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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-

＊７/31（火）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：8/31・9/1・9/2の 3日間
＊直接持参搬入（梅田版画工房）　10:00~17:00
＊郵送の場合 9/3（日）必着（梅田版画工房宛）
＊作品の裏に氏名・作品タイトル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。

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
ロジェ賞・ロジェ関連施設での作品展示
FlatFile 賞・FlatFile オリジナル額縁進呈
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：協賛内容に基づいて追加されます。

審査員（2017年審査員：敬称略）/ 2018 年審査員交渉調整中

　木村仁（美術家）
　小山利枝子（画家）
　丸田恭子（画家）
　ナカムラジン（美術家）
　松本直樹（美術家）
　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。

http://kayaartcompetition.com
mail : info@kayaartcompetition.com

萱アートコンペ公式ウェブサイト
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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/
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10/28
（日）

第 26回さらしなの里縄文まつり / ( 羽尾 ) さらしなの里古代体験パーク

10/20
（土）

そばまつり &千曲川地域ブランドフェア /白鳥園園庭

10/8
（月）

第 46回おばすてマラソン大会／千曲橋緑地公園

9月中旬
～

10 月中旬
第 35 回信州さらしな・おばすて観月祭 / 姨捨地区

アートコンペ開催前・中の市内イベント

アートコンペ関連イベント

4/8
（日）

萱アートコンペ交流会

6/4（月）
～

6/29（金）
KAC2017 受賞者展 / プレイベント
6/17( 日 )14:00~ ギャラリートーク

8/31
9/1
9/2

KAC2017 作品搬入（送付・持込み）
梅田版画工房
〒389-0822 
長野県千曲市大字上山田 671-2 
Tel:026-276-1316
＊持込み時間 10:00~17:00

5/7
より 萱アートコンペ 2018 公募開始

7/31 萱アートコンペ 2018 公募締切
（火）

10/6 萱アートコンペ 2018

オープニングレセプション　15:00~（土）

10/28 萱アートコンペ 2018

クロージングパーティー　16:00~（日）
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作品タイトル

作品手法・素材

作品価格＊必須　＊非売希望の場合はチェック

作品スケール (横 x縦 奥行きmm)

kaya art competition 2018 

備考（作品に関して主催者に示す必要のあ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 (7/31 火 締切 ) に、下記申込書にて応募してください。

1
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作品タイトル

作品手法・素材

作品価格＊必須　＊非売希望の場合はチェック

作品スケール (横 x縦 奥行きmm)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）
＊作品の裏側に、作品タイトル・作者名を記載して搬入してください。

＊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　＊非売希望の場合はチェック

作品スケール (横 x縦 奥行きmm)

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）

作品搬入・搬出方法（いずれかに丸印）

〒

TEL

＊出品参加費 銀行振込み：以下の口座に振込締切当日（７／ 31（火））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

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/

応募の流れ

応募エントリー

作品搬入（搬送）

出品費納入と
申込みエントリーを
締切日までに行ってください。

受付期間内に
応募作品の搬入（郵送・持込み）
を行ってください。

↓

レセプション（授賞式）

2018年 10月 6日（土）午後 3時より
場所：酛蔵

入賞・入選作品の、撮影写真・動画等は、広報・宣伝
・記録の為、ウェブサイト、SNS、新聞、雑誌等へ掲載
させていただく場合があります。この場合の、著作権は、
主催者に帰属します。あらかじめご了承ください。

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。
＊着払いにて返却希望の方は返送可能な梱包にて搬入ください。
＊搬出送付の際、梱包を開催側で行う場合、実費をご請求することがあります。

＊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。
＊応募作品の搬入搬出送付の際は、保険対象外となりますので、ご容赦ください。

酒蔵市 クラフト＆アート / 坂井銘醸
9/23（日）
～

9/24（月）

9/24
（月）

品川聖　ヴィオラ ダ ガンバ　コンサート／坂井銘醸

10/21
（日）

第 22回荒砥城まつり / 城山史跡公園

規定外の作品は
審査対象外となります。
ご注意ください。
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持参
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非売希望
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非売希望


