会員 / 準会員

日本版画協会

第 88 回 版画展

出品規定
画集要項
画集用作品送付期間
7 月 26 日（月）〜7 月 31 日（土）

出品要項の詳細はwebサイトでもご確認いただけます。
※画集要項の詳細は本紙のみですので大切に扱ってください。

会員

ピンク

準会員

ブルー

画集要項

提出方法は 2 種類から選択できます。
ご確認ください。

掲載作品
第 88 回版画展の出品作品に限る。
（ 出品展示作品の内の 1 点

展示作品と同じもの）

データ送付/作品送付 期日厳守

提出方法❷作品送付

受付期間 7月26日
（月）
〜7月31日
（土）
の期間内
（必着）
◆川上弘美写真スタジオ

●①送付用紙 A・B 票を作品裏面右上に貼ったシート

〒350-0434 埼玉県入間郡毛呂山町市場978-6
TEL/FAX

提出仕様

の状態の作品（額装不可）
と②返送先を記入した返送

049-294-4171

データ送付 /作品送付のいずれでも川上弘美写真スタジオ
へお送りください。

用 伝 票（ヤマト運 輸 | 着 払）を同 梱し、品 名を「ポス

ター」
と明記してお送りください。
（発送費 自己負担）

※作品の返却は8月中旬以降、所定の業者にて着払にて返
却いたします。

提出方法❶データ送付 推奨
※新型コロナウィルスの感染が収まっていない状況の中で、撮影
の為の開梱、返却作業に例年のような多人数を集めることはでき
ません。今年度は作業の負担軽減のため、各自で撮影したデータ
での入稿を推奨します。
ご協力ください。

●2 枚以上の組み合わせ作品の場合、上下等の指示
を明記し、1 枚に接合した状態にして送ってください。
特別な撮影指示には一切対応いたしません。
●各シートが別の題名である場合、2点以上とみなし、
受け付けません。

提出仕様

下記のフォーマットにてCD-R にてお送りください。
メール添付などでは受け付けません。
※web 入稿等をご希望の場合は、版画協会事務局にご連絡
ください。
（お問い合わせ欄メールアドレス参照）

●作品の天地がわかるようにサイン等の記入をしてく
ださい。特別な指示がある場合は「連絡事項」にご記
入ください。特に指示がない場合、
サインはイメージの
下方とみなします。

●仕上がりサイズ10×10cm程度

●photoshop eps形式、400dpi以上で作成

注意事項

※CD-Rは返却いたしません。

●送付用紙はB票のみ記入し、CD-Rと同封し送付。
提出画像がそのまま画集に掲載されます。送付いただ

いたデータはこちらで修正ができませんので、上記

フォーマットを遵守いただける方のみお送りください。

データに不備がある場合は画集係よりご連絡いたしま
すので早急にご対応下さい。
よろしくお願いします。

●送付用紙について
＊は全て記入してください。/ B 票の技法項目に無いもの、併用の
場合はその他欄に18 字以内で楷書にて簡略にご記入ください。/
表記ミスを防ぐ為にも画題等ははっきりとご記入ください。/ 技法
についての表記方法は画集の編集上、整理、統一させていただく場
合があります。/ 画集巻末の技法図に従います。
【例：銅版（エッチ
ング）】
●会費には画集負担金が含まれています。
7月30日（金）
までに2021 年度会費が未納の方は作品の送付が
あっても画集に掲載いたしません。

送付用紙
送付された用紙をご利用ください。

出品要項
出品作品

版表現された作品に限る。公募展未発表のもの。

額装について

ガラスの使用は不可。
アクリル板等を装備すること。額の裏
に必ず額装用の紐を作品の天地を確認の上、装備すること。

出品点数

充分な物が装備されていない場合は、搬入受付で紐・金具

額外寸 120×120cm 以内の作品を2 点まで。ただし、縦横

を実費にて購入していただきます。

200cm以内を限定とする。

※作品は慎重に扱いますが、不慮の事故の損害についてはその
責を負いません。

委託搬入・搬出 期日厳守

直接搬入 時間厳守

いずれかでもオーバーした場合は1 点のみ、
その場合でも

受付期間

9月1日
（水）〜9月13日
（月）

期間内に下記業者に必着
●委託搬入・搬出共に業者への事前連絡を行い、
「版画展
出品」
と明記の上、お送りください。
（搬入出代行手数料は自己負担です。）
※海外から出品の場合は日本美術商事に直接送付することは避
けてください。
◆日本美術商事株式会社 日本版画協会第 88 回版画展係
作品送付先
〒110-0002 東京都台東区上野桜木 2-8-7
TEL 03-3822-3854
郵便物送付先
〒110-0002 東京都台東区上野桜木 2-15-2
TEL 03-3822-3877
◆（株）東美 日本版画協会第 88 回版画展係
作品・郵便物送付先
〒151-0071 東京都渋谷区本町 5-30-12
TEL 03-3376-8145
◆（株）ハート・アンド・アート 日本版画協会第 88 回版画展係
作品・郵便物送付先
〒135-0053 東京都江東区辰巳 2-4-4 TND潮見センター 5F
TEL 03-6457-0961

日時

9月19日
（日）12:00〜16:00

※新型コロナウイルス感染防止対策として今年に限り、業者委託
搬入・搬出のご協力をお願いしております。
また、受付の人数分散のため、会員・準会員の直接搬入日時は上
記日程のみとさせていただいております。

場所

東京都美術館搬入出口・地下3階（別項地図参照）

出品作品に本会所定の出品用紙を添えて搬入してください。

陳列作品搬出 時間厳守

日時

場所

10月23日
（土）10:00〜16:00（時間厳守）

東京都美術館搬入出口・地下3階（別項地図参照）

※搬出期限内に搬出されない作品は日本美術商事に保管を依頼
します。
（保管費用は自己負担となります。）
◆日本美術商事株式会社 作品保管庫
〒110-0002 東京都台東区上野桜木2-8-7
TEL 03-3822-3854

注意事項

●直接搬入 /陳列作品搬出日はいずれも1日のみとなります。
●搬入出に必要な用具は各自ご持参ください。

画集要項（続き）
巡回展

会員のみ

2021 年度は巡回展作品の収集を休止させていただきます。
新型コロナ禍の中、全国の美術館でも展覧会開催が困難な状況が続いております。
ワークショップ等を伴う巡回展ですが、会員や美術館スタッフ、参加者の安全を第一に考え、今年度の巡回展は休止とさ
せていただきます。
2022 年度の再開を目指し引き続き準備を進めてまいりますので、その際は巡回展の参加ご協力お願い致します。

出品用紙
送付された用紙をご利用ください。

賞

準会員のみ

審査員

日本版画協会会員
※総務・展覧会主任は審査長を補佐、進行に当たります。
※受賞者及び推挙者は全会員による総会（授賞会議）に於いて決定します。

審査委員会で作品を審査し、授賞候補作品を決定します。
また、作品
の評価が一般入選に比べ明らかに準会員としてふさわしくないと判
断した場合、2 点出品者は画集掲載作品以外を陳列外とし、1 点出品
者には警告書を発送します。
※陳列外作品の搬出は選外搬出日とします。
選外搬出日 10 月 6 日（水） 10:00〜16:00

授賞

準会員賞（15 万円 / 1 名）
SOMPO 美術館賞（10 万円 / 1 名）
準会員佳作賞（5 万円 / 2 名）
出品作品の内より総会で決定し、賞と賞状を贈ります。
公募部門・準会員授賞作家合同展／時津画廊主催（全国数カ所）を
開催いたします。

日本版画協会 第 88 回 版画展
会期
2021年10月8日(金)〜10月22日(金)
9:30〜17:30

入場17:00まで
（最終日は入場13:00まで/14:00閉場）

休館日 10月18日(月)
会場
東京都美術館

ロビー階

第1・2・3展示室

入場料
600円

・大学生以下無料
・身体障害者手帳をお持ちの方と付添人2名様まで無料

後援
東京都、NHK厚生文化事業団
協賛
沼津市

授賞・推挙者発表

9 月 25 日（土）以降、本人に通知します。

主要スケジュール

作品の搬入・搬出場所
東京都美術館搬入出口・地下 3 階 本会受付 ( 東京都台東区上野公園内)
搬入日：9 月 19 日 ( 日 ) 12:00〜16:00

搬出日：10 月 23 日 ( 土 ) 10:00〜16:00
※詳細は中面の出品要項をご確認ください。

7月26日
（月）〜31日
（土）
画集用作品および作品データ送付期間
（期間内に川上弘美写真スタジオ必着）
9月1日
（水）〜13日
（月）
委託搬入送付期間

※委託業者をご利用の方は期日をお守りください。

9月19日
（日）
搬入（会員・準会員）
9月22日
（水）
・23日
（木・祝）
審査
9月24日
（金）
総会（授賞会議）
10月6日
（水）
・7日
（木）
陳列
10月8日
（金）〜22日(金)
展覧会
※東京都美術館への直接送付を行うことや搬入・搬出に作品を持ってロビーを
通過することは同館規定により認めません。
※搬入・搬出時は必ず搬入出口から入館してください。
ロビーを通過して搬入し
た場合、一切受け付けません
※搬入・搬出に関しての詳細は
「出品要項」欄でご確認ください。

10月23日(土)
搬出

作品票の貼り方
正副共に記入し、切り離さず
「正」
だけのり付けし、
フレーム
（額）裏面右上に貼り付けてください。

キ リ ト リ 線

お 問い 合 わ せ 先

一般社団法人 日本版画協会事務局
担当：瀧本 雅美

〒166-0003
TEL/FAX

入枝 かおり

補佐：

小川 美奈子

画集係
中村 花絵

東京都杉並区高円寺南 4-51-1

03-6379-9596

担当：馬場 知子 snusnuris@gmail.com
※お問い合わせ用のアドレスです。画集用作品データは送付いただけません。

MAIL

hangakyoukai7@yahoo.co.jp

巡回展係

WEB

http://www.hangakyoukai.com/

担当：安河内 裕也

hiroya.yasukochi@gmail.com

キ リ ト リ 線
切 り 離 さ ないで く だ さい

のり付け
正 副 共に記 入し、切り離さず「 正 」だけのり付けし、
フレーム（ 額 ）裏 面 右 上に貼り付けてください。
キ リ ト リ 線

切 り 離 さ ないで く だ さい

のり付け
正 副 共に記 入し、切り離さず「 正 」だけのり付けし、
フレーム（ 額 ）裏 面 右 上に貼り付けてください。

