
8.05
9.06

 11.22
-.27

第
７
回
Ｎ
Ｂ
Ｃ
メ
ッ
シ
ュ
テ
ッ
ク

シ
ル
ク
ス
ク
リ
ー
ン
国
際
版
画
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
展

国
際
公
募

作
品
募
集
期
間
入
賞
作
品
展

有
楽
町
朝
日
ギ
ャ
ラ
リ
ー（
東
京・有
楽
町
）

東京都日野市豊田2-50-3
TEL: 042-582-2041主催 株式会社NBCメッシュテック

画版　展

URL: http://www.nbc-jp.com
MAIL: biennale_nbc@nisshin.com

前回会場イメージ前回会場イメージ 前回会場イメージ前回会場イメージ
賞金
大賞 20万円、準大賞 10万円
NBCメッシュテック賞ほか各賞。
上位入賞者は、レセプション会場にて
表彰状と賞金を授与。

そのほか
受賞・入選作品は、11月の作品展に展示の
ほか、1年をかけ東京、山梨、静岡などで開
催される巡回展に展示。上位入賞者は銀座
の画廊にてグループ展開催。



募集要項

応募票 出品票

★　現在までの画歴がございましたら下記にご記入ください。

応募資格：　不　問

応募方法：
 1. 応募票に必要事項をご記入ください。
 2. 出品票に必要事項をご記入の上、作品裏面に貼付してください。
 3. 出品票を貼付した作品、応募票、審査結果通知用の官製はがき１枚
 (宛名には出品者の住所氏名を記入のこと)を同封の上、右記応募
 先まで送付してください。
 4. 作品は、破損防止のためボードに挟むなどの対策を講じた上でご
 送付願います。(額装は不要です)

応募規定：
 1. テーマは自由。出品料は無料ですが応募は一人１作品に限リます。
 2. 作品はシルクスクリーン版画で未発表オリジナル作品に限ります。
 3. 入賞作品の所有権・著作権は主催者に帰属します。その他の作品に
 つきましては、主催者が作品およびその写真や情報を展示、広報、出
 版等に使用する場合、また大学等第三者が主催する展示会等へ無償
 にて貸し出す場合は、これを許諾することを条件とします。
 4. 作品は第三者の著作権等の権利を侵害しないものに限ります。
 5. 作品は原則として返却しません。作品返却希望の方は着払でご返却します。
 6. 輸送中の事故、破損については一切その責を負いかねます。
 7. 作品は、平面展示が可能なもの(厚さ5mm以内)で、全体のサイズが
 297×420mm以内に収まるものとします。なお、ガラス・陶器等の
 われものは対象外とします。（アクリル・塩ビ板等は可）

応募期間：
2019年8月5日（月）～9月6日（金） 必着
審　　査：　作品は審査員によリ、入賞・入選作品を決定します。
＜審査員＞
　松山龍雄　（版画芸術編集主幹）
　野口玲一　（三菱一号館美術館学芸員）
　高木幸枝　（町田国際版画美術館副館長）
　中山隆右　（スクリーン版画家）

　深田晶也　(株式会社NBCメッシュテック代表取締役社長)

作品募集期間 2019年     8月 5日（月）～ 9月 6日（金）
入賞作品展 2019年11月22日（金）～11月27日（水）
  会場： 有楽町朝日ギャラリー（東京・有楽町）

賞 　 金： 大賞 20万円、準大賞 10万円、
 NBCメッシュテック賞 5万円　ほか

作 品 展： 2019年11月22日（金）～11月27日（水）
 有楽町朝日ギャラリー
 (東京都千代田区有楽町2-5-1 有楽町マリオン11F)

応 募 先： 株式会社NBCメッシュテック
 ビエンナーレ展 係
 〒191-0053　東京都日野市豊田2-50-3
 電話  042-582-2041
 URL: http://www.nbc-jp.com
 MAIL: biennale_nbc@nisshin.com

※

※ この印のある箇所は必ずご記入ください。
　 出品手続きをすすめる上で必要となります。

※

※

※

※

※

※

※

第7回NBCメッシュテック
シルクスクリーン国際版画
ビエンナーレ展

★　アンケートにご協力下さい。この公募展をどこで知りましたか？　
・ 弊社ホームページ ・ リーフレット　・ 雑誌広告（雑誌名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

上記募集要項の内容に異議ありません

Mr.
Ms.

★ I wish to participate in this Biennial, accepting the rules for entry.

★ If you have a career in art, please write a short history of your works on this form.

The 7th 
NBC MESHTEC TOKYO INTERNATIONAL
SCREEN PRINT BIENNIAL 
international public offering
Entry Acceptance : August 5 - September 6, 2019
Exhibition Dates : November 22 - 27, 2019
                                          at The Yurakucho Asahi Gallery (Yurakucho, Tokyo)

How to Enter
1. Please complete necessary information on the application form and
 the exhibition form.
2. The exhibition form should be attached to the reverse side of the entry
 you wish to enter.
3. Please send the entry above, and the application form under the same
 cover.
4. The entry should be sent by taking measures such as sandwiching in
 the entry between boards, without glass or frame.

Award
Grand Prize     JPY 200,000- 
Second Prize   JPY 100,000-        ..and the other prizes

<Jury members>
Tatsuo Matsuyama (Chief editor of the journal "Hanga Geijutsu")
Reiichi Noguchi (A curator of Mitsubishi Ichigokan Museum, Tokyo )
Yukie Takagi
 (Assistant director of The International Print Art Museum, Machida, Tokyo)
Takasuke Nakayama (Screen print artist)
Akiya Fukada (President of NBC MESHTEC Inc.)

Entry Acceptance
August 5 - September 6 (Late entries not accepted.)

Qualifications  This competition is open to all artists.

Restrictions
1. The theme is free. The participation fee is also free, however you can
 send only one entry.
2. The entry is limited to unpublished original work of screen printing.
3. All artists accept consent to relinquish possession of the entry.
 And the entry will not be returned.
4. Although reasonable care will be given to entry submitted to this 
 exhibition, the organizer assumes no responsibility for any damage or
 loss that may occur.
5. The works must not violate any third party's intellectual property rights 
 and any other rights.
6. The maximum dimensions of one entry must not be more than
 297x 420 mm (11.7 inch x 16.5 inch sheet size) and thickness to be
 5mm maximum.
 In addition, fragile articles like glass or ceramics will not be accepted.
7. When shipping the work, please specify that the item is 
 NO COMMERCIAL VALUE (the value should be from 5 to 10 Dollar
 (or Euro)). 
 The organizer will not pay any customs duties or other attendant fees.

Exhibition
November 22 - 27, 2019 at The Yurakucho Asahi Gallery.
Yurakucho Asahi Gallery is situated on the 11th floor of the Yurakucho 
Mullion Building.(2-5-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, 11th Floor, Tokyo, JAPAN)

Shipping Address
 NBC MESHTEC Inc. (dept. of the Biennial)
 2-50-3 Toyoda, Hino, Tokyo
 191-0053 Japan
 Phone  :  +81-42-582-2041    Fax  :  +81-42-583-8060
 E-mail  :  biennale_nbc@nisshin.com

Nationality

征集条件
报名资格：不限　問

报名方法：
 1. 在报名表上填写必填事项。

 2. 在参展表上填写必填事项并贴在作品背面。

 3. 将贴有参展表的作品、报名表一同寄至右边的报名地址。

 4. 请将您的作品夹在板中等采取保护措施后寄送以防损坏。

 （无需镶框）

报名时间：
2019年8月5日（一）至 9月6日（五）必须送到

评　　审：作品经评审员评审选出获奖、入选作品。
＜评审员＞

　松山龙雄 （版画艺术主编）

　野口玲一 （三菱一号馆美术馆研究员）

　高木幸枝 （町田国际版画美术馆副馆长）

　中山隆右 （丝网版画家）

　深田晶也　（株式会社NBC MESHTEC总经理）

作品征集时间間 2019年  8月  5日（一）  9月  6日（五）

获奖作品展 2019年 11月 22日（五）  至 27日（三）
  会场：有乐町朝日画廊（东京・有乐町）

奖　　金
　大奖　20万日元

　准大奖·NBC MESHTEC奖　等

作 品 展　2019年11月22日（五）～27日（三）

　　　　　　有乐町朝日画廊
　　　　　　(东京都千代田区有乐町2-5-1 有乐町Mullion 11F)

报名地址　株式会社NBC MESHTEC
　　　　　双年展　作品征集办公室　係
邮编191-0053 东京都日野市丰田2-50-3
 电话  042-582-2411
URL: http://www.nbc-jp.com　　MAIL: biennale_nbc@nisshin.com

报名规定
 1. 主题不限。参展费免费，每人仅限一幅参展作品。

 2. 作品仅限未发表过的原创丝网版画作品。

 3. 获奖作品的所有权和著作权属于主办方。对于其他作品，以作者同意主办方

可将作品及其照片、信息用于展览、广告宣传、出版等，或免费借给大学等

第三方主办的展览会等为条件。

 4. 原则上作品不予退还。(如果作品获奖将退还邮票)

 5. 对运输中的事故、损坏等不承担任何责任。

 6. 作品必须能平面展示（厚5毫米以内），总体尺寸不大于297×420毫米。

不能是玻璃、陶器等易碎品。（亚克力、聚氯乙烯板等可以）

★本作品征集启事（报名表及参展表）可复制使用。

第七届 NBC MESHTEC
国际丝网版画
双年展

报名表

★　您的作画经历。

※

有※标记的为必填项目。
是作品参展手续所需的项目。

※

※

※

※

※拼音（或日语注音假名） 编号（主办方填写）

出生日期（西历）

※参展人姓名

※地址

※电话号码

※填写日　　　　　年　　　月　　　日　　　　签字盖章　　　　　　　　　　　　　　　　　　盖章处

电邮

　职业

对上述征集条件无异议

参展表
编号（主办方填写）

※作品名

※参展人姓名




