
募集作品

応募方法

応募料 無料 ※ただし、応募のための申込書および作品や資料の提出・返却にかかる送付料は応募者のご負担となります。

[お問い合わせ]ポコラート全国公募事務局  （担当：嘉納、清水）   アーツ千代田 3331内　電話：03-6803-2441［代表］  Eメール：pocorart@3331.jp

応募の注意点

応募に必要なもの

応募先

メールでの
ご応募

身体を使った表現や音を使った表現など、形にならないさまざまな表現を幅広く募集します。
・ 例えば、体験の喜びを分かち合う表現をワークショップ形式で発表したり、
    公演や公開制作といった表現をライブパフォーマンス形式などで発表できます。
    またその他、表現の記録をビデオ上映で発表することも可能です。
    「表現の形態」と「発表の形態」を組み合わせて自由な発想でご応募ください。
・ 応募者一人（１組）につき３作品まで応募可能です。

・ ワークショップの応募に必要な書類はウェブサイトからダウンロードできます。
・ 映像資料を提出する場合は５分以内にまとめた映像データ（.mp4）をDVDにコピーして、
    また音源を提出する場合は音源データ（.mp3）をCDにコピーして、必ず郵送でご応募ください。
    ※ DVD、CDを提出の際にはレーベルに氏名を明記してください。

応募申込書に必要事項を記入して、作品資料を同封の上、
ポコラート全国公募事務局宛に郵送またはメールでお申し込みください。

● 火気を用いたり、悪臭を放ったり、他者の著作権を侵害するなど危険・有害・違法な作品は応募できません。
● 応募申込書他提出された書類・資料は返却いたしません。
● 事務局では提出された映像や音源を一切編集いたしません。

① 形にならない部門 応募申込書
② 各種作品資料

〒101-0021　東京都千代田区外神田6丁目11-14
アーツ千代田 3331　ポコラート全国公募事務局　宛　

※5MB以上のファイルを添付すると、受信できず受付できない場合がありますのでご注意ください。
※1作品につき、１件ずつお申し込みください。
※映像資料・音源資料は必ず郵送でお送りください。

件名に作品部門は、「ポコラート全国公募vol.7作品部門の応募」、
形にならない表現部門は、「ポコラート全国公募vol.7形にならない表現部門の応募」とご記入のうえ、
作品と応募に必要なものを添付してpocorart_entry@3331.jpまでお送りください。

ワークショップ  ① ワークショップ企画書（ウェブサイトからダウンロード）
  ② 企画を説明する添付資料（映像や写真、音源など）
ライブパフォーマンス 身体を使った表現 ① 発表プラン（A4用紙２枚まで)
  ② 映像資料（DVD）
 音を使った表現 ① 発表プラン（A4用紙２枚まで)
  ② 音源または映像資料（CDまたはDVD）
その他  ① 発表プランなど（A4用紙２枚まで)
  ② 作品を説明する添付資料（映像や写真、音源など）

電話番号　

参加形態（○で囲む）

障がいのある方は、該当するすべての障がいを○で囲んでください。障がいのない方は未記入でご提出ください。
身体障がい（　視覚 ・ 聴覚 ・ 肢体 ・ 内部　） ・ 知的障がい ・ 精神障がい ・ 発達障がい ・ その他（　　　　　　　　　　　）

所属（会社名／施設名／学校名など）

個人　・　団体応募（施設や教室からの複数口応募）

表現の形態（○で囲む）

（いずれか一つを選んで○で囲んでください。）

ものを作る　　・　　体を動かす　　・　　音を出す　　・　　その他 (                                       )

発表の形態
1. ワークショップ （ ものを作る ・ 一緒に体を動かす ・ その他 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ）　　
2. ライブパフォーマンス　　　3. 上映
4. その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

EメールまたはFAX番号　

※必須

都・道・府・県

住所（〒　　　　̶　　　　　）　 （建物の名称、部屋番号までお書きください。）

制作者との続柄（○で囲む） 本人　・　家族　・　友人　・　施設担当者　・　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

作者プロフィール（発表歴など。グループの場合はメンバーの構成もご記入ください。）

作品・企画の概要をお書きください。

※審査の参考にするものではありません。

※審査の参考にするものではありません。

※上演・上映時間はこちらにお書きください

制作者（グループで応募の場合はグループについてご記入ください。）

審査結果の通知先 （必ず連絡の取れる個人名をお書きください。制作者本人でなくても構いません。）

【個人情報の取り扱いについて】 ポコラート全国公募では、本応募申込書に記載いただく個人情報を、審査結果の通知、作品の返却、本展の催行・運営に必要な範囲でのみ用います。
なお入選作品は、展示、図録、情報紙誌への掲載および広告に使用する際に、作者の氏名を明示する場合があります。

応募申込書

氏名
（ふりがな）

所属施設名
施設または教室からの
複数口応募の場合
チェックを入れてください

年齢 　　　歳 性別　　男　・　女氏名またはグループ名
（ふりがな） ※雅号、アーティストネームを使用の場合は本名も併記してください。

作品名または企画名
（ふりがな）

vol.7
②形にならない表現部門

応募要項 vol.7
②形にならない表現部門

従来の「ワークショップ」部門が、「形にならない表現部門」と名称を新たにしました。絵画として額に収まりきれない作品、彫
刻として展示台にのらない作品、身体や音を使った表現、アクションやパフォーマンスなどを対象とします。既存のアートの形
にこだわらない、新境地を切り開くような表現の数々をお待ちしています。

受付番号
受付日

備考

記
入
不
要

必須
必須

応募に必要なもの

以下は該当する場合のみ必須

※ 応募申込書は1作品ごとに1枚ご記入ください。
※ 複数枚必要な場合は、コピーもしくは
    ウェブサイトからダウンロードしてご使用ください。

※ 作品票は1作品ごとに1枚ご記入ください
※ 作品票は指定の場所に貼り付けてください。
実物作品→平面作品は裏面右下、立体作品の場合は背面
写真資料→写真資料の最後のページの裏面

応募要項 vol.7
①作品部門

ダイナミックで自由な発想と、自発的なエネルギーに満ちあふれた作品を幅広く募集します。絵画、彫刻、写真はもちろん、
そういった枠におさまらないような「これも作品なのかしら!?」「これもアートなの？」といった作品も大募集！
みなさまのご応募をお待ちしております。

② 作品票必須 必須① 作品部門 応募申込書

募集作品

応募料 無料 ※ただし、応募のための申込書および作品や資料の提出・返却にかかる送付料は応募者のご負担となります。

応募の注意点

応募方法

平面作品、立体作品、映像作品、ドローイングブック、文芸作品をはじめ、さまざまな表現を
ジャンルを問わず募集します。応募者一人（１組）につき３作品まで応募可能です。

● 応募作品は原則未発表のものに限ります。
● 造形作品の場合、高さが３ｍ以内であること。
● 火気を用いたり、悪臭を放ったり、他者の著作権を侵害するなど危険・有害・違法な作品は応募できません。
● 搬送時に破損・損傷しないように、十分な梱包がなされた状態で搬入してください。

実物作品
受取指定日

出品時の
留意事項

直接持込み ： 2017年1月22日（日）、23日（月）11:00～18:00
宅配指定日 ： 2017年1月30日（月）、31日(火)
上記日程いずれかで応募作品を受け取ります。日時指定の上、宅配便で作品と応募に必要なものを一緒にお送りください。
直接持ち込まれる方は、事前に事務局（03-6803-2441［代表］ アーツ千代田 3331ポコラート担当）までご連絡ください。

● 組作品や長尺の作品を実物での応募の場合、応募作品一挙公開時には会場の都合上全てを公開できない可能性がございます。予めご了承ください。
● 作品の取扱いは慎重かつ丁寧に努めますが、搬入出時、また展示時による作品損傷、事故などについては責任を負いかねます。

実物作品での応募
宅配便で応募できるサイズの作品に限り、実物作品で応募できま
す。下記の応募に必要なものを同梱して送付搬入または直接持込
みでご応募ください。
※原則として、直接持込みでの搬入の場合は直接搬出、送付搬入の 
   場合は送付搬出となります。
平面作品（絵画、写真、書道など）、立体作品（彫刻、インスタレーション
アートなど）、ドローイングブック、文芸作品（絵本、小説、戯曲など）
額装はしてもしなくても応募可能ですが、額装する場合はガラスで
はなくアクリル板を使用してください。
映像作品（アニメーション、劇映画、ドキュメンタリーなど）
映像データ（.mp4）を DVD にコピーして提出。作品が 5 分以上の
場合、本編を収めたDVDの他に５分以下の審査用のダイジェスト版
を収めたDVDも併せてお送りください。

※ 大きい作品だけでなく実物作品で応募できるサイズの作品も対象です。
※ 1 点につき複数の写真を添付できます。
郵送　デジカメ等で撮影した写真をA4紙にプリントアウトした物、
または紙焼き写真をA4紙に貼り付けた物をお送りください。
メール　撮影した写真を写真データ（.jpeg）で１MB程度にし、本文
に添付してお送りください。5MB以上のファイルを添付すると、受信
できず受付できない場合がありますのでご注意ください。

写真資料での応募
宅配便では送ることができないようなスケールの大きな作品
は、写真資料で応募することができます。必ず作品の全体像が分
かるように撮影し、下記の応募に必要なものとともに郵送また
はメールでご応募ください。

展示プラン

結果通知用封筒

返送用着払い伝票

複数で構成される組作品、インスタレーション（空間芸術）作品、メディア作品の場合には必ず作成してください。
展示プランはA4サイズの紙に、図などとともにご記入いただき、裏面に制作者名と作品名を明記してください。

メールまたはFAX環境のない方に限り、郵送で結果を通知します。82円切手を貼った長３サイズの封筒に連絡先住所
を書いて、同封してください。

送付搬入を選択された方は搬出用の着払い伝票に送り先を明記し同梱してください。

以下は該当する場合のみ必須
結果通知用封筒 メールまたはFAX環境のない方に限り、郵送で結果を通知します。82円切手を貼った長３サイズの封筒に連絡先住所

を書いて、同封してください。

ポコラート全国公募の流れ
応募申込

審査

審査結果の通知

公募展準備

全国公募展vol.7
開催

vol.7受賞者展
開催

応募期間：
2016年12月1日（木）～2017年2月11日（祝・土） ※必着

実物作品での審査をご希望の場合は、
送付搬入または持ち込みでご応募ください。
資料での応募は郵送またはメールでご応募ください。

2017年 3月3日（金）～5日（日）［予定］
会場／アーツ千代田 3331 2 階 体育館

メールまたは FAXでお知らせします。
※郵送での通知を希望する場合は、
   お申し込み時に返信用封筒を
   同封してください。

2017 年 9月［予定］
会場／アーツ千代田 3331
1階メインギャラリー

公募展入選作品の中から各審査員賞、
千代田区長賞、オーディエンス賞を選出

2017 年度秋以降開催［予定］
次なる展開が…！
日本国内、海外への巡回展を計画中！

全国公募展 vol.7で選ばれた
受賞者によるグループ展を開催。

資料で入選した作品は、実物作品を搬入。

事務局と発表に向けた調整、協議。

応募作品一挙公開および作品審査。
来場者による一般投票も行います。

作品部門

形にならない表現部門

アーツ千代田 3331
〒101-0021 東京都千代田区外神田6丁目11-14（旧練成中学校）

審査結果の通知

A. 参加料は無料です。ただし資料や作品の提出・返却にかかる送料は、
    応募者負担になります。

A. ポコラートでは一般的な画材だけでなく、身のまわりにある日用品を 
    使った作品をはじめ、形にはならないような表現まで、さまざまな
    表現が審査対象です。

A. 応募者１名につき３作品まで応募できます。
    たくさんの作品を合わせて１組とした「組作品」での応募もできます。

A. 各部門ごとに３作品まで応募可能です。

A. 入選作品は公募展会期終了まで事務局で保管します。
　　ただし、一時返却を希望される場合は、事務局へご相談ください。
　　落選した作品は審査結果通知後に返却いたします。

A. 梱包を一つにまとめて送られた場合、落選作品も公募展会期
    終了まで事務局で保管し、入選作品とあわせて返却いたします。

A. 写真資料・応募必要書類は返却いたしません。

A. 応募作品一挙公開では、受付番号のみ表示します。
    入選した場合は公募展において氏名や都道府県名まで記載しますが、
    公開の可否は再度ご確認いたします。

A. 審査は応募形態（実物作品、写真資料）を問わず平等に行います。
　　作品に合った応募方法でご応募ください。

Q. 公募への参加にお金はかかりますか？

Q. 応募したい作品が審査の対象になるか心配です。

Q. たくさんの作品があるのですが、
     どのように応募したら良いでしょうか？

Q.「作品部門」「形にならない表現部門」両方に
     応募することはできますか？

Q. 審査のあと、応募した作品はどうなりますか？

Q. 複数の作品を応募して、入選した作品と落選した作品が
    ある場合はどうなりますか？

Q. 応募した際に送った資料は返ってきますか？

Q. 個人情報はどこまで公開されますか？

Q. 実物作品での応募の方が審査に有利ですか？

審査審査審査

実物作品での審査をご希望の場合は、
送付搬入または持ち込みでご応募ください。
資料での応募は郵送またはメールでご応募ください。

2017年 3月3日（金）～5日（日）［予定］
会場／アーツ千代田 3331 2 階 体育館

応募作品一挙公開および作品審査。
来場者による一般投票も行います。

A. 梱包を一つにまとめて送られた場合、落選作品も公募展会期
    終了まで事務局で保管し、入選作品とあわせて返却いたします。

A. 写真資料・応募必要書類は返却いたしません。

A. 応募作品一挙公開では、受付番号のみ表示します。
    入選した場合は公募展において氏名や都道府県名まで記載しますが、

A. 審査は応募形態（実物作品、写真資料）を問わず平等に行います。
作品に合った応募方法でご応募ください。

Q. 複数の作品を応募して、入選した作品と落選した作品が

Q. 応募した際に送った資料は返ってきますか？

Q. 実物作品での応募の方が審査に有利ですか？

2016年ポコラート全国公募vol.6
審査会場

2016年ポコラート全国公募vol.6
審査会場

2016年ポコラート全国公募展
vol.6会場風景

2016年ポコラート全国公募展
vol.6会場風景

2016年ポコラート全国公募展vol.6
会場風景

2016年ポコラート全国公募展vol.6
会場風景

2015年ポコラート全国公募vol.5
受賞者展

2015年ポコラート全国公募vol.5
受賞者展

2014年ポコラート宣言2014
高知展

2014年ポコラート宣言2014
高知展

2014年ポコラート宣言2014
十和田展

2014年ポコラート宣言2014
十和田展

2016年ポコラート全国公募展vol.6
入選ワークショップ

2016年ポコラート全国公募展vol.6
入選ワークショップ

2015年ポコラート全国公募vol.5
受賞者展

2015年ポコラート全国公募vol.5
受賞者展
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