Local Prospects 4 応募用紙

Application Form

＊1ページから3ページまでを提出し、4ページと5ページはお手元に保管してください。
Note: Please submit pages 1 to 3, and keep page 4 and 5 for your records.

2018年
Date:Month

月

日作成

/Day

/2018

ふりがな

名前
Name

生年月日

西暦

年

Month

Date of birth

〒

/ Day

月

日生

/ Year

-

住所
Address

携帯電話など、日中ご連絡のつきやすい電話番号をご記入ください。

電話番号

Please provide a cell phone or other phone number where you can easily be reached in the daytime.

Tel

メールアドレス

ご連絡のつきやすいメールアドレスをご記入ください。
Please provide an email address where you can be easily reached.

Email

応募資格
Application
criteria

応募資格を満たす要件を自由に記入してください。
Please include any information that is pertinent to the application requirements.

1枚で足りない場合、複写にて提出可能。
If you need more space, please submit an additional page(s).

略歴
Biography

1枚で足りない場合、複写にて提出可能。
If you need more space, please submit an additional page(s).

受賞歴
Awards
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名前
Name

作品タイトル
Title
＊展示スペース 幅6.4m×奥行6.0m×高さ3.1m
＊展示方法、素材、サイズ、制作スケジュール(具体的に)を明記。1枚で足りない場合、複写にて提
出可能。
Note: Exhibition space for each artist: W6.4m x D6.0m x H3.1m
Note: Detailed information on display method, materials, dimensions, and production
schedule. If you need more space, please submit an additional page(s).

作品プラン
Work plan
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名前
Name

＊コンセプトを具体的に説明してください。1枚で足りない場合、複写にて提出可能。
＊Please explain the concept in detail. If you need more space, please submit an
additional page(s).

作品
コンセプト
Work concept

ご応募ありがとうございました。記載いただいた個人情報については、選考に関する作業以外には使用しません。
Thank you for submitting your application. All private information you have provided will only be used
solely for selection purposes.
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【注意事項】 ＊応募に際し、以下を必ずご確認ください。
・搬入可能な作品は、搬入用エレベーター（幅2.5m×奥行1.6m×高さ2.5m）に積載可能なサイズです。
・発音、発光、臭気を発する作品など他の作品や展示環境に及ぼす影響が大きい作品は不可とします。
・過去にコンテスト等で発表歴のある作品は、出展不可とします。
・会場内での火気の取り扱い、塗装作業、食品販売、生き物の持ち込みは厳禁です。
・床面への釘打ちやカッティングシート貼り等の作業はできません。カッター等工具を使用する際は、必ず床面を養生
してください。
・壁への釘打ちは可能ですが、会期後はパテ等で穴埋めをお願いいたします。
・法律や何らかの契約、または公序良俗に反した作品の応募は不可とします。
・応募者は、作品が第三者のいかなる権利も侵害していないことを保証し、万一苦情等があった場合には自らの責任で
解決してください。
・展示上、支障が生じた場合は、作品の撤去について協議することがあります。
・展示室内での特定企業や店舗の宣伝行為、応募作品、関連商品の販売表示や呼びかけはできません。
・入選が確定した後、作品のタイトル、形状、構成、材質など著しく応募作品と異なる場合は入選を取り消すことが
あります。
・応募用紙の記載内容に不備、虚偽が認められた場合、または規定違反、その他の問題が生じた場合は、入選を取り
消すことがあります。
・出品作品は十分注意して取り扱いますが、損傷については理由のいかんに関わらず、主催者は一切責任を負いま
せん。必要と思われる方は、各自で保険加入をお願いします。
・出品作品の著作権は、応募者本人に帰属します。ただし、展覧会での公開・発表、使用、およびその広報・告知
（印刷物やインターネットなど）、記録目的で使用する権利については、三菱地所アルティアムにあります。

【個人情報の提供・利用目的】
応募用紙にご記入いただいた個人情報は主催者が適正に管理し、本事業に関する資料送付、連絡、その他必要と思われ
る事項（来年度以降も含む）以外での使用はいたしません。また主催者は入選者の氏名・生年月日・居住都道府県名・
経歴等の公表ができるものとします。

【Submission rules】＊Be

sure to read and understand the rules before submitting your application.

・Artworks are considered to be carry-in if they can fit in the gallery’s trade elevator (width 2.5m,
depth 1.6m, height 2.5m).
・Works that emit sound, light, smell or other features that significantly affect the other works or the
exhibition area will not be accepted.
・Artworks that have previously won a prize in any contest are excluded from the competition.
・Use of fire inside the venue, applying paint to artworks on site, sale of food, and use of living things
are strictly prohibited.
・Works cannot be nailed or stickers attached, etc. to the gallery floor. Before using tools such as
utility knives for installation, etc., artists must take care to protect the floor.
・Nails can be driven into gallery walls, provided that the walls are repaired as needed with putty or
other materials after the exhibition.
・Artworks that violate the law or a contract, or offend public order and morals, will be refused.
・The applicant should guarantee that his/her artworks do not violate any rights of a third party and must
take responsibility for resolving any problems that may occur in this regard.
・In the event of any technical difficulties or troubles, the gallery may need to negotiate with the artist
regarding possible removal of their artwork.
・Artists are not permitted to promote a specific corporation or business, or conduct commercial activities
such as soliciting buyers or displaying the sale prices of the submitted work or related products, at the
exhibition.
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・Artists who submit works significantly different from their applications (including title, form,
composition or materials) may be rejected from the exhibition.
・The organizers reserve the right to revoke an artist’s selection upon discovering any error or falsehood
in the application form, any regulatory violation, or other problems.
・While due caution will be taken to protect artworks, the organizers bear no responsibility for any damage
that may occur during the exhibition. Artists should take out their own insurance as needed.
・The copyrights for exhibited works belong to the participating artists. However, Mitsubishi Estate Artium
reserves the right to display and present artworks at the exhibition and use images of artworks for
promotional and notification purposes on print or digital materials, and to create a record of the
exhibition.

【Handling of personal information】
The personal information in the application form will be properly managed by the event organizers, and will
never be used for any purpose other than sending documents regarding this competition, and contacting the
applicants if necessary (including next year and thereafter). We reserve the right to disclose the name,
date of birth, prefecture of residence, career record, etc. of the selected artists.

page 5

5 ページ

