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作品タイトル

作品手法・素材

作品価格＊必須

作品スケール (横 x縦 奥行き cm)

kaya art competition 2017 

備考（作品に関して主催者に示す必要のなる場合など記入してください）

応募申込書
＊出品作品搬送前 (7/28 金 締切 ) に、下記申込書にて応募してください。
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作品タイトル

作品手法・素材

作品価格＊必須

作品スケール (横 x縦 奥行き cm)2
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作品タイトル

作品手法・素材

＊参加申込のタイプを下のみっつからひとつ選んでチェック印を入れてください。（複数不可）

A 出品作品 1 出品参加費納入　￥5000-              B 出品作品２出品参加費納入　￥10000-              C 出品作品３出品参加費納入　￥10000-

＊展示期間中作品は保険対象となりますので、作品価格を必ず記入してください。無記入の場合審査対象から外れる可能性があります。
＊作品のスケールは、規定（455x380x50mm）以内であることを確認し、記載してください。（額装の場合は額装を含みます）

＊参加出品費振込内容（振込金融機関名・振込日）

作品価格＊必須

作品スケール (横 x縦 奥行き cm)

月　　　　　日

3

男　　女　　　　　　　　　　　　　　　歳

作家名（フリガナ） 性別・年齢

出品者住所 メールアドレス

作品売約＊会期後確認記入（無記入）

〒

TEL

＊出品参加費 銀行振込み：以下の口座に振込締切当日（７／２8（金））迄に振込みの場合、「銀行振込済み」に丸印をしてお申込みください。

＊ゆうちょ銀行からの振込の場合
　ゆうちょ銀行　（名義人 梅田明雄）　口座記号番号
　11170 　37062011

＊他金融機関からの振込の場合
ゆうちょ銀行　（名義人 梅田明雄）
　118　 3706201

銀行振込済み

か
や

公式サイトフォームページからもお申し込みが可能です >> http://kayaartcompetition.com/apply/

2017

2016 大賞 in the frame / ポストカード / モリヤコウジ （長野市）

http://kayaartcompetition.com
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萱アートコンペ 2017
　人や「まち」を豊かにする文化力。美術分野からコンテンポラリーアートの小

作品にスポットを当て、プロ・アマチュア問わず作品を広く募集。審査員の審査

により、大賞（10 万円）を始めとする各賞を授与し、応募作品を展示公開します。

　古から人々が行き交い文人墨客が訪ね逗留する当地、また施設空間などの環境

を繋げ活かし、アートを通じ文化芸術の創造・交流の場となり、さらに人と「まち」

の潤うことを趣旨とします。

会期

 2017 年 10月 1日 ( 日 ) ～ 10 月 29日 ( 日 ) 公開時間 9：00 ～ 17：00（無休）

会場 

坂井銘醸 蕎麦料理処「萱」併設 ｱｰﾄｷﾞｬﾗﾘｰBlanc(ﾌﾞﾗﾝ)・酛蔵・昭和蔵
〒389-0804 千曲市大字戸倉 1855-1 Tel.026-275-0033( 代 )

応募要項

参加出品費：￥5,000- (1 作品 )＊お一人 3点まで出品可能
＊2点および 3点出品の場合：参加出品費 > ￥10,000-
＊７/２8（金）応募申込および参加費振込〆切
＊指定口座へ振込後、作品搬入となります。

作品スケール：455×380×50 mm（額装込み）以内（＊縦横自由）
作品重量：2kg 迄（壁面に設置できるもの）
素材・手法は問わない
作品タイトル・作品手法・作品素材・他を申込用紙 (裏 ) に記載し、郵送にてお申込みく
ださい。（公式サイトフォームページからもお申し込みが可能です）
　http://kayaartcompetition.com/apply/
＊お一人 3点まで応募可能（複数出品の場合、賞与対象は 1点とさせていただきます）
＊応募申込書は作品裏などに添付せずに、事前に申込み（出品費納入）を行ってください。

作品搬入（送付・持ち込み）

＊搬入受付期間：９月1・2・3日の3日間
＊直接持参搬入（梅田版画工房）
＊郵送の場合 9/3（日）必着（梅田版画工房宛）
＊作品の裏に氏名を明記してください。
＊天地の指定を作品に示してください。
＊展示に耐えうる金具・紐等を付けてください。

審査員（2016年審査員：敬称略）/ 2017 年審査員交渉調整中

　小山利枝子（画家）
　朴再英（パクジェヨン） （版画家）
　木村仁（美術家）
　丸田恭子（画家）
　梅田明雄実行委員長
　坂井永一副実行委員長
　
受賞作品は萱アートギャラリーBlanc、入選作品はギャラリー酛蔵に展示されます。応募作品はギャ
ラリー昭和蔵にて展示いたします。
申込時に作品仕様などにより、審査をお断りする場合（出品費返却 手数料はご負担、作品返却費は着
払い）もございますが、ご容赦ください。

主催（応募申込書送付先・作品搬送先）

萱アートコンペ実行委員会
〒389-0822 長野県千曲市大字上山田 671-2 梅田版画工房内 Tel:026-276-1316

賞

大賞‥賞金 10万円
昭和蔵賞‥個展 (1週間無料 )
梅田版画工房賞‥リトグラフ制作が無料（条件あり）
Blanc 賞‥アートギャラリーBlanc で 1ヶ月個展
萱賞‥一般審査により得票が一番多かった作品を
上限 5万円で買い上げる（W受賞あり）
＊萱賞は萱で食事をされたお客様投票
＊投票していただいた方にその場で当たるくじ、抽選でプレゼント
　が当たるW抽選
協賛賞（買い上げ）：協賛内容に基づいて追加されます。

レセプション（授賞式）

2017年 10月 29日（日）
場所：酛蔵

作品販売に関して

受賞（買取賞以外）・展示作品は販売することができます。
作品売約契約が成立した場合、主催側が 30%を徴収します。

作品搬出（返却）に関して

企画展最終日直接搬出、あるいは
遠方より参加の方には、着払いで郵送できますので、
申込の際に明記してください。

「萱アートコンペ 2017」への協賛について・お願い

　私ども実行委員会では、千曲市戸倉・坂井銘醸内の施設において、コンテンポラリー
アートの小品にスポットを当てた一般公募展を「萱アートコンペ」として、昨年から
企画開催しています。企画細部につきましては、別紙の通りですが、千曲市に新たなアー
トシーンを創出し、文化芸術の創造・交流の場となり、さらに人と「まち」の潤うこ
とを趣旨とするものです。
　開催にかかる経費につきましては、参加出展料を基本とするところですが、審査に
よる各賞の充実や継続安定した運営を図るため、地域の皆さまに資金面でもご支援い
ただきたく、下記の内容にて協賛の募集をさせていただく次第です。
　まだ始まったばかりの企画ですが、年次開催し地域に根差した活動として輪を広げ
育てて行きたいと思います。どうか趣旨ご理解いただき、格別なるご高配を賜ります
ようお願い申し上げます。

協賛内容 

特別協賛

作品買上 1 口＝50,000 円（出展作品の内から、希望される 1作品）

※ご希望の作品渡を基本としますが、価格により調整させていただく場合有
　ります。
※協賛賞として、賞与を計上することができます。

一般協賛

　1．協 賛 金 1 口＝10,000 円
　2．物品提供 賞景品 ( 協賛冠 ) 等として

＊ご協賛いただいた場合は、ご芳名をオフィシャルサイト・スポンサーペー
　ジにて記載（リンク＋ロゴ）します。
＊ポスター・チラシ等に可能な限り掲載させていただきます。

2016 Blanc 賞 MANDARAKE 30 / パネル・テンペラ / 森泉智哉 ( 長野県 )

2016 梅田版画工房賞   DECOMOOSITION PEEK
 / 鉛筆画・ガッシュ / ナカムラマサ首 （東京都）

2016 寿高原食品賞　psychedelic"DEVELOPER" / 油彩 / 堂本清文（三重県） 

2016 優秀賞  一途の想い 
/ 木・紙・漆喰・水性絵の具・鉛筆 / 長縄功太郎（愛知県）

しなの鉄道戸倉駅下車徒歩 2分　国道 18 号沿い

2016 昭和蔵賞 子鹿はどんな夢を見る
 / パネル・キャンバス・油彩・木炭 / 滝沢美穂（長野県）

http://www.sakagura.co.jp/kaya/
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萱アートコンペ公式ウェブサイト

「萱アートコンペ 2017」プレイベント
「KAC2016 受賞者作品展」
　2017年 7月 24日（日）より開催予定
＊詳細は公式サイトにてご確認ください。

i

2017 年 5月 10日稼働開始予定

ウェブ応募申込み

各種告知
イベントスケジュール
アーカイブ

http://kayaartcompetition.com

http://kayaartcompetition.com/apply/


