
「東京レインボープライド 2021」（TOKYO RAINBOW PRIDE 2021） 

メインビジュアル一般公募の応募要領 

 

 

【募集内容】 

東京レインボープライド設立 10 周年の特別企画として、10 回目の開催にあたる 

「東京レインボープライド 2021」(以下、TRP2021）のメインビジュアルのイラストデザイン

を、2020 年 12 月 21 日〜2021 年 1 月 31 日の期間、全国から一般公募致します。TRP 2021 の

テーマである「声をあげる。世界を変える。Our Voices, Our Rights.」をコンセプトとしたイラ

ストデザインとなります。 

 

 

【東京レインボープライド 2021 とは】 

毎年 GW 時期に東京・代々木公園をメイン会場にして開催しているアジア最大級の LGBTQ 関

連イベントです。代々木公園イベント広場と並木通りでは、当事者団体や協賛企業、飲食ブー

スなどが軒を連ね、また、メインイベントの一つでもある「プライドパレード」は、LGBTQ

当事者たちとアライと呼ばれる支援者たちが自分らしさを表現した衣装で渋谷〜原宿の街を大

行進し、街をレインボーに染めていきます。 

 

2019 年では 2 日間の来場者数が、のべ 20 万人を超え、2020 年はオンラインで開催した 

『TRP2020 オンライン「#おうちでプライド」トークライブ&パレード』では、約 45 万人の方

にご参加いただき、アジア最大級の LGBTQ イベントとなっています。 

 

＜NPO 法人 東京レインボープライドとは＞ 

NPO 法人 東京レインボープライド（以下、「TRP」といいます。）は、「らしく、たのしく

、ほこらしく」をモットーに、性的指向および性自認にかかわらず、すべての人が、より自分

らしく誇りをもって、前向きに楽しく生きていくことができる HAPPY!な社会の実現をめざ

している団体です。 

その主な活動の一つが LGBTQ イベント「東京レインボープライド」の運営です。 

  



【「TOKYO RAINBOW PRIDE 2021」のテーマ】 

 

【テーマ】 

声をあげる。世界を変える。 

Our Voices, Our Rights. 

 

【ステートメント】 

声をあげる。 

 

LGBTQ だけではない。 

 

性を、人種を、思想を超えて、 

すべての人が平等に、 

そして幸せに暮らすためには 

変わってほしいルールがある。 

 

わたしの未来のために、 

声をあげる。 

 

勇気ある一人ひとりの声が 

広がって、世界が変わる。 

 

Voice out 

This isn't just for LGBTQ people 

 

We need the policies to change 

across all gender, races, and beliefs 

so that everyone can be equal 

and live happy, fulfilling lives 

 

Voice out 

For our Future 

 

One courageous voice 

Can change the world 

 

 



【メインビジュアルのテーマ】 

NPO 法人 東京レインボープライドのビジョンや「TOKYO RAINBOW PRIDE 2021」のテーマに

沿ったイメージであること 

 

イラスト 

必須項目 

 

 

・LGBTQ の象徴であるレインボーフラッグの要素 

・イベント名称「TOKYO RAINBOW PRIDE 2021」を入れる 

※英語表記でお願いします。 

・イラストとイベント名称であるテキストは切り離せるようなデザイン。 

※メインビジュアルは、イベント会場の装飾物やポスターなどの広報施策の制

作物に使用するため、用途によってイラストと文字の位置を調整する場合があ

ります。 

※メインビジュアルを使用した制作物に関しては、「メインビジュアルの使用用

途」をご確認ください 

任意要素 ・TRP2021 のテーマを入れる 

「声をあげる。世界を変える。Our voices, our rights.」 

※ただし、入れる場合は、イラスト・テキストは切り離せるデザイン 

・レインボーフラッグの 6 色にちなんで 6 人の人を入れる 

（過去 2年間は 6色レインボーにかけて 6人の多種多様な人を表現していま

す。人物は必須ではないので、入れなくても大丈夫です） 

・ジェンダー、セクシュアリティ関係なく多様性が表現されている  

・参考情報：TRP10 周年（文字、イラストで表現なんでも可） 

 

※任意要素は、必須ではございません。過去のキービジュアルで使用していた要素や、今年

ならではの要素です。制作時の参考にしてください。 

 

【メインビジュアルの使用用途】 

⚫ 会場における造作物（横断幕、記念写真用のバックパネル等） 

⚫ 広報素材（ポスター、フライヤー、公式ウェブサイト等） 

⚫ 広報用提供物（プレスリリース、メディア向け提供素材等） 

⚫ 商品へのプリント・印刷 

※採用作品の商品使用へのライセンス費は発生いたしません。 

 

【メインビジュアルサイズ】 

A0 サイズ 

 ※上記項目の使用用途をご確認いただき、大きく使用しても問題ないサイズでお願いします。 

 ※提出時の画像サイズは、審査に問題ない程度でしたら解像度を低くしていただいても 

構いません。 

 

 



【募集期間】 2020 年 12 月 21 日〜2021 年 1 月 31 日 

募集告知  12 月 21 日 

エントリー期間 12 月 21 日〜1 月 31 日 

一次審査 2 月上旬 

最終候補作品発表

＆投票 

2 月中旬 

・候補作品は TRP の WEB サイトで公表たします 

・投票権は、TRP スタッフと投票参加に応募した方のみですが、

候補作品とお名前は TRP の WEB サイトにて公開いたします。 

集計＆合否連絡 2 月下旬 

※個別でご連絡させていただきます 

※最終の契約内容を再度確認し、問題なければ契約締結 

確定＆納品 2 月 28 日 

※情報解禁は 3 月中旬を予定しているので、この時点では口外し

ないようお願いいたします。 

修正がある場合 3 月 1 日〜10 日 

※追加してほしい要素がある場合は修正をお願いする可能性があ

ります。 

例えば、レインボーフラッグを足してほしい等 

 

【賞金】   20 万円 

 

【選考方法】 TRP 運営スタッフと一般で募った投稿参加者 

  

【提出物】 

①応募作品 

エントリー時点では、ＰＤＦ形式、ＪＰＥＧ形式ファイルのどちらかの提出でお願いいたし

ます。 

採用者の方には、後日、「Adobe Illustrator」形式（CS6 以下）又は、「Adobe Photoshop」形

式のデータのご提出をお願いいたします。 

※サイズは、「メインビジュアルサイズ」を制作前に必ずご確認ください。 

 

②応募者の情報（投稿フォームにて記入してください） 

・応募作品の概要、説明、アピールポイント。 

・プロフィール（1 次選考通過した方は弊団体の WEB サイトで候補作品と掲載します。 

その際に掲載可能な情報） 

・応募者のご連絡先情報 

 

 



【提出方法】 

応募フォームにてご提出ください。（2021 年 1 月 31 日まで） 

 

 

【応募資格】 

本応募要領に同意いただける方でしたらどなたでも応募可（プロ・アマを問いません） 

※最終契約を 2月下旬、修正がある場合は 3月上旬で修正をお願いするため、その期間に稼働が

可能な方 

 

【応募・審査に関する注意事項】  

⚫ おひとり様何作品でもご応募いただけます。 

⚫ 応募作品は、応募者自身のオリジナルで国内外未発表のものに限ります。 

⚫ 本応募要領をよくお読み下さい。ご応募をもって、本応募要領・注意事項に同意したも

のとみなします。 

⚫ 未成年者が応募する際は、親権者等法定代理人の同意を得てください。未成年者の作品

が採用された場合には、著作権の譲渡や賞金授受の前に同意書を提出していただきます。 

⚫ 応募にあたり発生する費用（経費等）は応募者の負担となります。 

⚫ ご応募にあたり、応募作品が第三者の知的財産権その他一切の権利の一部または全部を

侵害したり、既に公表されている他の作品と同一ではないまたは類似していないことを

ご確認いただき、当団体に確約していただきます。なお、特許情報プラットフォーム

https://www.j-platpat.inpit.go.jp/で登録情報を確認することができますのでご活用くだ

さい。 

⚫ ご応募にあたり、第三者との間に権利（著作権、商標権、肖像権他、関連する権利一切を

指します）侵害等の問題（紛争やその紛争の処理等）が生じた場合には、応募者ご自身が

その責任にて当該紛争等を解決するものとし、当団体および当団体関係者は責任を負い

ません。万一、当団体と第三者の間に紛争が起きた場合、発生する費用を請求させてい

ただきます。なお、選考にあたり制作過程に関する情報や参考にした資料、制作段階に

おけるスケッチ、デッサン等の関連資料を確認させて頂く場合がありますので、これら

の情報や資料を保存してください。 

⚫ 審査の結果、該当作品がない場合もあります。 

⚫ 審査の結果、および審査方法についての問い合わせや異議申し立ては一切受付いたしま

せん。 

⚫ 本応募要項に定めのない事項については、当団体の判断により決定いたします。 

⚫ 応募作品は返却いたしません。 

⚫ 本応募要領の内容含め、本公募に関する一切の事項は、日本法に準拠します。 

  

https://form.tokyorainbowpride.com/mventry/mventry.html
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/


【メインビジュアル採用作品等の知的財産権等について】 

⚫ 採用作品の応募者は、応募作品にかかる著作権その他一切の権利を当団体に譲渡し、著作

者人格権を行使しないことの誓約をしていただきます。 

⚫ 採用作品の日本および世界の全ての国における特許、実用新案、意匠、商標、著作権（著

作権法第 27 条及び第 28 条所定の権利を含む）に関する全ての権利は、主催者である東京

レインボープライドに帰属します。ただし、採用作品の応募者が、デザイン年鑑・作品集

・ウェブサイト等で自身の作品として紹介・掲載することを制限するものではありません

。 

⚫ 当団体は、応募者名を表示せずに採用作品を「TOKYO RAINBOW PRIDE 2021」のロゴマ

ーク等として使用します。また、採用作品のデザイン、書体等の一部を改変することがあ

ります。 

⚫ 採用作品が既に公表されているロゴマーク、商標その他のデザインと同一または酷似して

いる場合、または第三者の知的財産権その他一切の権利を侵害している場合（応募後に侵

害となった場合を含む）等は WEB 結果発表後であっても採用を取り消す場合があります。

採用を取り消した場合には、取り消した理由を問わず、支払済みの賞金を全額返金してい

ただきます。 

⚫ 採用作品以外の応募作品の知的財産権は応募者に帰属しますが、応募作品を当団体のウェ

ブサイト等で紹介することに同意していただきます。 

 

 

【情報の取扱いについて】 

⚫ 情報の公開 

当団体は、応募者から提供された応募作品についての情報を、一次審査通過発表時および

「TOKYO RAINBOW PRIDE 2021」の広報のために使用することがあります。主催者が必

要であると判断した場合に本項目を適宜改訂することがあります。 

⚫ 審査結果の公表 

最終審査に残った応募者は、当団体が最終審査の結果及び採用作品を行うまで、最終審査

の結果その他当団体からの連絡内容を第三者に口外しないでください。 

ただし、最終審査候補は弊団体の WEB サイトで公表いたします。投票期間中に応募者ご

自身の WEB サイトや SNS などでの掲載や配信することを制限するものではありません。 

 

 

【個人情報の提供】 

本公募にあたって、応募者は投稿フォームに従って正確な情報を記入してください。応募者が

提供した応募者の氏名や住所等情報の全部又は一部について，虚偽，誤記又は記載漏れがあっ

た場合には，審査の対象外とさせて頂くことがあります。 

 

 

 

 



【個人情報の取り扱い】 

⚫ 東京レインボープライドは個人情報の保護法令を遵守し、本公募の応募者の個人情報を取

り扱います。 

⚫ 主催者は個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関する法律及び関連法令等を遵守

し、個人情報を取り扱います。 

⚫ 本公募の実施にあたり取得した個人情報は、入賞作品の発表、賞金授与のため、また、応

募状況の確認等、本件に関する諸連絡のために使用いたします。 

⚫ 取得した個人情報は当団体が管理し、ご本人様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開

示・提供することはありません（法令などにより開示を求められた場合を除く）。 

  

【禁止事項】 

本公募への応募に際しては，以下の行為を禁止します。当団体は，応募者が以下に該当する

行為を行ったと判断した場合には，事前に通知することなく，本公募から当該応募者を対象

外としたり、又はその提出データを一次的に非掲載とし若しくは削除することがあります。 

⚫ 本公募の運営を妨げる行為 

⚫ 本規約に違反する行為 

⚫ 他人に迷惑，不利益，損害，または不快感を与える行為 

⚫ 他人を誹謗中傷し，またはその名誉もしくは信用を害する行為 

⚫ 他人の著作権その他の知的財産権を侵害する行為 

⚫ 他人の財産，プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為 

⚫ 営利を目的とした情報提供，広告宣伝もしくは勧誘行為 

⚫ 公序良俗に反する行為 

⚫ 応募に使用する SNS の利用規約その他各規定に違反する行為 

⚫ その他当団体が相当でないと判断する行為 

 

【本公募の中止等ほか】 

⚫ 当団体は，以下のいずれかの事由があると判断した場合，応募者に事前に通知することな

く本公募を中断または中止することがあります。 

・本サービス実施にかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合 

・地震，落雷，火災，停電または天災などの不可抗力により，本公募の実施 が困難とな

った場合 

・コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合 

・応募に使用する SNS のサービスが中断または中止した場合 

・その他，当団体が本公募の実施を困難と判断した場合 

⚫ 当団体は，前項による本公募の中断または中止により，応募者が被った不利益または損害

について，一切の責任を負いません。 

⚫ 当団体は，本公募に関連して生じた応募者の損害について，当団体の故意または重大な過

失がない限り，一切の責任を負わないものとします。 

⚫ 当団体は，本公募に関連して生じた応募者間または応募者と第三者の間におけるトラブル

について一切の責任を負わないものとします。 



【本公募内容の変更等】 

当団体は，応募者に予告することなく，本公募の内容の一部または全部を変更し，もしくは本

公募を中止することがあります。当団体は，これによって応募者に生じた損害について一切の

責任を負いません。 

 

【本要項の変更】 

当団体は，必要と判断した場合には，応募者に予告することなく，本応募要領を変更すること

ができるものとします。 

 

【通知または連絡】 

当団体から応募者に対する通知または連絡は，当団体の定める方法で行うものとし，応募者の

メールアドレスの不備等により通知または連絡が到達しなかった場合には，本公募の対象外と

させて頂くことがあります。 

 

 

【反社会的勢力の排除について】 

主催者は、2007 年 6 月に政府が策定した「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指

針について」等を踏まえて、反社会的勢力の排除に向けた取り組みを行っています。また、現

在及び将来に亘って応募者が反社会的勢力でないこと、または反社会的勢力を不当に利用して

いると認められるなど反社会的勢力と密接な関係を有していないことを応募および受賞の条件

とします。上記に反する事態が判明した場合には、催告なく審査の対象外とし、すでに決定し

た採用あるいは受賞を取り消します。 

 

 


