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1111    主催主催主催主催    

日本芸術センター 

委員長 村井 敬(建築家)、東京芸術センター、神戸芸術センター 

 

※本応募要項は予告なく変更する場合がございます。応募要項の変更は随時ホームページにて更新いた

しますので、ご確認ください。 

http://www.art-center.jp/ 

 

2222    開催目的開催目的開催目的開催目的    

優れた芸術家の顕彰、及び発表の場の提供 

 

3333    応募応募応募応募部門部門部門部門    

彫刻作品(木彫、石彫、塑像等) 

※有害ガス・刺激臭の発生するもの等、人体に危険を及ぼすと思われる物質の使用は不可。 

 

4444    テーマテーマテーマテーマ    

なし(各人が自由なテーマで制作してください) 

 

5555    応募資格応募資格応募資格応募資格    

創造性豊かな方(国籍・年齢制限なし） 

 

6666    応募規格応募規格応募規格応募規格    

・(台座を含めず)高さ・幅・奥行きがそれぞれ概ね 70cm 以内、重量 30 ㎏以内の彫刻･オブジェ等の立体作品 

・作品は未発表で応募者本人が制作したものとすること(合作は不可とする) 

・2 ヶ月程度の展示･保管、輸送に耐えうる強度を有すること 

・屋内展示に適する作品であること 

・鑑賞者に危険のないもの 

 

7777    作品規定作品規定作品規定作品規定 

原則として、(台座を含めず高さ・幅・奥行きがそれぞれ概ね 70cm 以内、重量 30 ㎏以内の彫刻･

オブジェ等の立体作品を自由なテーマで制作して下さい。また、各作品の底に以下の事項【作品名、

作品の天地、技法・材質、応募者の氏名・住所・電話番号・FAX 番号・E-mail アドレス・年齢】

を貼付してください。 
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8888    日程日程日程日程    

（今年度の彫刻コンクールは東京芸術センターでの開催になります。） 

8.1  8.1  8.1  8.1  事前登録期間事前登録期間事前登録期間事前登録期間    

2017 年 11 月 10 日(金)必着 FAX 又は郵送で日本芸術センターにご提出下さい。 

8.28.28.28.2    応募期間応募期間応募期間応募期間                   

東京芸術センター 2017 年 11 月 24 日(金)～11 月 25 日(土) 10:00～17:00 
※時間外受付不可 

8.38.38.38.3    審査期間審査期間審査期間審査期間    

東京芸術センター 2017 年 11 月 27 日(月)～11 月 28 日(火)(予定) 

8.48.48.48.4    審審審審査結果発表査結果発表査結果発表査結果発表                 

2017 年 12 月初旬予定（決定次第入選作品をホームページにて掲載、結果通知書類を郵送にて送付致します） 

8.58.58.58.5    入賞者授賞式入賞者授賞式入賞者授賞式入賞者授賞式    

東京芸術センター 2017 年 12 月中旬（予定） 
8.68.68.68.6    入賞入選作品展入賞入選作品展入賞入選作品展入賞入選作品展    

東京芸術センター 2017 年 12 月 4 日(月)～2017 年 12 月 17 日(日)(予定) 

8.78.78.78.7    巡回展巡回展巡回展巡回展    

   未定 

  8.8    返却返却返却返却 

審査結果送付時に通知 

 

9999    作品作品作品作品のののの出品出品出品出品、、、、およびおよびおよびおよび返却方法返却方法返却方法返却方法    

本コンクールは事前登録制です。出品される方は、必ず 2017 年 11 月 10 日(金)までに、日本

芸術センターまで FAX または郵送で事前登録書をご提出下さい。 

 

9.19.19.19.1    出品方法出品方法出品方法出品方法    

① 東京芸術センターに直接持参される方法 

応募期間中【11 月 24 日(金)～11 月 25 日(土) 10：00～17：00】に東京芸術センター2F ホワ

イトスタジオに作品をお持ち下さい。 

② 運送による方法 

応募期間中【11 月 24 日(金)～11 月 25 日(土) 10：00～17：00】に東京芸術センター2F ホワ

イトスタジオに到着するよう、各自運送業者の手配を行っていただきます。送料は、出品者の負担

とさせていただきます。 

9.29.29.29.2    返却方法返却方法返却方法返却方法    

（作品の返却日は結果通知書類に記載させていただきます。）    

①東京芸術センターで直接お引取り頂く方法 

あらかじめお問合せ先までご連絡いただき、結果通知書類に記載された返却期間中の日時を指定

していただきます。その日時に東京芸術センター2F ホワイトスタジオまでお越し下さい。 

②芸術センター指定の運送業者による方法 

 芸術センター指定の運送業者による返却とさせていただきます。東京芸術センターにて開催され

る入賞入選作品展後のご返却となりますので、ご注意ください。 

 送料は、出品者の負担とさせていただきます。輸送費は地域、サイズにより異なりますので、「作

品梱包返送 取扱運賃一覧表」(別紙 1)を参考にして下さい。指定業者が変更になる場合もございま
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すので、価格等はあくまで参考となります事をご了承下さい。 

作品は順次発送いたしますが、作品数・輸送状況によって作品到着に遅れが生じる可能性があり

ますのでご了承下さい。 

当社指定の運送業者による作品返却をご希望の方は、【【【【運送運送運送運送にににに関関関関するするするする確認書確認書確認書確認書】】】】をご確認頂き、ご署

名・ご捺印をお願い致します。 

梱包材保管をご希望の場合は申込書記入欄に印をつけてください。尚、保管を御希望の場合でも、

梱包材の状態により弊社の判断で処分させていただく場合がございますのでご了承ください。 

 

10101010    申込方法申込方法申込方法申込方法    

10.110.110.110.1    事前登録事前登録事前登録事前登録    

                日本芸術センターのホームページより事前登録書事前登録書事前登録書事前登録書をダウンロードしてください。必要事項を記入の

上、2017 年 11 月 10 日(金)までに、日本芸術センターまで FAX または郵送で事前登録書をご

提出下さい。(開催決定の通知後に出品料をお振込下さい。) 

10.210.210.210.2    作品出品作品出品作品出品作品出品    

日本芸術センターのホームページより申込応募用紙申込応募用紙申込応募用紙申込応募用紙、、、、および運送運送運送運送にににに関関関関するするするする確認書確認書確認書確認書（当社指定の運送

業者による返却をご希望の場合）をダウンロードしてください。必要事項を記入の上領収書の写し

を添付し、作品写真・応募作品と一緒に持参または送付してください。 

・申込応募用紙 …1 通 

・領収書の写し…1 通 (申込応募用紙に貼り付けること) 

・運送に関する確認書（当社指定の運送業者による作品返却をご希望の場合）…1 通 

・作品の正面写真（色合い、構図、細部が鮮明なもの）…1 枚 

※入賞・入選された場合、送付していただいた写真が公開されます。 

 

11111111    事前登録書提出先事前登録書提出先事前登録書提出先事前登録書提出先・・・・作品提出先作品提出先作品提出先作品提出先    

11.111.111.111.1    事前登録書提出先事前登録書提出先事前登録書提出先事前登録書提出先    

                        2017 年 11 月 10 日(金)必着    

      日本芸術センター 

〒163-1408 

東京都新宿区西新宿 3-20-2 東京オペラシティタワー8 階私書箱 2590 

FAX : 03FAX : 03FAX : 03FAX : 03----5353535353535353----0162016201620162    

11.211.211.211.2    作品提出先作品提出先作品提出先作品提出先    

       2017 年 11 月 24 日(金)～11 月 25 日(土)10:00～17:00 必着 

日本芸術センター 第 6 回彫刻コンクール応募係 

〒120-0034  

東京都足立区千住 1-4-1 東京芸術センター2 階 ホワイトスタジオ 

TEL：03-6908-8162(平日 10:00～18:00) 

e-mail：tokyo@art-center.jp 
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12  12  12  12  出品料出品料出品料出品料    

７，０００円 （１人 2 点までの出品とさせて頂きます。） 

■振込先  三菱東京 UFJ 銀行 新宿西支店 

      普通 ０６３０２０５ 日本芸術センター 

※振込人名義欄へ「チョウコク ○○○○(氏名)」の記載をお願いいたします。 

振込みが完了されましたら、領収書の写しを申込応募用紙の指定欄に貼付してください。（剥がれ落

ちる事のないよう貼付して下さい。） 

 

13  13  13  13  審査方法審査方法審査方法審査方法    

審査員 3 名程度により審査を行います。審査員は公募により選出され、事前に公表はされません。審査終了後に公

表いたします。審査員には、応募者の氏名・所属等の情報は一切通知いたしません。 

 

14141414    賞賞賞賞    

金 賞       １，０００，０００円  

（その他優秀作品がある場合は賞を授与することがあります。） 

 

・作品の買い上げは行いません。全て返却いたします。 

 

15151515    おおおお申込時申込時申込時申込時のののの注意注意注意注意    

本コンクールに出品される方は、本応募要項をよくお読みの上、開催目的、および運営方針に同意

いただいた上でご応募ください。 

お申込の書類は楷書でわかりやすくはっきりと記入してください。 

ご質問等ございましたら、21 項に記載されたお問合せ先までご連絡ください。 

 

16161616    応募上応募上応募上応募上のののの注意注意注意注意    

・ 提出書類に記入漏れなど著しい不備がある際には、受理できない場合があります。 

・ 作品は厳重に取り扱いますが、天災または作品の移動・保管・展示中における不慮の損傷または紛

失の場合、日本芸術センターはその責任を負いません。必要と思われる方は、応募者各自で保険を

かけてください。 

・ 巡回展開催は未定となっております。入選された場合最長で 2018 年 2 月頃の返却となる場合があ

ります。 

・ 振込後の出品料はいかなる場合も返金いたしません。 

・ 出品料・振込手数料及び搬入等の輸送に関わる費用は、応募者負担とさせていただきます。 

・ 審査の決定にかかわる異議ないし不服申立ては、受け付けません。 

・ 本コンクールへの応募は、応募要項の内容に承諾いただける方に限ります。 

・ 応募作品は未発表で応募者本人が作成したのものとし（合作不可）、作品の一部、あるいは全部が他

者の著作権を侵害しないものに限ります(雑誌や書籍・WEB ページなど、著作物から複写した画像

の使用は不可とし、著作権侵害等の問題が発生した場合、すべて応募者の責任となります)。著作権
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侵害の恐れがある場合は、審査終了後であっても主催者の判断により入賞・入選を取り消す場合が

あります。 

・ 審査結果、入賞者授賞式、入賞入選作品展等に関しましては、下記ホームページでも掲載いたしま

す。 

http://www.art-center.jp/ 

・ 当社指定の運送業者による作品返却をご希望の方は、【【【【運送運送運送運送にににに関関関関するするするする確認書確認書確認書確認書】】】】をご確認頂き、ご署名・

ご捺印をお願い致します。 

・ 今年度の彫刻コンクールは東京芸術センターでの開催になります。 

・ 本年度の彫刻コンクールは事前登録制です。出品される方は 2017201720172017 年年年年 11111111 月月月月 10101010 日日日日((((金金金金))))までに日本芸術

センターまで事前登録書をご提出下さい。事前登録数事前登録数事前登録数事前登録数がががが予定数予定数予定数予定数にににに達達達達しないしないしないしない場合場合場合場合、、、、本本本本コンクールはコンクールはコンクールはコンクールは中中中中

止止止止とととと致致致致しますしますしますします。。。。出品料の振込みは、開催決定の通知受け取り後に行ってください。 

 

    

17171717    著作隣接権著作隣接権著作隣接権著作隣接権    

応募作品の著作権は出品者に帰属いたします。ただし、入賞・入選作品の発表に関する権利は、日本芸

術センターに帰属するものとさせていただきます。 

 

18181818    個人情報個人情報個人情報個人情報のののの扱扱扱扱いについていについていについていについて    

出品者の個人情報は、日本芸術センターにて厳重に管理し、本コンクールの開催及び関連する広告以外

では使用しません。 

    

19191919    入賞者授賞式及入賞者授賞式及入賞者授賞式及入賞者授賞式及びびびび入賞入賞入賞入賞・・・・入選作品展入選作品展入選作品展入選作品展へのへのへのへの出展出展出展出展にににに関関関関してしてしてして    

入賞者を対象として、東京芸術センターにて 2017 年 12 月中旬に入賞者授賞式を開催いたします。 

（授賞式開催日程・会場につきましては、変更する場合がございます。ホームページをご

確認下さい。） 

また、入賞・入選作品は東京芸術センターで開催される入賞入選作品展へ出展させていた

だきます。 

    

20202020    よくあるごよくあるごよくあるごよくあるご質問質問質問質問    

Q.応募にあたり、かかる費用はどれくらいですか？ 

A.出品料は 1 点につき 7,000 円です。別途、出品・返却にかかる費用は出品者負担となります。 

Q.作品返却の際に、運送業者は選べないのでしょうか？ 

A.当社指定の運送業者を選択した場合は、出品者の方が運送業者を選ぶことができません。 

Q.作品の返却はいつごろになりますか？  

A. 結果通知書に記載させて頂きます。 

Q.結果通知後 or 展示終了後に作品をすぐ返して欲しいのですが。 

A.業者による返却の場合、基本的には他の作品と一括での搬送になりますが、可能な限り個別に対応いたしますの

でご相談ください。 
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Q.入賞したのですが、賞金はいつ頃もらえますか？ 

A.2018 年 1 月末頃、銀行振り込みにてお支払いいたします。 

 

 

21212121    おおおお問合問合問合問合せせせせ先先先先    

株式会社日本芸術センター 

〒163-1408 東京都新宿区西新宿 3-20-2 東京オペラシティタワー8 階 私書箱 2590 

TEL：03-5354-4388(平日 10:00～18:00) 

e-mail：tokyo@art-center.jp 

http://www.art-center.jp/ 

※電話でのお問合せは混雑が予想されますので、出来る限りメールにてお願いいたします。 

 


