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New Arts Prospect: Artists from Japan Series V, 2018 

 Calling Artists 
 

  【The Contest in New York - ザ・コンテスト・イン・ニューヨーク】  
 = グランプリにはニューヨークで個展の副賞！= 

 

					 	
	

多種多様なアートがひしめきあう世界⼀のアート・ワールド、ニューヨーク。⽇本で活躍する 
アーティストを当地で紹介する⽬的において、２０１４年に始まった” New Arts Prospect:  
Artists from Japan シリーズ”も今年で第５回⽬を迎えます。 

                                 

                                    毎年、夏に開催される⽇本⼈アーティストによる展覧会は、⽬の肥えたアートラバーのニュー 
                ヨーカーたちからも⾼く評価され回を重ねる度に評判と注⽬度は増しています。⽇本⽂化を 
                背景に⽣まれた独特でユニークな表現⼒に加え繊細かつ精巧な技術⼒を礎にした、クォリティの 
                ⾼い作品群に対する関⼼の深さも伺えます。 

 
       注⽬度の⾼い展覧会としてニューヨークのアートシーンに定着した本展覧会は、５回⽬となる 
                 記念的意味合いも込め【The Contest in New York - ザ・コンテスト・イン・ニューヨーク】 
                 を企画開催いたします。 
 
       本展覧会は、ニューヨークの美術関係者の審査によって選出された作品によるコンテスト形式の 

  展覧会となります。今回は、NPO 法⼈デザ ART（http://www.dessart-npo.org/）のご協賛に 
 より、グランプリに選ばれたアーティストには、副賞として個展開催の機会が与えられます。 
 また NPO 法⼈デザ ART が制作・販売するエコバックのデザインに採⽤される副賞もあり、 
⽇本⼈アーティストの情熱あふれる作品で、ニューヨークのアート・シーンに旋⾵が巻き起こる 
ことを期待しております。 

 
       本展覧会は国際的⽂化交流と⽇本のアートシーンの向上と発展、作家のキャリア・アップにとっ 

ても重要なイベントとしての役割を担っておりおります。 プロ・アマ問わず、アートを通じて作品 
に込めた想いを世界に発信し、意欲的・積極的な活動を展開するアーティストの皆様のご参加を 

    お待ちしております。 

 

注：本展覧会の主旨に従い、コンテスト募集対象者は⽇本在住アーティストに限定させていただきます、あしからず 

  ご理解ご了承いただきますようお願いいたします。 
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【会場】 Ashok Jain gallery  
【住所】 58 Hester St. Grand floor 
              New York, NY 10002 USA 
【日程】   

 
 「The Contest in New York - ザ・コンテスト・イン・ニューヨーク展覧会」 
  Part I :  ２０１8 年 7 月２5 日（水）ー８月 5 日（日） 
                      [レセプション：7 月２６日(木) 午後 6 時-8 時] 
 
                       Part II:  ２０１8 年 8 月 8 日（水）ー８月 19 日（日） 
                      [レセプション：8 月 9 日(木) 午後 6 時-8 時] 
 
 

  
 

  
 
    ＊参考資料：毎年開催される同展覧会、ジェーンギャラリーでの会場風景 

 
 
 
 
 

 

募集要項 
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【作品審査】 

 書類審査を先に実施いたします。 

●「The Contest in New York - ザ・コンテスト・イン・ニューヨーク」 

審査によって選出された各会期 20 名ずつ計 40 名(変更あり)により展覧会が開催され、 

NY 現地での展覧会開催中に審査員の票によって、グランプリが選ばれます。 

 

審査⼿数料＄５０ 

 

 ●審査書類提出 

  別途申込み⽤紙に必要事項を記⼊し全ての出展予定作品画像（JPEG 形式 1400 x1800pixel 以下）

と各作品のインフォメーション（タイトル、サイズ、素材、制作年）を添えて、 

 E メール（nyartwave@gmail.com 宛)にてお申込みください。 

   ＊書き込み資料はワードなどのワープロ書式にてお送りください。 

    （PDF やスキャンしたものは不可） 

   ＊郵送をご希望する⽅は、メールにてご相談ください。 

＊審査⼿数料または出展費払いこみ先については後述。 

＊お申し込み受付後、事務局より「出展申込み受付確認」のメールをお送りいたします。 

   受付確認の連絡と指⽰があるまで、審査⼿数料または出展費などは払い込まないよう 

   お願いします。 
 

   【出展費】   
      ＄５００ ( 会場費、搬⼊搬出代、フライヤー、レセプション代など諸経費込み) 

 

      【選考委員および副賞について】  

   ●選考委員 
  • Mr. Ashok K. Jain (アショク・ジェーン・ギャラリー・オーナー、ギャラリスト) 
  • Ms. Nancy Little （ナショナル・アカデミー・ミュジアム＆スクール前ディレクター) 
  • Mr. MaryBeth Makenzee   

                 （アーティスト、ナショナル・アカデミー美術館会員、メトロポリタン美術館作品所蔵) 
  • Mr. Barney Hodges （アーティスト、彫刻家、ナショナル・アカデミー美術館会員） 
  • Ms. Savona Bailey-McClain  
          (ウェスト・ハーレム・アート・ファンド・ディレクター、アートプロデューサー) 
  • Mr. Fusako Ohta  

              （前ソーホー・キャスト・アイアンギャラリー・オーナー、ギャラリスト) 
       
              等の著名美術関係者数名を予定（変更あり） 

 
 

出展申込み⼿続き 
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  ●受賞・副賞  

   • グランプリ 1 名 - アショク・ジェーンギャラリーでの個展 

   • 特別賞    １名 - NPO 法⼈デザ ART のエコバックデザインに採⽤ 
 

  ＊選考結果は、NY アートウェーブプロジェクトのホームページ上で発表を⾏い、 
   各受賞者あてに個別メールにて詳細をお知らせいたします。 
 
  ＊グランプリ副賞の個展会場には、今秋にジェーンギャラリーでの開催を予定しております。 

  しかしながら、不測の事態等により別画廊に差し替えの可能性もございます。また開催に関して 
  通常と同様の条件で⾏いますが、同意いただけない場合は次席の⽅に権利をお譲りいただくことに

なります。事前にご理解ご容赦いただきますようお願い致します。 
 

 【出展作品】   
  ●平⾯または⽴体オリジナル作品。テーマは⾃由。 
   過去に他の展覧会等で発表した作品も出展可。 

 

 【作品規定】 
  • ⽔彩、油彩、パステル、ドローイング、コラージュ、写真、彫刻、ミックスドメディアなど。 
  • インスタレーション、映像、デジタル作品については、必ず先にご相談ください。 

 

 【作品サイズ規定】 
 平⾯作品の場合 
 壁⾯スペース（額装込みサイズ）横幅100 cm x 縦幅150cm 以内であれば、 
 1 作品〜4 作品まで出展可能、 重さは各１作品 1.5kg 以内まで。 

  

（例）：横95cm x 縦108cm ならば１作品の出展 

    横48cm x 縦48cm ならば２作品の出展 

    横24cm x 縦28cm ならば４作品の出展が可。 
 
（全て額装したサイズの場合。上記はあくまでもサンプルです。規定サイズ内であれば、    
 アレンジは各作家の⾃由。ただし、複数の作品を出す場合、作⾵やサイズが同⼀の 
 ものまたはシリーズなどで、まとま りのある構成であることが条件となります）。 
 
＊作品はワイヤーまたは紐などで、すぐに展⽰が出来る状態にして作品をお送り 
 ください。 
＊額装ガラス不可（輸送途中に破損する可能性が⾼いため）アクリル可。 
＊規定サイズを越えると展⽰できない場合がありますのでご注意ください。 
 
⽴体作品の場合 

フレキシブルに対応いたしますので、サイズや展⽰⽅法については必ず先にご相談ください。 
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● 作品の裏には必ず、インフォを明記しておいてください。 

１）アーティスト名（ローマ字） 

２）タイトル（英⽂） 

３）サイズ（センチ表⽰） 

４）制作年 

５）ミディアム（素材） 

６）必ず天・地を記載 

 

＊⽶国⽇本間の輸送については関税等に関わるため、作品の裏に価格は記⼊しないように 

 お願いします。作品価格については別で連絡していただきます。 

 関税等がかけられた場合、作家側の負担となりますのでくれぐれもご注意ください。 

 

【作品の受付、搬送、返却について】 

＊受付開始等は後ほどご連絡差し上げます。 

 連絡があるまでは、作品を送らないよう固くお願いします。 

＊作品送付の際には詳細な指⽰をいたしますので、必ず指導の基にお送り下さい。 

＊作品の送付輸送費は、各作家ご負担となりますので、くれぐれもご注意ください。 

 （グランプリ受賞者、その他の副賞受賞者も同様） 

＊返却時は⽴て替えで発送させていただきます。⽴替⾦についての確認は 

 発送前に⾒積もり確認のご連絡をさせていただきます。 

 ⽴替⾦についての返信をいただけない場合、作品が返却できない事態となります 

 ので、速やかな返却作業にご協⼒をよろしくお願いします。 

＊返却時の注意点：海外から⽇本国内に輸⼊される物品には、⽇本の法律により  

 物品税が課せられる場合があります。本⼈オリジナルの作品であっても課せられます。    

   品物の⾦額によって、その税額は変わりますが１０００円〜１２００円ぐらいを⽬安と 

 してご予算に⼊れておくことをお勧めします。 

＊送料負担の件も考慮に⼊れ作品をご出展ください。 ⽇本から NY への発送と 

 NY から⽇本への作品発送は、必ずしも同⼀⾦額ではありません。  

   通常、アメリカから⽇本へ発送する場合の⽅が送料が⾼くなるのが⼀般的です。 
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【審査⼿数料および出展料払い込み⽅法】 

申込み受付確認メールを受け取り後、下記指定⼝座に審査⼿数料＄５０（為替レートの 

変動によって振込⾦額が異なります。受付時のレートに換算して振込⾦額をお伝えいた 

します）。 

 

ゆうちょ銀⾏ 

⼝座名義：NPO 法⼈デザアート（エヌピーオーホウジンデザアート） 

記号：228 

⼝座番号：2918350 

 

【注意／免責事項】 

※お預かりいたしました作品は、細⼼の注意を払い取り扱いさせていただきます。 

しかしながら、展⽰中におきまして何らかの不慮の事故、不可抗⼒や災害による 作品の 

汚染・破損事故等が発⽣した場合、弊社は免責となり⼀切の責任を負い兼ねますので，

事前にその旨ご了承いただきますようお願いします。  

 なお、輸送中の破損についても同様に弊社は免責となります。輸送途中の 

   破損については、各⾃の取引輸送会社等にお問い合わせください。 

※提出していただいた作品画像および資料は、本展覧会に関わる PR など公の場で使⽤させて

いただきます。同意していただけない⽅は事前にその旨をお知らせください。 

※審査⼿数料および出展料⽀払い後のキャンセルに基づく返⾦は致しかねますので、 

   くれぐれもご注意ください。 

 

 

 

【募集締め切り】２０１８年６⽉１０⽇（⽇） 
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申し込み資料受付 

⇩ 

審査⼿数料受付 

⇩ 

審査開始 

⇩ 

出展者選考・決定 

⇩ 

選出者発表 

⇩ 

作品の発送⽅法について説明 

⇩ 

作品搬⼊ 

⇩ 

展覧会開催 

⇩ 

レセプション 

⇩ 

審査員による受賞者選考 

⇩ 

受賞者発表 

⇩ 

展覧会終了 

⇩ 

搬出発送 

⇩ 

作品返却作業完了 

⇩ 

受け取り確認 

⇩ 

プロジェクト完了 

 

 

 

     展覧会の流れ 
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【問い合わせ】 

  New York Art Wave Project 

website: http://www.nyartwave.com 

email:nyartwave@gmail.com 

       (担当：Morikawa ) 

 

        ＊お電話での問い合わせは受け付けておりませんので、 

           ご了承いただきますようお願いいたします。 

 


