
   

厳密 

２０１５年 
アジアとオセアニア リーコンテスト

 
 

1.開催者  
 
3DESIGNと3SHAPERの２つはグラボテックグループのブランドです。ジュエリー、時計、ファ
ッションアクセサリーの作成と製造の向けの3DCADソフトウェアーです。 
１０年に渡って世界各国ででご提供をしておりり、２００６年よりアジアの諸国でもご提供をしてい
ます   
3DESIGNと3SHAPER はプロフェショナル用の最もモダンで効率が高い3Dジュエリーデザインソ
フトウェアーとして知られています 
 
 
以下の3Designと3Shaperの代理店及び教育機関はコンテストの準備と開催に協力しています。 

 オストラリア/ニュージーランド: LST. コンタクト : Chris HILL 

 香港: FABLE APPLIED TECHNOLOGY CO LTD. コンタクト: Thomas NG 

 インドネシア /マレーシア/ シンガポール : HONG CHEK CO. PTE LIMITED. コンタクト : 
Didin SAMSUDIN / ShoĮĂ�EURUL/ Eric LIEW 

 日本: GRAVOTECH K.K. コンタクト: Cyprien GAUZE 

 台湾:QINGTENG INTERNATIONAL. コンタクト : Liho CHANG : Cary CHAO 
 
2.目標 
 
3DCADソフトウェアーとモダンジュエリー技術のPRとジュエリー業界で3Dデザインの役割を広
げると云う目的としてグラボテックグループは上海支社を通して3Dソフトウェアージュエリ
ーデザインのコンテストを開催致したします。 
 
開催者に加えて以下の機関もコンテストにご協力していただきます。 
 

 
審査員はコンテストの開催者に選ばれた9人の方になります。 
その中で8名はコンテスト参加国の中から開催者が1名ずつ選出します。
9人目の方はグラボテックグループの一人になります。

審査員

3Designジュエ
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Professor Yang  / China university of 
Geoscience  

CHINA 
  

M. CHANG Wen-Han / V.P. Of Taiwan 
Jewelry Design AssociaƟon 

Taiwan hƩp://www.tjda.tw/ 

Andrew Cochineas (CEO) / PALLION AUSTRALIA www.pallion.com 

Shanghai LaoFengXiang   CHINA hƩp://www.laofengxiang.com/ 

 
 
 
スポンサー:  
スポンサーは賞を授賞していただきます。そのためコンテストに関する広告などの際社名を発
表致します。 

- PALLION (PALLOYS)    -オーストラリア- 
ウエブサイト hƩp://pallion.com/    

- Shanghai LaoFengXiang     - 上海-  
ウエブサイト  hƩp://www.laofengxiang.com/ 

- Yuchang jewelry      - 北京 - 
ウエブサイト  hƩp:/ͬƟeba.baidu.com/home/main?un=%EE%DA%B2%FD%D6%E9%B1%A6&fr=pb 

- Shanghai YuGarden Golden group   - 上海- 
ウエブサイト hƩp://www.yuyuantm.com.cn/yuyuan/En/Shopping/Gold.aspx 

       hƩp://www.Įrstasia.com.cn/     

          hƩp://www.laomiao.com.cn/ 

 

 
メディア:  

PRのため諸国にてコンテストを宣伝していただきたくメディアを募集しております。 

機関と協力パートナー:  
ジュエリー業界のため3DCADの重要性を理解して普及に協力する企業や組合などです。また
は、コンテストのため3Designのトレーニングに協力していただく教育機関です。 
� Hong Kong Jewellery & Jade Manufacturers AssociaƟon – 香港    

www.JJA.com.hk 
� Gems & Jewelry Trade AssociaƟon of China(GAC)       

hƩp://www.jewellery.org.cn/ 
� Chamber of Commerce for Gold & jewelry of industry of Jiangsu   

hƩp://www.jszhubao.org/ 
� Shanghai Jiao Tong University – 中国 

 hƩp://www.sjtu.edu.cn/   
� Shanghai Jianqiao University  – 中国 
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 http://www.gench.edu.cn/ 
 Shanghai Institute of Visual Art     – 中国               

http://www.siva.edu.cn/home.aspx  
 CTC - Taiwan    (Workforce Development Agency of the Taichung-Changhua-Nantou) 

http://tcnr.wda.gov.tw/  
 NTC  - Taiwan (Workforce Development Agency of the Taipei – Keelung – Yilan –Hualien – 

Kinmen -Matsu)      
http://tkyhkm.wda.gov.tw/ 

 Jhong Jheng Industrial Hight School  -  台湾        
http://www.ccvs.kh.edu.tw/ 

 SMK NEGERI 58 RSBI School & University – インドネシアー   
https://www.facebook.com/pages/SMK-NEGERI-58-RSBI-JAKARTA/222247454480312 

 Japan Jewelry Academy  - 日本 -       
http://jja.co.jp  

 China university of Geosciences      – 中国      
www.cug.edu.cn      

 Hong Kong Pro-Act Training and development centre (VTC)  – 香港      
www.proact.edu.hk  

 Shenzhen polytechnic      – 中国        
www.szpt.edu.cn  
Shenzhen institute of technology      – 中国       
www.ssti.net.cn  

 Melbourne Polytechnic  -オーストラリア- 
http://www.nmit.edu.au/ 

 TAFE South Australia -オーストラリア- 
www.tafesa.edu.au 

 Zhuhai campus, Beijing institute of technology      – 中国     
  Guangdong institute of technology      – 中国     

 http://jjxy.vh1.gdit.edu.cn  
 

3.範囲 

場所:  
アジアとオセアニアの以下の国々はコンテストに参加します: 
-中国 
-日本 
-台湾 
-香港 
-インドネシア 
-シンガポール 
-マレーシア 
-オストラリア 
 

http://www.gench.edu.cn/
http://www.siva.edu.cn/home.aspx
http://tcnr.wda.gov.tw/
http://tkyhkm.wda.gov.tw/
http://www.ccvs.kh.edu.tw/
https://www.facebook.com/pages/SMK-NEGERI-58-RSBI-JAKARTA/222247454480312
http://jja.co.jp/
http://www.cug.edu.cn/
http://www.proact.edu.hk/
http://www.szpt.edu.cn/
http://www.ssti.net.cn/
http://www.nmit.edu.au/
http://www.tafesa.edu.au/
http://jjxy.vh1.gdit.edu.cn/
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参加者 : 
以上の国々に住む18歳以上のジュエリーデザイナ。 
16歳以上の高校生も参加可能です。 
学生でもプロでも3Designの経験を問わず参加ができます。 
コンテストに参加することは個人的な参加となります。 

一つの企業の中で参加者可能人数は二人に限れています。 
平等性を保つため２つのカテゴリーで参加者を分けます。 3Designユーザと3Design未経験
のカテゴリーになります。 
 
作品: 
3Designソフトウェアー、または 3Shaperソフトウェアーを利用して作成のコンテストになり
ます。 

 

 

4.スケジュール: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.テーマと規則 
 
テーマ:今年のテーマは「我が家」です。 

“「我が家」に対して人はそれぞれのイメージを持っています。たとえ自分の家は狭くても、
綺麗ではなくても、いつも心の中を温かくて快適な場所ではないでしょうか。理想的な「我が家」
をジュエリーにしてデザインしてください！ ” 
 
材料: 
「Precious metal」を中心しとした作成になります（60％以上） 
他の材料は石、真珠、大理石、レザーなどです。

作成: 

コンテストの流れ 期間 
  

  
登録締め切り（WEBサイトからの登録）  
登録締め切り（電話/FAXによる登録）  2015年6月10日 
参加者のトレーニング 
（お問い合わせください）  
 

2015年5月～6月 

作品提出の締め切り 2015年8月20日 
選考・審査  8月21日～9月15日 
結果発表  2015年9月上旬 
  

お問い合わせください

※作品の提出方法など詳しくはお問い合わせください。
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ジュエリーや独創的なアクセサリー（ピアス、ブラスレット、ネックレース、ブローチなど）
 
審査項目  

 テーマからの発想と想像力:  30% 
 デザイン（見た目） 20% 
 詳細レベル 10% 
 のテクニカルレベル 10% 
 履歴の使用     10% 
 モデリングの複雑性 10% 
 製造性     10% 

 
 
 
 
 
 
 

登録  

ご参加の登録方法は以下になります。 
 ウエブサイトで直接登録申請(お問い合わせください） 

 登録申請の届けより４８時間以内にグラボテックはメールで登録確認メールを発送致しま
す。 

 
トレーニングの参加者の人数は限られています。  
グラボテックグループが、コンテスト参加者の参加決定の権利を有します。
 
7.トレーニング 
 
参加者に無料のトレーニングをご提供します。トレーニングを受けることは必要です。 
グラボテックは登録した参加者にトレーニングの日程などに関する招待状を送ります。 
準備のため、トレーニングの開始日より少なくとも１０日前にトレーニングの登録をしてください。 
 
参加者のご質問などのために特別なオンライン “FORUM” を用意します。Forumにアクセスした
い参加者は申請が必要です。しなければいけません。申請の際、参加者のお名前、ライセンス番号、ご連絡
先が必要になります。 
参加者の方はトレーニングのため3Designを起動できる最低限必要なのスペックのコンピュータを
ご用意してください。 
コンテストのためグラボテックは無料のライセンスを参加者に貸し出し致します。ライセンスの
貸し出しはトレーニングの際、手渡しさせていただきます。 
 
8.作品提出 
 



   

厳密 

登録の完了次第、参加者に個人番号をお渡しいたします。作品を提出するときお渡しした個人
番号が必要です。  
グラボテックの上海から支社は個人番号をお知らせいたします。 
審査員に作品データと個人番号をお渡しいただきます。 
 
作品の提出締め切り期限は２０１５年８月２０日になります。 
以下のメールアドレスに個人番号と作品データをお送りください。
china3design@163.com. 
 
提出物は以下の通りです。  
� 完成した3DESIGNモデリングファイル(ファイル式は“.VTF”で、作品は3DESIGNで100％を
完成していなければなりません） 

� ４５度で撮影したレンダーリング(.JPG). 解像度は900以上になります（推奨背景は白）
 

� 三つのビューの写真(.JPG). スクリーンショット可能です（ 推奨背景は白）
す） 

� 作品データーに関する説明は関するご説明 :５０文字以内  
ファイルのサイズによりメールで送付するのが不可能であれば、別の送り方でも構いません。
す。 
提出より２４時間に以内確認メールをお送り致します。確認メールが届かない場合は、ご連絡くだ
さい。 
作品は参加者本人がデザインした新しくてオリジナルなデザインの物になります。既存の作品データーは
ご使用になれません。

 
 
9.順位と賞: 
 
参加者は二つのグループに分けています: 3DESIGNユーザグループと3DESIGN未経験グループ。 
 

順位 
 

数 賞 

1位 1per category 3Designlicense, full export, no 
Ɵme limit(value: 8,000 USD) + 
(or equivalent in Updates-
upgrades –opƟonsif winner is 
already 3DESIGN customer) 
Round trip air-Ɵcket toFrance 
(value: 1,300USD) 
(more is we get some donaƟons 
from Sponsors) 

２位 1 per category 3Shaperlicense“PHENIX”, full 
export, , no Ɵme limit (3,200 
USD)+ 
(more is we get some donaƟons 
from Sponsors) 
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３位 1 per category 3Design+3Shaperlicense, (CAD-
no export), 2years(value: 1,600 
USD)+ (more is we get some 
donations from Sponsors) 
 

Consolation prize Total of 5prizes for for the 2 
categories 

3Design+3Shaperlicense, (CAD-
no export, 1year (value: 500 
USD)+ 
(more is we getsome donations 
from Sponsors) 

  
   

コンタクト: 
Amy Zhu  
china3design@163.com 
Tel: +86-21-24086843，13817130963 
Skype: Zhuyi524, QQ: 53813637 

MTK


MTK


