
“Spectrum I 2022” 展　開催要綱
 

■展覧会タイトル
“Spectrum I 2022”　
Exhibition by Selected Contemporary Artists

■　参加作家人数   
13-14 名 ( 立体作家参加の場合 15-16 名 )　 予定

■会期
2022 年 12 月 5日（月）- 12 月 10 日（土）　
12 : 30 - 19 : 30 [ 12 月 9日（土）最終日は、17:00 迄 ]  

■開催趣旨 
本展覧会のタイトルである “Spectrum” とは分光学で、太陽光をプリズムに通したときに現れる虹
の帯などを表し、広義では「変動するものの範囲」「連続体」といった意味を持ちます。
現代アートというものは、様々な表現方法を駆使して、現代社会が持つ問題や現代社会に生きる人
間の内面を多角的に読み解き、違った視点から表現し、訴えるものであり、何より私たちにとって
重要な身近な未来を予見し、希望を伝えるものでもあります。
2020-22 年の新型コロナウイルス（以下 COVID-19 と表記）の世界的感染拡大は、私たちの生活、
経済、文化全てにおいて大きく変化をもたらしました。COVID-19 と共存する社会の中で私達は今、
アートの役割について改めて考え直し、ひとりひとりのアーティストが柔軟な視点をもって、アー
トを通して伝達することの重要性や関係性を自覚する必要があるのかもしれません。
本展覧会では、弊画廊選抜によるベテラン作家 13-14 名（予定）の多種多様な表現の作品により、
COVID-19 共存時代の美術表現を展観し、次世代の方向性と可能性を探りたいと思います。 また、
本展は弊画廊 bis スペースで開催される Spectrum II との共同開催となります。

■出展形式
出展作家ひとりにつき大作 1点 ( 発表済みの作品出展可）の展示とします。

大作（1点）は、平面及び半立体に準じる作品でサイズは、以下の規定に従ってください。
平面及び半立体に準じる作品で、サイズは、縦 120.0cm 以内 ×横 75.0 ㎝ 以内 × 厚み 20cm 以内、
重量 10kg 以内です。壁面展示は半立体作品である事も考慮し、前面突出部を 20cm までとさせて
いただきます。複数のオブジェで構成された作品の場合は、上記で定めたサイズ内に収まるよう配
置してください。作品は基本額装しない形での展示が好ましいですが額装の場合は、額を含めた外
寸が上記で定めたサイズ内に収まるようお願いします。
立体作品（1-2 名）は、展示スペース中央かコーナーに展示していただきます。50cm四方のスペー
スを使って展示していただきます。 高さは 150cm 以内に収まるようお願いします。作品は複数個
でも展示可能ですが、全ての作品を合わせて上記のスペースに収まるようお願いします。展示台ご
使用の場合、展示台は作家ご自身で用意していただきますが、展示台を含め上記のスペースに収ま
るようお願いします。展示台が複数の場合でも、全ての展示台と作品を合わせて上記のスペースに
収まるようお願いします。弊画廊の方でも展示台を用意していますがサイズと個数（4 台）に限り
がありますのでもし、ご希望の場合は、ご相談ください。
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■搬入
搬入：12月 4日（日）　15 : 00 - 17 : 00　（時間厳守の事）　　陳列：　17 : 00 - 19 : 00　
地方からの出品、または当日直接搬入できない方は、地方からの出品、または当日直接搬入できない方は、
代行業者に頼むなどして上記の搬入日時か搬入日時の前日の 14:00-18:00 に搬入できるよう手配してく
ださい。郵送についてはクロネコヤマトのご利用をお願い致します。陳列については、画廊側で対応します。
必ず作品裏面に参加者名、作品タイトル、作品天地の明示をお願いします。

■搬出
搬出：12月 10 日（土） 17 : 00 - 18 : 00　（時間厳守の事）
地方からの出品、または当日直接搬出できない方は、画廊側で作品の発送 ( 着払い）の手配（ヤマト運
輸もしくは佐川急便に依頼予定）を承ります。その場合、作品の梱包が必要となりますので梱包手数料
(￥2000- 税込 ) をいただきます。必ず申込書の発送希望欄にご記入のうえ梱包手数料の￥2000 を参加
費とまとめてご入金ください。

■参加費 
・出品費           ¥ 18,000 ( 税別 )　 
・事務費           ¥   3,000 ( 税別 )
※事務費　＝　DM費（デザイン制作費・印刷費・発送費）　＋　通信費　＋　キャプション制作費

DMは 1200 枚印刷します。内 300 枚は画廊にて顧客に向け送付します。 アーティストお一人につき 50
枚配布（郵送）いたします。DMの追加を希望される方は、追加分 50枚につき（￥1000- 税込・送料込み）
も承ります。 ぜひお知り合いの方々にお送りくださいますようお願い申し上げます。
キャプションについては、画廊側で作成しますので、申込用紙に作品タイトル、作品の素材、作品販売
価格 ( 税抜き価格）をご記入ください。タイトル、素材、販売価格が決まっていない場合は、“未定” と
ご記入ください。未定の方は、11/10 迄にタイトル、素材、販売価格をメールにてお送りください。
メール：yy.artpoint@gmail.com　担当：吉村

参加費（¥23,100 : 税込）については、参加お申込み後 2週間以内に下記の口座にお振込みお願いします。
お振込先 :  三菱東京UFJ 銀行　銀座通支店    普通口座 1465003　アートフロー　ヨシムラ  ヨシヒコ
参加費用の入金が確認できない場合は、参加資格を失う事があります。原則として参加者の都合による
解約については、参加費の払い戻しは致しません。

■販売手数料
作品販売代金には、10％の消費税がかかります。販売代金（税別）の 20% を手数料として申し受けます。
その発送、梱包はギャラリーで致します。発送費用についても画廊で負担します。販売代金（税別）の
作家への支払いは、原則的に末締め翌月末払いとなります。
尚、展示会終了後弊画廊 HP 等を通じ作品購入希望があった場合、作品販売も可能です。その場合につ
きましては販売代金（税別）の 50%を手数料として申し受けます。

■オープニングパーティー
12 月 5 日（月） 18:00 -19:30
※パーティーは全て画廊の負担でご提供させていただきます。但し、参加希望作家が６名に満たない場
合は開催を見送らせていただくこともありますのでご了承ください。

■特典
本展参加作家は、弊画廊で開催される大賞展（隔年を予定）に参加費（￥12000）を無料で事務費（￥5000）のみ
でご参加できます。また、弊画廊出展予定のアートフェアや海外展（隔年を予定）の参加費割引の特典があります。

■注意事項
＊搬入されてから搬出までの作品の管理は弊画廊でも十分に注意しますが、作品の保全はご利用者側の
責任において行ってください。搬入陳列搬出時に起きた事故・トラブルに関しては出品者がその責を負
うものとなります。また、万一の火災、盗難、汚損、不慮の災害、不慮の事態により規約に変更があっ
た場合は責任を負いかねますので予めご了承下さい。


