2022日本ジュエリー展

第32回

公募

JAPAN JEWELLERY COMPETITION
応募要項

国内用

第 32 回を迎える本展は各々の時代を反映しながら絶えず未来に向けてのジュエリー表現を模索してきました。

■ 開催主旨

2020 年実施の第 31 回展は世界的な新型コロナウイルス感染症の影響により公募展史上初めてとなる会場展示

の中止を余儀なくされ更に私達はこれまで経験した事のない「行動の自由」への制限を受け、豊かな人間関係の

広がりにも深く影を落とすこととなりました 。 ジュエリークリエーターも少なからず影響を受け、様々な経験、
思いを持ちながらジュエリーの役割・可能性に真摯に向き合ってきました。私達 JJDA は今、2022 年から明日
に伝えたい新たなメッセージとして、創造的で優れたジュエリーを世界に向けて公募いたします。
■ 応募料/登録締切

2014 年大賞

■ 作品締切
■ 応募条件

2022 年３月 4 日（金）

2022 年３月 15 日（火）

未発表の装身具（過去に他のコンペに入選及び印刷物等で公表されていないものに限ります）。
使用素材は自由。ただし装身具として着用できるものに限ります。

応募は同一コンセプトの作品５点まで。コンセプトの異なる作品は別に応募してください。
■ 応募部門
■ 応募料

１．一般部門

２．under26部門

1.一般部門 10,000円

３. JJDA会員部門

2. under26部門 4,000円

4 . 海外部門（別途海外用応募要項あり）
3. JJDA会員部門 8,000円

4.海外部門 一般 10,000円(返送料含む）海外部門under26 7,000円(返送料含む）

（コンセプトの異なる作品２種類以上の応募は２種類以降 一般 8,000円 under26 3,000円 JJDA会員 7,000円）

2016 年大賞

■ 応募資格

under26 部門は、2022 年 3 月 31 日時点で 26 歳以下の人に限ります。27 歳以上の人は一般部門

となります。国籍は問いません。海外からの出品は海外用応募要項を必ず確認してください。
■ 賞・賞金

■ 審査員
2018 年大賞

■展覧会場･会期
■ 選考基準

2020 年大賞

個人、グループ、法人を問いません。

大賞

1名

(副賞30万円）

優秀賞

2名

（副賞10万円）

under26部門賞

1名

（副賞 5万円）

海外部門賞

1名

（副賞 5万円）

招待審査員賞

2名

奨励賞

若干名

日本ジュエリー協会賞

1名

招待審査員

＊部門賞以外は全ての部門作品より選出されます。

太刀川英輔

NOSIGNER 代表、
（公社）日本インダストリアルデザイン協会理事長

水沢勉

美術評論家、神奈川県立近代美術館長

審査委員長

柏倉主和

（公社）日本ジュエリーデザイナー協会会長

審査員

河辺由利

（公社）日本ジュエリーデザイナー協会会員

木村善明

（公社）日本ジュエリーデザイナー協会会員

菅沼裕美子

（公社）日本ジュエリーデザイナー協会会員

山崎茂樹

（公社）日本ジュエリーデザイナー協会理事

東京都美術館 1階第3展示室

2022 年 6 月 8 日 ( 水 ) 〜6 月 13 日 ( 月）

・創造性があること

・独創的であること

・提案性があること

・素材及び技術が的確であること

■ 応募料 納付

郵便局備え付けの払込用紙で2022年3月4日(金）
消印までに 下記にお振込みください。
振り込み用紙の通信欄に
「公募応募料」
と必ず明記してください。

登録書は2022年3月4日(金)までに主催／登録先へお送り下さい。

■ 応募登録書

＊FAX または郵送での登録は下記登録書の全項目にご記入のうえ主催／登録先へお送り下さい。
＊ホームページより WEB でも登録ができます。 https://www.jjda.or.jp
＊下の QR コードからホームページに入れます。

一旦納入された応募料は返金いたしませんのでご了承ください。

ゆうちょ銀行 振替口座 口座番号 00170785118
口座名 公益社団法人日本ジュエリーデザイナー協会
ホームページ（https://www.jjda.or.jp) にてクレジットカード決済もできます。
■ 作品受付日
送付先

期日指定 2022年3月15日
（火）
午前中必着
〒104-0032 東京都中央区八丁堀 4-11-7 アライビル８F
公益社団法人日本ジュエリーデザイナー協会
TEL 03-3523-7344

■ 送付方法

・ 梱包方法

タグ（市販のもの）に出品申込書に記入した作品番号のみ記入し、外れないように作品につけて

下さい。梱包は厳重にし、梱包箱は原則として郵便小包箱（ゆうパック小・縦 . 横 . 高さの合計が
60 ㎝以内）で、保険をかけてください。

同封物 : 下記のものを必ず 1 人分（1 種）1 梱包にしてお送りください。

①出品申込書の原本とコピー２部、計３枚

②作品返却用着払伝票 ( ヤマト運輸）に必ず住所、氏名ほか必要事項を記入して下さい。

③全作品が入った写真（L 版・作品の横に作品番号を記入、裏面に天地、氏名を記入）を 2 枚
仕様、装着方法に説明が必要な場合は別途写真を添えて下さい。

公益社団法人日本ジュエリーデザイナー協会

■ 主催 / 登録先
問合わせ先

〒104-0032 東京都中央区八丁堀4-11-7アライビル8F 公募展係

TEL 03-3523-7344 FAX 03-3523-7346

＊作品以外の展示用付属品（マネキン、リング台、その他）は送付しないで下さい。
■ 注意事項

e-mail koboten@jjda.or.jp

次の場合は審査の対象外となりますのでご注意ください。

提出書類が不完全なとき／応募料未納付のとき／受付日時に作品が遅れたとき
破損しているもの／模倣作品と認められるもの

■ 入選発表

審査の結果は応募者全員に書面にて速やかに通知いたします。

■ 作品保管 返却

応募作品は主催者側で誠意をもって管理いたしますが、主催者側では作品には保険契約をいたし
ません。損害については責任を負えませんので、応募者各自必要に応じ保険契約を行ってくださ
い。作品は着払いにて返却します。

■ 諸権利

■ 個人情報の
取り扱い

応募作品のデザインに関する諸権利は応募者に帰属するものとします。尚、本展に応募するこ
とにより、以下の事項については許諾したものとします。
･ 入賞及び入選作品の展示に関する権利、本展図録・広報用印刷物等への掲載権利が主催者側に
あること。
・ 広報宣伝に関する紙媒体・SNS含む電子媒体を問わず写真等の使用、パブリシティーへの掲載
権利が主催者側にあること。
・作品解説及び講演会等における引用の権利等が主催者側にあること。

該当の部門を○で囲んでください。

１. 一般部門

名

フリガナ

応募者名
現住所 フリガナ

応募書類にご記入の個人情報は、個人情報保護法に従って適正な取り扱いをいたします。

尚、公益社団法人日本ジュエリーデザイナー協会からの本事業における確認連絡等運営の為に

２.under26 部門 (2022年 3月 31日時点で26歳以下に限る） ３. JJDA 会員部門
姓

〒

利用します。これ以外に、応募者の同意なしに第三者に開示・提供することはありません。

■ 後援

応募登録書

都道
府県

e-mail
FAX

TEL

公益財団法人日本デザイン振興会／一般社団法人日本ジュエリー協会

under26 部門の出品者は必ず記入してください

公益社団法人日本インダストリアルデザイン協会／公益社団法人日本インテリアデザイナー協会

生年月日

公益社団法人日本グラフィックデザイン協会／公益社団法人日本サインデザイン協会
一般社団法人日本空間デザイン協会／公益社団法人日本パッケージデザイン協会
一般社団法人総合デザイナー協会／日本経済新聞社

年

月

日

学校名

