご記入いただいても結構です。

入選作品
の用途

入選作品は、清涼飲料自販機協議会のＨＰやイベントで使用します。

注意事項 1. 一人何点でも応募できます。
2.  海外からの応募は受付いたしません。
3.  応募作品を広告 ・ 商品化などに使用する際の二次使用権は、清涼飲料自販機協議会に帰属します。
4.  応募作品に記入いただいた個人情報は、本コンテストに関する審査、問い合わせ、結果通知等に利

用させていただきます。
5.  住所 ・ 名前（フリガナ）・ 電話番号のご記入がない場合には、結果通知等のご連絡ができないため

受付ができませんのでご注意ください。
6.  清涼飲料自販機協議会の個人情報保護方針および個人情報の取り扱いについては、ホームページ

に記載しております。

賞及び
賞品

【最優秀賞】　図書カード　1 名につき 3 万円分 （デザインの部：1 名、 作文の部：1 名）
【優 秀 賞】　図書カード　1 名につき 1 万円分 （デザインの部：2 名、 作文の部：2 名）
【佳　　作】　図書カード　1 名につき 5000 円分 （デザインの部：2 名、 作文の部：2 名）
【参 加 賞】　応募者全員にもれなくプレゼント！

ここにアイデア（イラストか作文）を描いてね

※この応募用紙以外の画用紙や作文用紙に書いて送ってもいいよ！！

応募方法 郵送（9 月 28 日消印まで有効）
送料は応募者負担でお願いします。（送料不足は受け取れませんので郵便料金など確認して下さい）
電子メールによる応募はできません。

作品の裏面、もしくは下記必要事項の表、または別紙に①～⑪（⑫は任意）の必要事項を記載し、応募
作品と一緒に封筒に入れて送ってください。応募作品の返却はいたしません。

送付先 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 2-9-2 （PMO 神田岩本町 2 階） 
清涼飲料自販機協議会 「アイデアコンテスト」係

応募資格 日本国内に居住する小学生および中学生（国籍不問）
学校単位での応募もお待ちしております。

個人情報・
著作権等

応募者は、応募に際し以下の事項に同意することとします。
（１）個人情報

　①応募の際に開示される個人情報は、作者への問い合わせ、結果通知に使用します。
　②入選者の発表に際しては、所属する学校名、学年、性別、学校の所在する都道府県名を公表する
　　こととし、名前は公表しません。

（２）著作権等
　①応募作品の使用権、著作権は、入選の有無にかかわらず全て清涼飲料自販機協議会に帰属します。
　②応募作品の二次使用に際しては、対価は支払われません。

（３）作品の返却
　①応募作品は、返却しません。

清涼飲料自販機 アイデアコンテスト
せい    りょう   いん    りょう　  じ        はん　  き
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じはんきくん
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