
（公財）日本手工芸作家連合会主催 

平成 31 年度公募「第 52 回創作手工芸展」応募規定 
 

【趣 旨】 伝統文化の一端である手工芸の普及並びに生活文化の向上に資する活動展開の一環として、

多数の手工芸愛好家の皆さまの作品発表の場として、また手工芸作家の方々の交流の場と

して開催致します。 

【会 期】 平成３１年５月２９日（水）～６月４日（火）（６月３日（月）休館日） 

【時 間】 午前９時３０分～午後５時３０分（最終日は午後１時） 

【会 場】 東京都美術館 ギャラリーＣ（ＪＲ上野駅公園口より徒歩７分） 

【種 類】 手工芸作品で、未発表作品に限ります。 

作品は一人２点まで、１点につき１枚の出品申込書を提出して下さい。 

【大きさ】 縦 180cm×横 180cm×奥行 90cm 以内、重量は 50kg 以内とします。 

【応募料】 一 般 １７,０００円（２点の場合 ２４,０００円） 

      会 員 １５,０００円（２点の場合 ２１,０００円）、 学 生 ５,０００円 

【応募期間】平成３１年２月１８日(月)～５月９日（木） 

割引特典：３月３１日(日)迄に同封の郵便振替用紙にて、応募料（出品申込書は後日で結

構です）を払込みされた方に限り、払込総額より１,０００円引きでお支払いください。 

【応募先及びお問合せ】 

〒101-0052 東京都千代田区神田小川町 3-6-10  MO ビル 407 号 

公益財団法人日本手工芸作家連合会 事務所 

（TEL ０３－５２８２－５１４１  FAX ０３－５２８２－５１４０） 

e メール info@syukogei-sakka.or.jp 

お電話でのお問合せ：月・水・金 午前 10 時～午後 4時 

 

【応募方法】出品申込書に必要事項を楷書で記入の上、作品の写真２枚（スケッチ可）を添えて上記応

募先に郵送で申し込みください。 

応募料は、同封の郵便振替用紙にて５月９日（木）までにお払込ください。 

【郵便振替口座番号】00100-5-85006 

      【加入者名】公益財団法入日本手工芸作家連合会 

なお､一旦お納めいただいた応募料はご返却致しませんのでご了承ください。 

また､応募料の領収証は郵便振替の払込受領証をもって代えさせていただきます。 

 

【作品搬入】①業者搬入：５月１３日（月）～１５日（水）午前９時～午後５時 ※時間厳守 

搬入作品貼付用紙-Ａに必要事項を記入して､出品作品の裏側に貼付してください。 

搬入作品貼付用紙－Ｂに必要事項を記入して梱包の箱に貼付し、下記住所の指定倉庫に

期間内必着にてお送りください。  

    

宛先 〒344-0063 埼玉県春日部市緑町 2-10-30 

         （株）牧野商会 創作手工芸展係宛 TEL 048-736-9717 

      

②個人搬入：５月２２日（水）午前１０時～午後４時 ※時間厳守 

       搬入作品貼付用紙-Ａに必要事項を記入して､出品作品の裏側に貼付してください。 

東京都美術館地下３階作業室に、展示できる状態にして搬入してください。 

搬入・搬出は美術館裏側の搬入・搬出出入り口をご利用ください。 
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