
2021年6月1日（火）～8月6日（金）

●応募の資格
日本国内において加工業に携わり、切削型工作機械、先端加工機を使用している企業および学校、研究機関等の個人・団体からの出品を原則といたします。

●応募の条件
①応募作品は、切削型工作機械、先端加工機（積層造形加工・レーザ加工・超音波加工）による加工を経た工作物で、加工技術を象徴するものとします。�
なお、加工機械のメーカーは問いません。

②製品発注企業等の許可が必要な作品は、応募者においてその処置を取られた上で出品をお願いします。
③応募作品は、特許権、実用新案権、意匠権、著作権等第三者の有するいかなる権利も侵害しないものとします。
第三者の著作物（キャラクター等）を使用した作品を出品される場合は、権利保有者の事前承認を取られた上で出品をお願いします。

④応募作品数に制限はありませんので、一社・一団体で何点でもご応募いただけます。但し、１点につき１組の応募用紙へのご記入が必要になります。
⑤作品の募集は、次の5部門に分けて行います。

1）産業部品加工部門・・・・・・・・・・・自動車・航空宇宙・医療・金型・半導体・新エネルギー＊業界で実際に使用できるもの。�
＊新エネルギーは風力、太陽光、地熱、中水力、バイオマス発電などに利用される部品が対象となります。

2）試作・テスト加工部品部門・・・・・・産業に特化しない部品で、加工の技術に特徴のあるもの。
3）芸術造形加工部門・・・・・・・・・・・・・・造形に特徴のあるもの。
4）先端加工部門・・・・・・・・・・・・・・積層造形加工・レーザ加工・超音波加工の技術に特徴のあるもの。
5）アカデミック部門・・・・・・・・・・・・高等学校、高等専門学校、大学、職業訓練校で切削加工を学んでいる学生（個人・団体）からの出品。
※応募部門は主催者・審査委員会の判断により、変更させていただく場合があります。

⑥応募作品の送付について
・応募用紙に必要事項をご記入の上、応募作品に添えてご送付ください。＜応募用紙は2枚1組で、１作品につき１組必要です。＞
・�作品を宅配便・郵送などで送付される場合は、破損・紛失など防ぐ為の梱包をお願いします。�
応募作品送付時の宅配便・郵送事故等により破損・紛失等が発生しても、主催者（DMG森精機株式会社）は一切の責任を負いません。
※特に微細な作品や壊れやすい作品については、展示や運搬の際の破損・紛失防止のため、専用ケースを準備してください。
※錆が心配される作品につきましては、応募前に防錆油等で錆止めの処理をしてからご応募ください。
※主催者は、作品受領後、応募作品の管理・返送については十分に注意いたしますが、天災・不慮の事故・破損・紛失、その他いかなる損害についても、一切責任を負いません。
※応募作品に関するいかなる第三者との間の紛争も、応募者の費用と責任において対処するものとし、主催者は一切の責任を負いません。

●注意事項
・�応募作品の著作権を含む知的財産に係る権利は応募者に帰属するものとします。�
これを保護する責任は応募者にありますので、応募に際して、必要に応じて保護措置を取るようにしてください。
・�応募作品については、主催者（DMG森精機株式会社）が、広報宣伝等の範囲内で印刷および電子媒体への掲載、�
展示で使用することがありますので、あらかじめご了承ください。
・受賞作品が応募資格又は応募条件②③に違反していることが判明した場合は、受賞を取り消すことがあります。
・受賞作品は表彰式後、主催者の各事業所のショールーム、展示会場などで展示に使用いたします。
・写真撮影・展示の方法などのご指定につきまして、ご要望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
・応募要領の内容については、都合により一部変更をする場合があります。

DMG森精機株式会社　広報・マーケティング部　ドリームコンテスト事務局

DMG森精機株式会社　広報・マーケティング部　ドリームコンテスト事務局

〒519-1414　三重県伊賀市御代201番地��TEL：（0595）45-4354

※応募作品に応募用紙を添えてご送付ください。　※送付時の梱包には十分ご注意ください。　※締切日が過ぎたものは審査対象外となります。

TEL：（0595）45-4354��FAX：（0595）45-4259��E-mail：exhibition.gp@dmgmori.co.jp

① 利用目的
弊社は、本件個人情報を、本コンテストに関する弊社ホームページ、広告および作品パネルへの掲載、審査結果、表彰式、次回開催の際のご案内等、�
弊社コンテストを遂行するため及び弊社プライバシーポリシーに従い利用するものとします。

② 第三者への開示等
弊社は、法令に基づく場合その他個人情報保護法等の法令により認められる場合を除いて、ご本人の承諾がない限り、本件個人情報を第三者に開示、提供しません。

③ セキュリティ
弊社は、本件個人情報への不正アクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩を防止するため、適切かつ合理的な安全管理策を講じます。

④ 開示・確認・訂正・利用停止・削除
弊社は、ご本人が本件個人情報の開示、確認、訂正、利用停止、削除等を希望される場合には、ご本人確認をさせていただいた上で、対応いたします。　　　�以上

ご応募に際してお預かりする個人情報の取り扱いについて、下記をご確認の上、切削加工ドリームコンテスト応募用紙の同意署名欄にご署名をお願いいたします。
記

DMG森精機株式会社（以下「弊社」といいます。）は、切削加工ドリームコンテスト（以下「本コンテスト」といいます。）にご応募いただいた方の個人情報（以下「本件
個人情報」といいます。）につき、個人情報に関する法令および関連法規、国が定める指針、その他の規範を遵守します。また、以下のとおり、必要な措置を講じ、管理
および取扱いには十分に注意します。

個人情報の取り扱いについて

(応募の時点で応募者は要領の記載事項に同意したものとみなします。)応募要領

切削加工ドリームコンテスト 応募方法
□ 応募用紙に必要事項をご記入の上、応募作品に添えて下記応募先までご送付ください。＜応募用紙は2枚1組で、1作品につき1組必要です。＞

作品の送付先

お問い合わせ先

応募受付期間



担当 受付日 No.営業部事務局記入欄

● 「応募要領」および「個人情報の取り扱いについて」は
本誌裏面をご覧ください。

（インターネットからダウンロードいただいた場合は
1枚目になります。）  
また、弊社ホームページからもご確認いただけます。
(https://www.dmgmori.co.jp/corporate/dreamcontest/outline.html)

ご署名

作品を応募される方は「応募要領」および「個人情報の取り扱いについて」を
よく読み、同意の上ご署名をお願いいたします。

切削加工ドリームコンテスト 応募用紙

社名・団体名※

社名・団体名 英語表記※

 ふりがな

応募者名※  ふりがな

所在地※

電話番号※ FAX 番号̶

（〒　　　　　̶　　　　　）

̶ ̶ ̶

メールアドレス ホームページアドレス https://

応募部門※ （いずれか一つにチェックをつけてください。尚、 応募部門は主催者・審査委員会の判断により、変更させていただく場合があります。）

作品名称※

作品種別 （いずれか一つにチェックをつけてください。）

応募者様のお名刺を
添付ください。

加工機械※ （複数回答可）

□ 立形マシニングセンタ 　□ 横形マシニングセンタ　　□ 普通旋盤　　□ CNC旋盤　　□ 5軸加工機　　□ 複合加工機　
□ 積層造形加工機　　□ レーザ加工機　　□ 超音波加工機　　□ その他（　　　　　　）

機種名

加工条件 （※印はカタログ、パネル等に記載いたします。）

材質※

加工時間※ 要求精度

使用工具

1個 分時間

メーカー

W               mm×H               mm×D               mm φ               mm×H               mm  寸法

（学校からのご応募の場合は、学部・学科・専攻・研究室名までご記入ください。）

□ 量産品　　    　  　□ 試作品 　　 　    　□ サンプル

お名刺※
※印の項目は必ずご記入願います。

英語版作品集に反映されますので必ずご記入ください。記載がない場合はローマ字表記と
させていただきますので、ふりがなを明記ください。 ）(

応募用紙は必ず
2枚1組で
お送りください。 ／12

□ 産業部品加工部門　　□ 試作・テスト加工部品部門　　□ 芸術造形加工部門　　□ 先端加工部門　　□ アカデミック部門

＠

産業部品加工部門にチェックをつけた方は、
いずれか一つにチェックをつけてください。

□ 自動車 □ 航空宇宙 □ 半導体
□ 医療 □ 金型 □ 新エネルギー( )

作品が部品の場合、最終製品名称もご記入ください。( )

先端加工部門にチェックをつけた方は、
いずれか一つにチェックをつけてください。

□ 積層造形加工　　□ レーザ加工
□ 超音波加工( )

作品1点に付き、1組の応募用紙が必要です。（複数のワークをセットで1作品としてご応募いただく場合は、応募用紙1組で結構です。）
ご応募には「応募要領」および「個人情報の取り扱いについて」への同意署名が必要です。必ず下記の署名欄にご署名をお願いいたします。

「応募要領」をご確認の上、所定事項をご記入いただき、2枚1組で作品と共に別紙応募方法記載の作品送付先までご送付ください。▼
▼
▼

アピールポイント※
審査に大きく影響しますので、必ず詳細の加工方法・工夫点をご記入ください。
作品集掲載内容としても使用させていただきます。

写真掲載時のアングルや、展示方法にご指定がある場合はご記入ください。

例） 顕微鏡写真３枚、雑誌掲載記事1部、等

（ご要望に添えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。）

別途審査の参考資料を添付していただく場合は、簡単な内容をこちらにご記入ください。

応募用紙は必ず
2枚1組で
お送りください。／22

ドリームコンテストを何でお知りになりましたか？ （複数回答可）アンケートにご協力ください※

□ 弊社営業より □ 商社・販売店より □ ホームページ □ メールマガジン □ FaceBook等SNS 
□ 過去の表彰式・展示作品 □ 過去の作品集 □ 過去に応募した □ その他（  　　　　　　　）
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