第58回 全展出品規定
(1)会 期

令和 4年 9月 9日 (金 )〜 9月 17日 (土 )
午前 9時 30分 〜午後5時 30分
最終 日入場は午後 1時 30分 迄、閉場 は午後 2い
(初 日は午後 1時 開場、毎日入場は午後 5時 迄、

(2)会 場

東京都美術館 (上 野公園内)2階 第 2展 示室

(3)公 募種類

日本画、油絵、アクリル、
水彩、パステル、写真、その他

(4)賞

全 日本美術協会賞、光葉賞、新人賞等

(5)出 品料

(す べ て額装 のこと)

18歳 以下 の公募者
:無 料
19歳 〜30歳 の公募者
:5,000円
31歳 以上 の公募者及び全展所属者 :10,000円

(6)応募サイズ及び点数

30号 (909× 90.9cm)以 上100号 (162.1× 162.lcm)ま で 2点 まで
一般応募者 に限 り、 15号 (652× 65 2cm)以 上 100号 まで 2点 まで
水彩画 に限 り、 10号 (53.0× 53 0cm)以 上 2点 まで。 いずれ も未発表作 品に限る

(7)搬 入日

令和 4年 9月

(8)搬 入場所

東京都美術館内地下3階 全展受付
作 品・出品申込書・出品料 をご持参 ください。作品 は開梱 した状態で搬入の こと。 (梱 包資材
の保管場所 は、有 りません。)作 品の搬入・搬出は、必ず美術館裏倶1の 搬入出口より行 ってくだ
さい。正面入日からの搬入はできません。

(9)地方からの出品

地方からの 出品者は令和 4年 8月 29日 迄 に到着するよう、指定荷受業者 (〒 110‑0002東 京都
台東区上野桜木町28‑7公 03‑3822‑3877、 日本美術商事 (株 )気 付全展宛)で 、作品及び出
品申込書 を託送 して下 さい。出品料 は書留郵便で全展事務局にお送 りください。荷受業者
は委託 された作 品 を、上記 の搬入 日時に一括美術館 に搬入 します。搬 出も同様 とします。
作 品は業者より着払 い宅配便で返送 されます。搬入出手数料、梱包手数料が掛 ります。
なお、東京都美術館 に直接送 った作品 は一切受付 ません。

1日 (木

)9時 30分 〜 16時 まで

)東 京都美術館地下3階 全展受付。午前 10時 〜午後3時 迄。陳列作 品及び選外
作 品を搬 出すること.必 ず この時間中に搬 出 して下 さい。指定搬 出 日に搬 出 しない場合
は、保 管 を業者に依頼 します。 この場合 は保管料 を支払 うこと。

(10)搬 出日

9月 18日 (日

(11)審 査および陳列

審査 日 令和4年 9月 2日 (金 )
作 品はすべ て審査 の上 陳列 します。審査 は理事会で選任 された審査員が行 い ます。入選作
品に対 し異議 申立ては出来ません。入選発表は郵便 にて通知 します。

(12)写 真出品要項

●出品料 … 5,000円 (未 発表作品に限る)● 作品テーマ … 自由 ●応募形態 … カラー及びモノクロ
プリントQ単 写真・組写真いずれも可 ●応募作品 … 銀塩 カラーおよびモノクロ作品及びデジタル
カメラ作品 (加 工不可)● 応募サイズ 及び点数 …半切 (35 6cm× 43.2cm)3点 まで。額装のこと。

(13)授 賞式および
懇親会

出品者 の親睦 を図るため、授賞式は9月 9日 (金 )展 覧会場 にて行 い ます
懇親会 コロナ禍 のため行 い ません。

(14)そ の他

不可抗力 の事故 には、本会はその責任 を負 い ません。

全 日本美術協会
事務局

川崎市麻生 区王禅寺西 7‐ 117(柴 田方 )電 話 :044‑988‑7457

※ 会期 中 の事務所 は、東京都美術館 内 に置 きます。 (電 話 :03‑38236921)
た個人1青 報は、本展の審査以外には使用致 しません。
個人1青 報保護法に基 づき、こ提出頂しヽ

ホームベージ :http:〃 zen… ten.org
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