作品募集要項
応募資格
下記のすべてに該当する方

審査結果
） 予 定 ）にトーキョーアーツアンドス
2018年2月13日（ 火 （

①日本在住の方

ペースのウェブサイトに入選者の氏名と受付番号を掲載い

② 35 歳以下の方（ 2018 年 3月31日時点 ）

たします。個別の結果通知は後日、
改めて送付いたします。

③応募作品を販売する意思のある方

審査員
募集作品

・小山登美夫
（小山登美夫ギャラリー代表）

壁面での展示が可能な作品。1 人 1 点。

・杉戸 洋
（美術家）

● 組作品不可

・吉野誠一
（コレクター）

● 共同制作による作品不可

・近藤由紀

（販売についての詳細は、
「作品販売につい
● 販売可能であること

（トーキョーアーツアンドスペース╱東京都現代美術館育成支援課長）
ほか

て」の項目をご覧ください。なお、販売価格については、本人希望
価格を参考に決定させていただきます）
● すでに展覧会で発表・公開された作品は不可
● 著作権を侵害する作品や、公序良俗に著しく反する作品は不可
● 悪臭、火気使用等、危険とみなされる作品は不可
の作品はいかなる搬入
● 未完成（作品が未乾または未定着な物質）

展覧会
日程：2018年 2月24日
（土）
〜3月25日
（日）
会場：
トーキョーアーツアンドスペース本郷

方法でも不可
● 変形あるいは破損の恐れのある作品は不可

その他
① 必ず手書きで作品にサインをいれてください。制作年の

サイズ

記載は必須条件ではありませんが、極力サインとともに

縦 53×横 53×厚さ15cm 以内（ S10 号以内 ）

上記のサイズに額装も含む（ 額装は自由。但しガラスの使用
は不可、アクリル板は可 ）

記載するようにしてください。
② 著作権、
肖像権、
商標権、
意匠権などを使用する場合は、
応募者の責任において必要な許可を得たうえで実施し
てください。
③出品作品は、受付後十分注意して取り扱いますが、損

出品料

傷については理由の如何に関わらず（ 天災・人災を問わ

3,000 円（ 出品申込の際に納入された出品料は、理由の如何に
関わらず返還できませんのでご了承ください）

ず）
主催者及び事業者等は一切責任を負いません。必

要と思われる方は、保険をおかけください。
④ 入選作品画像及び動画は、
トーキョーアーツアンドス

出品受付締切日
（火）必着
2017年12月5日
出品申込方法
出品料を下記口座に振り込みの上、下記の書類に必要
事項を明記し、事務局まで郵送してください。
［ 2017 年 12月5日
（火）必着］
●出品票などの内容を確認後、出品申込受付証をお送りします。

① 記入済の出品票（裏面に出品料振込明細書（コピー可）を
貼り付けてください）

りを
① 記くだ済の出品票（裏面に出品料振り込み明細書（コピー可）
②貼付く
出品申込受付証ハガキ
（搬入・搬出方法を選択してください）
ださい。）

ペースの出版物や印刷物、HP、広報、本展の関連制
作物へ使用する場合があります。ご了承ください。

⑤ 申し込みの際に記載された事項は、本展の展覧会関連
制作物、HP、その他関連媒体に掲載されることを許諾

するものとします。

⑥ 応募資料の返却はいたしません。
⑦ 入選作品には、裏側に金具（ヒートン）
を落下防止のため
につけさせていただきます。ご了承ください。
個 人 情 報の取り扱いについて
お申し込みの際にご記入された氏名、
住所などの個人情報について
は、個人情報保護法その他関係法令を遵守するとともに、
その情報
の運用については、事務局が適正に管理し、
トーキョーアーツアンド
スペースの事業に関する資料送付、連絡、
その他本事業の業務目

搬入
・搬出方法を選択してください）
作品搬入受付証ハガキ
（搬入
・搬出方法を選択してください。）
②③出品申込受付証ハガキ
（
審査結果通知ハガキ
④
（搬入・搬出方法を選択してください。）
③ 作品搬入受付証ハガキ

的以外には使用しないものとし、
その保護に万全を期してまいります。

④ 審査結果通知用ハガキ

出品申込書送付先／お問い合わせ先

●②、
③及び④は宛名面にご本人の住所・氏名をご記入ください。

●②、③及び④は宛名面へご本人の住所・氏名をご記入ください。

振込先：みずほ銀行 青山支店 普通預金 1719589
口座名：公益財団法人 東京都歴史文化財団
東京都現代美術館
ザイ )トウキヨウトレキシブンカザイダン
トウキョウトゲンダイビジュツカン
出品 料 振り込みの際の注 意 事 項
出品票裏面に貼付していただく振込明細書にて出品料の振り
込み確認をいたします。お振り込みの際は、振込人名義と応募
者名を同じ表記にしてください。
複数の応募者同士で一緒に出品料の振込みを行うと個々の出
品料の受領確認ができなくなります。出品料は必ず1 名ずつお
振リ込みください。

出品申込先
ワンダーシード2018 事務局 宛

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-4-16

トーキョーアーツアンドスペース本郷
お問い合わせについて

出品に関するご質 問はメールに限り受け付けいたします。
お名 前 、ご住 所 、お電 話 番 号 、メールアドレスを明記の上、下
記アドレスまで送 信ください。
ワンダーシード2018 事 務 局メールアドレス：

seeds2018@tokyoartsandspace.jp
よくある質問＆回答について
お問い合わせにつきましては、以 下のウェブサイトにある質問
も参 考にご利 用ください。

http://www.tokyoartsandspace.jp

作品搬入｜

A、Bどちらかを選択してください。

作品販売について

よくお読みの上、
間違いのないようご注意ください。

「作品ラベル」を切り取り、必要事項を記入し、作品裏側右上に貼付して搬入ください。特殊な設置方法及び設置の際
の留意点がある場合は、その内容を「作品取り扱い・展示方法に関する注意事項」にご記入ください。申し込み後の内容
の変更は受け付けません。間違いがある場合、審査会への出品が不可となる場合がありますので、
ご注意ください。

ワンダーシード2018は、若 手アーティストとアート

ファンの出合いの場として、入選したすべての作品

を販 売する公 募 展です。作 品をより多くの方にご
購入いただけることを目的として、展覧会場とウェブ

A

します。代理の方や、ご本人の手配された美術運搬業者などに

直接搬入

サイトで同時に販売します。地方在住の方など、直

より搬入することも可能です。ただし、開梱作業、受付での出品

接会場に足を運べない方にも作品をご購入いただ

出品者本人または本人の手配する美術品運搬業者等に

手続きを含むため、宅配便にて送付された作品は受け付けいた

く事が可能です。

より搬入される方。
（ 開梱作業を含みます。なお、宅配便による

しませんので、ご了承ください。時間帯によっては受付が混雑す

入選作品発表後、個別にアーティストと販売業者

送付作品は受け付けいたしません）

ることがあります。お時間に余裕を持ってお越しください。

の間で支払条件、販売手数料についての契約書
を取り交わしていただきます。
● 売約済作品の購入者への作品引渡しは、販売期間終

搬入日時

B

（土）10:00〜16:00
2018年1月20日
（日）10:00〜15:00
2018年1月21日

送付搬入

事務局が指定する業者である株式会社ハート・アンド・アー
トに梱包した作品を送付される方（開梱は株式会社ハート・アン
ド・アートが行います）

搬入場所
委託先倉庫（ 株式会社ハート・アンド・アート）
〒135-0053 東京都江東区辰巳2-4-4 TND 潮見センター 5F

了後、販売業者がすべて行います。
● 販売業者については入選者宛に別途ご連絡いたします。
● 会場とウェブサイトでの同時販売といたします。
● ワンダーシード2018展覧会期後も、オンラインのみでの
作品販売を3月31日
（土）
まで継続する予定です。

送付期間

販売対象作品

（木）
〜1月19日
（金）必着
2018年1月18日

入選作品全点

送付場所

作品販売価格について

持参するもの
出品作品（ 裏面に作品ラベルを貼り付けてください ）
事務局より送付いたし
出品申込受付証（出品票を受け付け次第、
ます）

〒135-0053 東京都江東区辰巳2-4-4 TND 潮見センター 5F
株式会社ハート・アンド・アート ワンダーシード係

TEL: 03-6457- 0961

本人販売希望価格を参考に、最終的にはワンダー
シード2018事務局で決定した金額にて販売いたし
ます（ 前回の販売平均価格：約3万円 ）。なお、決定した
販売価格は、販売業者からの契約書の送付の際に

注意事項

お知らせいたします。希望価格に大幅に添わない場

当日は作品を開梱し、受付窓口にて出品の手続きを行ってくださ

合もございますので、ご了承いただきますようお願い

い。作品をお預かりした際に、
「作品搬入受付証」
をお渡しいた

いたします。

内覧会
展覧会開催前に、審査員、美術関係者を招き、内

作品搬出｜

A、Bどちらかを選択してください。

覧 会を開 催いたします。内 覧 会での購 入 希 望が
あった場合は、展覧会に先立ち売約済作品とさせ
ていただきますので、
あらかじめご了承ください。
内 覧 会の日時につきましては入 選 者 宛に別 途ご
連絡いたします。

A

直接搬出

出品者本人または美術品運搬業者により搬出される方
（ 梱包を含みます）

注意事項
「作品搬入受付証」
を忘れずにお持ちください。引き替えに作品を
お渡しいたします。代理（業者も可）
の方が引き取りに来られる場
合も、必ず
「作品搬入受付証」
をご持参ください。

搬出日時・場所
【選外作品】2018年 2月17日
（土）10:00〜16:00

作品が売約となった場合、搬出の必要はありません。
指定日時に引き取りがない場合は着払いにて梱包発送（有料）
い
たしますのでご了承ください。

（日）10:00〜15:00
2018年2月18日

株式会社ハート・アンド・アート
ワンダーシード係

〒135-0053 東京都江東区辰巳2-4-4
TND 潮見センター 5F
【入選作品】入選者宛に別途ご連絡いたします。

B

着払い返送

事務局が指定する業者である株式会社ハート・アンド・
アートより着払いにて梱包発送を希望される方
● 着払い料金：4,320 円（税込）
（ 但し、沖縄および離島地区につ
いては別途実費が加算されます）

持参するもの
① 作品搬入受付証（ 作品搬入時にお渡しいたします）
② 梱包材（ お持ち帰りのための梱包材は各自でご用意ください。
事務局では用意いたしません）

注意事項
お預かりした作品は、選外作品については2018年3月中旬、入
選作品で販売がなかったものについては2018年 4月下旬までに
ご返却いたします。
引 越しなどの 事 情 で、出 品 票 にご 記 入 いただいた 住 所 に
変 更がある場 合は、ワンダーシード2018事 務 局 宛に、メール
「 着 払い返 送
（ seeds2018@tokyoartsandspace.jp）にて、
先住所変更」
と明記の上、お名前、変更前住所、変更後住所を
ご通知ください。

また、内覧会・展覧会会期中に、会場受付にて入
選者のポートフォリオ（ 様式はワンダーシード2018 事務
局作成 ）
を設置いたします。入選者には結果通知後

にご案内をお送りいたしますので、
ご確認ください。

作品ラベル
下記の「作品ラベル」は搬入方法に関わらず、必要事項を記入の上、全出品者
が作品裏面の右上に貼り付けてください。
特殊な設置方法及び、設置の際の注意点がある場合は、その内容を「作品取り
扱い・展示方法に関する注意事項」
の項に明記ください。作品が紙１枚の場合な
どは必ず記入をお願いいたします。
貼り付け方法は、両面テープなどで行い、
はがれないようにお気をつけください。
切り取り

天

地
搬入方法に関わらず、全出品者が
作品裏面の右上に貼付けてください。

切り取り

（出品申込受付証の番号を、必ずご記入ください）

受付番号

（フリガナ）

氏名

作家名
制作年

電話番号

搬出方法
（いずれかに○をする）

作品取り扱い・
展示方法に
関する
注意事項

直接搬出・着払い返送

ワンダーシード 2018

氏名

主な活動歴
裏面に振込明細書を添付してください。

年度
（西暦）

募集要項の内容に同意し、
出品を申し込みます。

活動歴
最終学歴

フリガナ
ローマ字表記

氏名

主な個展

（作家名）

※作家名で出品する場合は、本名と作家名の両方を必ず記入してください。

都・道

〒

府・県

主なグループ展

住所

主な受賞歴
への参加歴
TOKAS（旧 TWS）

生年月日

西暦

年

月

日
（

歳）

アンケート
2018年3月31日現在

1. どこ（ 何の媒体 ）でワンダーシードのことを知りましたか？（ 複数回答可 ）
（名前：
a. 美術雑誌など

）

性別

（ PC でのウェブ閲覧／携帯電話サイトの閲覧）
b. インターネット

（ 1 ）TOKAS ウェブサイト

（ 2 ）TOKAS メルマガ

（4）
その他のウェブサイト、
ブログ
（

c. 知人など

（ 3 ）TOKAS Twitter 、Facebook

男 ・ 女

） （5）
その他の Twitter 、Facebook 告知

d. 学校の掲示板

e. TOKAS の展覧会・イベント案内（ちらし）

電話番号

（旧 TWS）
にご来館されたことはありますか？
2. 今までに TOKAS
a. 来館したことはない

b.1 回

c. 数回

（月
d. 定期的に

回）

FAX 番号

（旧 TWS）
が実施している事業に 応募したことがありますか？
3. 今までに TOKAS
（ 複数回答可 ）

b. ワンダーシード

切り取り

a.トーキョーワンダーウォール

c. 展覧会企画公募、Tokyo Experimental Festival

レジデンス・プログラム
d. 二国間交流事業（海外派遣）、

e. オープンサイト

f. その他（

）

（旧 TWS）
に期待する支援事業は何ですか？
4. アーティストとして TOKAS
3.（ 複数回答可 ）
a. 若手アーティストの発表の場の提供
c. 一般の人たちと交流する場の提供

メールアドレス

b. 他のアーティストと交流する機会の提供
d. 海外での活動に必要な情報の提供

e. 若手アーティストの継続的プロモーション支援（ TOKAS によるウェブ・ポータルへの掲載など）
f. その他（

必ずご記入ください。未記入は受け付けません。
）

5. アーティストとして必要な根本的支援はどのようなものですか？（ 複数回答可 ）
a. 制作資金援助

b. 制作場所の提供

携帯電話番号

ない
g．

c. コンクールなど付加価値を高める仕組み

タイトル

d. 海外アート・スペースとの交流事業への参加支援

e. 履歴書の書き方、作品撮影やプレゼン技法など、実用的知識の伝授

キュレーター、
コレクターとの人脈開拓
f. ギャラリスト、

g. その他（

）

制作年

年

（西暦）

素材

寸法

（53.0×53.0cm 以内・
額装込サイズ）

たて
（

）cm ╳ よこ
（

）cm ╳ 厚さ
（

）cm

出品料振込み明細貼付欄（コピー可）

本人希望
販売価格

円

（額装込・
税込の値段）

※額装作品の場合
（内 額装

円）

出品申込受付証

注意事項

搬入・搬出方法
（該当するものにそれぞれ○をつけてください）
記載のない場合は送付搬入・着払い返送とさせていただきます。申し込み後に搬入、搬出方法を変更することはできません。
ダウンロードした出品票で応募する場合、
申込書類の

このたびはワンダーシード2018にご応 募いただきまし

て、誠にありがとうございます。出品申込を受け付けまし

うち、

たので通知いたします。

・ 出品申込受付証ハガキ

● 直接搬入をご希望の方は、搬入時に本証が必要になりますの

・ 作品搬入受付証ハガキ

で、大切に保管し搬入当日に必ずご持参ください。

・ 審査結果通知ハガキ
の3 点は、右記の
・ 出品申込受付証
Ａ｜直接搬入

・ 作品搬入受付証
・ 審査結果通知

日時：2018 年 1月20日
（土）10:00 〜16:00

を切り取り、必要事項を記入した上で、郵便ハガキ3

場所：株式会社ハート・アンド・アート

日時：2018 年 1月21日
（日）10:00 〜15:00

枚の裏面（白紙面）
にそれぞれ貼付してください。

Ｂ｜送付搬入

ハガキの表面には、住所、氏名を記入し、他の申込

期間：2018 年 1月18日
（木）〜 19日
（金）必着

書類とあわせて提出してください。

場所：〒135-0053 東京都江東区辰巳 2-4-4

TND 潮見センター5F

株式会社ハート・アンド・アート ワンダーシード係

切りはなさないでください

作品搬入受付証
搬入・搬出方法
（該当するものにそれぞれ○をつけてください）
記載のない場合は送付搬入・着払い返送とさせていただきます。申し込み後に搬入、搬出方法を変更することはできません。
このたびは作品をご応募いただきまして、誠にありがとうござい
ます。確かに作品をお預かりいたしましたので通知いたします。

審査結果は2月13日
（火）
（予定）
にトーキョーアーツアンドス
ペースウェブサイト
（http://www.tokyoartsandspace.jp）
切り取り

に掲載します。
● 直接搬出をご希望の方は、搬出時に本証が必要になりますの
で、大切に保管し搬出当日に必ずご持参ください。

Ａ｜直接搬出
【選外作品】2018 年 2月17日
（土）10:00 〜16:00
【選外作品】2018 年 2月18日
（日）10:00 〜15:00
日時：2009 場所：株式会社ハート・アンド・アート

【入選作品】入選者宛に別途ご連絡いたします。
Ｂ｜着払い返送
返送日程：
【選外作品】2018 年 3月中旬まで

返送日程：
【入選作品】2018 年 4月下旬まで

切りはなさないでください

審査結果通知

この度はご応募いただき誠にありがとうございました。左
記のとおりご通知いたします。作品搬出は下記の通りで
すのでよろしくお願いいたします。

選外作品
Ａ｜直接搬出

2018 年 2月17日（土）10:00 〜16:00
（日）10:00 〜15:00
2018 年 2月18日
場所：株式会社ハート・アンド・アート

B ｜着払い返送

2018 年 3月中旬までにご返却いたします。

入選作品
Ａ｜直接搬出
入選者宛に別途ご連絡いたします。

B ｜着払い返送

2018 年 4月下旬までにご返却いたします。

