応募要項

第14 回

世界

絵画大賞展
Think global.Act.JAPAN

2018

国際公募

国籍を問わず、広く世界から作品を募集するとして2005年に「世界絵画大賞展」は
スタートしました。
「 世界絵画大賞展」は国籍、出身、年齢を問わず、油彩、岩彩、墨彩、混
合など技法にこだわらず広く世界から絵画作品を公募し、優秀作品を選んで公開しま
す。それぞれの国にそれぞれの美術があります。しかし、
「 美術は一つである」という視
点から審査します。
Think global.Act.JAPAN 世界的視野で見つめ、行動は日本からを座標軸に平和
の象徴である美術をもって世界の平和に寄与したいと思います。
選ばれた作品は東京都美術館で展示致します。多くの方に見て頂けるチャンスです。
ふるってご応募下さい。

2018年

（日）
3月20日（火）～5月20日（日） 5月20日
消印有効

申込期間

第13回 大賞「Ⅰ」（阿部

賞

作品展覧会開催

入選作品のうち優秀作品に次の賞が贈られます。

● 大 賞・
・・・・・1点 賞金50万円（買い上げ）
● 優 秀 賞・
・・・・2点 賞金 10万円
● 東京都知事賞・1点（副賞）●シニア賞（65歳以上）・・1点（副賞）
● 審 査 員 賞・
・・・4点（副賞）●学 生 賞（18歳以下）・・1点（副賞）
大賞受賞作品は、主催者が所有権、著作権等の一切の権利を譲り受けることとなり（買い上げ）、

2018年

会期 8月14日（火）～8月21日（火）
但し、8月20日（月）は休館日

○AM9:30～PM5:30 ○最終日はAM9:30～PM2:00
(入場はPM5:00まで）

○入場料 一般300円 大学生200円
小・中・高校生、障害者（付き添い1名含む）、新宿区在住の方、

ください。

外国人観光客は無料
※8月15日（水）はシルバーデーの為、65歳以上の方は無料

※大賞、優秀賞、審査員賞、東京都知事賞、シニア賞、学生賞の受賞者には
翌年の同展覧会において作品を1点展示できるスペースをご用意致します。
大日本美術工芸賞、ワイ・エス賞、クサカベ賞

同志舎賞、パイロットコーポレーション賞、ホルベイン賞
三重額椽賞、ラーソン・ジュール・ニッポン賞、伊研賞

(入場はPM1:30まで）

会場 東京都美術館1階 第4展示室

賞金にはその対価が含まれています。詳細については、裏面の作品応募規定６．備考をご参照

● 協賛社賞 36点

直接・委託

作品搬入・搬出先

〒113-0023

東京都文京区向丘2-33-5

やちゅうだ

（ 株 ）谷 中 田 美 術

TEL 03-3823-1539
三菱東京UFJ

200点前後

審査員長 遠藤 彰子（画家、武蔵野美術大学教授）
審査員

佐々木 豊（画家）

審査員

山下 裕二（美術史家、明治学院大学教授）

主催 : 世界絵画大賞展実行委員会

http //www.sekaido.co.jp /taishoten13/

共催 : 株式会社 世界堂

（株）クサカベ、
（株）同志舎、
（株）パイロットコーポレーション
協 賛:（株）大日本美術工芸、安田精工（株）、
ホルベイン（株）、
（株）三重額椽、ラーソン・ジュール・ニッポン（株）、
（株）伊研、その他27社

新宿区、
（株）公募ガイド社、
（株）サン・アート、
（株）生活の友社（美術の窓）、
（株）ニチマ
後 援:東京都、
美術の杜出版（株）、
（株）美術年鑑社、
（株）ビジョン企画出版社

BK
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団子坂

（株）谷中田美術

千代田線
千駄木駅

(1番出口）

至上野

絹谷 幸二（画家、東京藝術大学名誉教授、日本芸術院会員）
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（審査員長以下50音順、役職は2018年1月現在）
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不忍通り

その他協賛社賞27点 （各協賛社より副賞贈呈）

● 入選

一真）

世界絵画大賞展 実行委員会事務局
〒160-0022

東京都新宿区新宿3-1-1 世界堂ビル6F

TEL 03-5360-4005
FAX 03-5360-4010
※作品の搬入、搬出先は全て（株）谷中田美術です

作 品応募規定
世界絵画大賞展の応募者は、ご応募の時点で、この作品応募規定に記載されている諸
条件に同意したものとみなされます。

1.作品募集のお知らせ
（1）テーマ なし（ご自由なテーマで制作して下さい）。
（2）作品 応募者自身が制作し、応募者が一切の著作権を有している制作後2年以内
の公募展など未発表の作品に限ります。
（3）種目 平面作品（油彩、水彩、アクリル、日本画、版画、パステルなど）。

レリーフ、コラージュは高さ（とび出し面）5㎝以内であれば応募可能。取れやすい作品、
高さのある作品は審査移動時に破損する場合がございますので予めご了承下さい。
（4）規格 ・絵自体の大きさが53 33.3cm（M10号）以上、91 91cm（S30号）以内で重
量は額を含めて30kg以内。
・作品保護のため必ず額装すること（ガラスは不可、アクリル板は可）。作品画面よりも
高さのある額を取り付けてください。
・額は仮額、本額どちらでも可。額の幅はマットの幅を含む10cm以内。
・破損しやすいもの、絵具の乾いていないもの、釘・ねじが飛び出しているものは取り
扱いに支障があるため作品の受付・審査はできません。

・展示に必要な吊り具、ひも等は必ず付けて下さい（付いていないものは受付できませ
ん）。作品の天地が判別しづらいものには裏面に天地を明記ください（不明な場合はご
連絡させていただく場合がございます）。
他の作品を傷つけない場所に
（5）応募資格 応募資格 不問（国籍・年齢を問わず）
取り付けてください

※但し、18歳以下の応募は保護者の同意が必要です。
（6）応募点数 1人3点まで
（7）出品料（税込）1点 5,000円 2点 7,000円 3点 8,000円

2.出品手続

→ 内側に →
裏面

ヒートン等
飛び出る
金具は
図のように
とりつけて
下さい

現金書留でお申込みの場合
①作品搬入に先立ち、Ａ票申込書、Ｂ票領収書兼作品受付書、Ｃ票審査通知書の裏表
面の太線枠内に必要事項を記入して下さい。

②Ｄ作品票のみ切り離して保管して下さい。
③Ａ票申込書、Ｂ票領収書兼作品受付書、Ｃ票審査通知書と出品料を同封の上、現金
書留（手数料は応募者様のご負担になります）にて事務局へ郵送して下さい。
④後日、事務局より受付番号が記入されたＢ票領収書兼作品受付書 が返送されます
ので、その受付番号をお手持ちのＤ作品票 に記入して下さい。
⑤Ｄ作品票を作品裏面右上部または、額縁裏板右上部に貼付して下さい。

※B票領収書兼作品受付書、C票審査通知書の裏面に62円切手を貼付し返信先住所を
ご記入下さい。詳細はB票裏面の説明をご一読お願いいたします。
世界堂の店舗でお申込みの場合
①作品搬入に先立ち、Ａ票申込書、Ｂ票領収書兼作品受付書、Ｃ票審査通知書 の裏表
面の太線枠内に必要事項を記入して下さい。
②Ｄ作品票のみ切り離して保管して下さい。
③Ａ票申込書、Ｂ票領収書兼作品受付書、Ｃ票審査通知書は切り離さず、出品料と共

に世界堂の各店舗へ持参して下さい（世界堂の全店舗で受付けております）。
④受付けの際、係りの者が受付番号を記入し、Ｂ票領収書兼作品受付書のみお返しい
たします。
⑤Ｂ票領収書兼作品受付書の受付番号をＤ作品票に記入して下さい。
⑥Ｄ作品票を作品裏面右上部または、額縁裏板右上部に貼付して下さい。
＊Ｃ票審査通知書のみ62円切手を貼付し、Ｃ票審査通知書の裏面に返信先住所を記
入して下さい。

（注）受付後はいかなる場合でも応募作品の変更、題名の変更、応募の取り消し、出品
料の返却はできません

委託搬出合計返送料金の目安は以下の通りです（3点を想定）。

北海道・九州地域=￥7,500前後、中国・四国地域=￥7,100前後
関西・東北・北陸・東海地域=￥6,600前後、関東地域=￥6,600前後
※委託搬出合計返送料金はご返送先、出品点数、出品サイズによって異なります。

②直接持込み搬入・直接引取り搬出される方は、選外・入選作品ともＢ票領収書兼作品
受付書をご持参下さい。ご持参のない場合には作品のお渡しをお断りいたします。
③作品の搬入・搬出にかかる費用（梱包料・輸送料・輸送保険料）は、すべて応募者様のご
負担となります。
④作品はA票に記載されたご住所に返送いたします。ご住所と異なる返送先をご希望
の場合は、必ずA票にご住所と併せて返送先住所をご記入ください。なお、作品の廃棄
その他の処分のご要望には応じることができません。
⑤委託搬入の場合は必ず委託搬出になります。直接引き取りは出来ません。

⑥ひとつひとつ丁寧に梱包いたしますのでお届けに日にちをいただきますが、ご了承
の程お願いいたします。
⑦委託搬出により、指定運送会社を利用して作品を発送した日から6 ヶ月を超えても

お引取りの無い場合は、応募者様が作品の所有権その他一切の権利を放棄したものと
し、主催者が適宜の方法で廃棄処分いたします。
⑧委託搬出に要した費用は、応募者様が作品を受け取り拒否した場合及び前項により
主催者が処分した場合でも、全て応募者様にご負担頂きます。
⑨転居等によりご住所、ご連絡先が変更となる場合、また搬出時に長期ご不在となる場
合は必ず事務局までその旨文書にてご連絡下さい。

6.備考
①以下に該当する作品を出品することはできません。主催者が、応募作品が以下に該当す
ると判断した場合は、応募をお断りし、あるいは一旦お受けした応募または入賞は無効ま
たは取消となります。
1.知的財産権（著作権を含むがこれに限らない）、肖像権、プライバシーなど他人の一切の
権利を侵害する作品、またそのおそれのある作品。
2.故意、
過失を問わず、
法令、
公序良俗に違反するような作品、
またはそのおそれのある作品。
3.他人を差別したり、誹謗中傷など名誉や社会的信用を毀損するような作品、またはその
おそれのある作品。
4.他人に迷惑を及ぼす作品、またはそのおそれのある作品。
5.未成年者に害を及ぼす作品、またはそのおそれのある作品。
6.商業用の広告・宣伝などを目的とした作品、またはそのおそれのある作品。
②作品、額縁の取り扱いについて、作品（額縁を含む）の搬入・搬出・移動・保管中による損
傷、紛失や、レンタル・販売用フレームの取り付け、取り外し時による損傷の場合は、世界
絵画大賞展実行委員会（以下、主催者という）及び世界堂、谷中田美術はその責を一切負い
ません。なお、保険が必要と思われる方は各自でおかけ下さい。
③大賞受賞作品については、主催者が所有権、著作権等の一切の権利を譲り受けることと
なります（買い上げ）。大賞受賞と同時に、応募者様と主催者との間で大賞受賞作品につい
ての売買契約が成立し、その所有権、著作権等の一切の権利が主催者に移転します。大賞
作品の譲渡をご承諾頂けない場合には、出品することができません。

2018年3月20日（火）〜 5月20日（日）5月20日（日）消印有効
やちゅうだ

※作品の搬入先は全て
（株）谷中田美術です。

注意：搬入・搬出日以外は（株）谷中田美術に作品が無い場合がございますの
でご注意ください。搬入は応募者様の責任で行って下さい。

※東京都美術館、世界堂各店鋪での作品の搬入・搬出は一切受付けておりません
のでご注意下さい。

④主催者及び共催者は、本展業務に必要な応募作品の写真撮影を行い、撮影した画像及び
Ａ票申込書に記載された略歴等を図録・目録・ウェブサイトを含む広告等に無償で掲載で
きるものとします。
⑤審査・展示についての異義は一切受理しません。
⑥世界絵画大賞展専用の貸額、または額縁の販売もいたしております（詳細は、世界絵画
大賞展フレームのご案内をご覧ください）。申込み締め切りは、5月20日（日）です。
⑦応募要項の内容については、都合により一部変更する場合があります。
⑧第3回〜第13回展の図録を販売いたしております。ご希望の方は、世界絵画大賞展事務
局にお問い合わせください。又は、世界絵画大賞展ホームページをご覧下さい。

（1）直接持込み搬入（応募者様、代理業者様による搬入）
期間 6月16日（土）、6月17日（日）AM10:00 〜 PM4:30（時間厳守）
※梱包資材等はお持ち帰りいただきます。
場所 （株）谷中田美術
直接搬入の際はＢ票領収書兼作品受付書をお持ち下さい。
（2）委託搬入（運送会社等による搬入）
期間 6月12日（火）〜 6月18日（月）必着
送付先 〒113-0023 東京都文京区向丘2-33-5
『（株）谷中田美術 世界絵画大賞展 搬入受付係』
※委託搬入の方は外箱に『氏名・受付番号・世界絵画大賞展』と右上に記入をお願い
致します（外箱に貼り付ける記入用紙をHPからもダウンロードできます）。

5.作品搬出

①直接引取り搬出（応募者様、代理業者様による搬出）
日程 8月25日（土）AM10:00 〜 PM4:30（時間厳守）
②委託搬出・・10月中に（株）谷中田美術指定運送会社より、委託搬出合計返送料金を
着払いにて返送いたします。
◇留意事項
①委託搬出合計返送料金には梱包料（作品1点の場合￥3,000、2点の場合￥3,600、
3点の場合¥4,200）の他に配送料、地域加算料、燃料サーチャージ料が含まれます。

受賞作品の権利移転の対価は、大賞賞金（５０万円）に含まれます。大賞受賞を条件とする

3.申込期間

4.作品搬入

②委託搬出・・9月中に（株）谷中田美術指定運送会社より、委託搬出合計返送料金を
着払いにて返送いたします。
（2）入賞・入選作品

やちゅうだ

直接引取り搬出の場所は
（株）谷中田美術です。

※PM4:30以降は搬出不可
（1）選外作品
①直接引取り搬出（応募者様、代理業者様による搬出）
期間 7月7日（土）、8日（日）AM10:00 〜 PM4:30（時間厳守）

尚、第1回、第2回の図録は完売いたしました。
⑨作品について、その他応募者様の一切の行為に関して、第三者との間で紛争・トラブル
が生じたときは、応募者様の責任と一切の費用負担により解決していただくものとし、主
催者、世界堂、谷中田美術は一切の責任を負いません。
⑩応募にかかる一切の権利・義務を第三者に譲渡し、または担保の用に供することはでき
ません。
⑪上位６賞の受賞者10名様（大賞1名、優秀賞2名、審査員賞4名、東京都知事賞1名、シニア
賞1名、学生賞1名）には、次回展覧会に作品を１点展示頂けるスペースを設けます。参加不
参加は各人の任意といたします。

結果発表

※電話・メールによるお問い合わせには応じられません。

2018年7月上旬にＣ票審査通知書にてご本人に郵送で通知いたします。
また、7月上旬に世界絵画大賞展ホームページにて結果を公表いたします。

表彰式
場所：東京都美術館内講堂
2018年7月中旬に入賞・入選者に郵送にてお知らせいたします。

