
●チーム・コヤーラ秋のモニターツァー

「ラ・スペコラ」、シュヴァル理想宮殿、ガウディ、
ギーガ、アウトサイダーアートを満喫！
あのマニアックアートを巡るヨーロッパの旅

チーム・コヤーラでは現代のアーティストに刺激を与え続ける偉大なアーティ
ストの足跡を辿るモニターツァーを 10 ～ 11 月の間に計画しています。会員
やスタッフ、ご紹介のある方はどなたでも参加出来ます。
【サンプルプラン】
イタリア、スイス、フランス、スペイン　約 10 日間
・訪問先（日程と予算に応じて変更あり）
フィレンツェ大学動植物博物館「ラ・スコペラ」（イタリア）、ギーガ美術館・アール・
ブリュット美術館（スイス）、サグラダ・ファミリア他バルセロナのガウディ建築物（ス
ペイン）、郵便夫シュヴァルの理想宮殿（フランス）
・最少催行人数 5人　定員 15 人
・予算　30 ～ 35 万円前後（人数によって変わります）
・時期　2013 年 10 ～ 11 月のあいだ

7月下旬には旅程と確定予算・申し込み書ができあがる予定です。このツァー
はチーム・コヤーラ会員とそのお知り合い（会員やスタッフの紹介があれば
非会員でもOK）を対象に企画されており、公に募集いたしません。
ご関心のある方に案内書と申し込み書をお送りしますので、羽関オフィスま
でご請求ください。（このツァーのお問合せ〆切 8月末日）
このツァーには羽関（添乗員資格有）が同行いたします。

企画・問合先　羽関オフィス（担当はぜき）　
189-0003 東京都東村山市久米川町 3-27-57
TEL042-395-7547 FAX042-395-7975　
email hazeki@nonc.jp
手配旅行会社：株式会社マンデラ
（東京都知事旅行業免許３－６５７５）
101-0048 東京都千代田区神田司町 2-19-3
丸越ビル 5階
TEL 03-3518-9388 FAX 03-3518-9387 「ラ・スコペラ」※写真はイメージです。
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公募展名 創作人形コンクール　
ＭＩＤＯＷ展 2013

ドールシンフォニー
in 京都 Vol.4

第 1 回クラフトアート人形コンクール

テーマ・方向

性

リアルな形ではなく、リアルな気配をもとめて 京都で唯一の一般公募による創作人形展

賞レースではありませんが、事前審査による 40

人限定の展示です。創作人形であれば、ジャンル・

素材は問いません。

～より多くのファンに人形を届けたい創り手のための

スカウト＆マーケット～

人形作品を、ごく限られた従来の人形ファンに見せて

終わりではなく、人形ファンを増やし、対価を払って

ご購入いただくことを意識して活動しておられる方を

対象にしています。
会場名 御堂筋ホール心斎橋 京都府立京都文化博物館　5階ホール全室 大丸心斎橋店　本館 7階催場（予定）
住所 大阪市中央区西心斎橋 1-4-5 604-8183　京都市中京区三条高倉 大阪市中央区心斎橋筋 1-7-1
会期 2013 年 11 月 3 日 ( 日 ) ～ 11 月 5 日（ 火 ）　

11:00 ～ 18:00

（最終日　～ 16:00）

2013 年 9月 13 日（金）～ 9月 16 日（月・祝） 2014 年 1月中旬（予定）

主催者名 アール・リベ人形学院 ドールシンフォニー in 京都実行委員会事務局 株式会社マリア書房
代表者名 三上りあん 江川イサム 代表取締役　高野明子
問・応募宛先 661-0003  兵庫県尼崎市富松町４-７- ３　

アール・リベ　三上りあん

tel 090-5978-5611    email lien@art-reve.com

612-8438　京都市伏見区深草フチ町 1-3　（株）

亥辰舎内

TEL 075-644-8141 FAX 075-44-5225

email ningyou@ishinsha.com

〒 602-8014 京都市上京区室町通り下立売上る

株式会社マリア書房　クラフトアート人形コンクール

係

tel　075-432-1201　fax　075-441-2923
応募費用 Ｍサイズ　直径 60cm ×高さ 90cm ＝ 10000 円

Ｌサイズ　直径 90cm× 150cm＝ 15000 円

審査合格者：35000 円

（設営撤収委託費用別途 5000 円）

エントリー　一人 2000 円

1 次審査通過者出展料　単体出品：5000 円／ 1 体

1ブース出展：30000 円　1/2 ブース出展：20000 円
website URL http://www.art-reve.com http://ishinsha.com/ http://mariashobo.jp/news/ningyo_concour/

応募方法 応募要項に申込金 5000 円振込票コピーを貼付、

過去作品写真を同封、お申し込みください。

規定のエントリー用紙と規定の写真を送付 ＦＡＸまたは郵送

〆切 1次募集：写真審査 〆切　5月 31 日

2 次募集：特例として出展作品写真での応募が

認められる場合もあります　〆切　8月 31 日

6月 30 日 7月末日エントリー締切

（書類審査期間は 10 月 1日～ 11 月 15 日）

審査員名 山本じん（画家・立体造形作家）　

星埜恵子（映画美術監督・空間デザイナー）

山吉由利子（球体関節人形作家）

石山ヒロ子（ポーズ人形作家）

企業賞審査員：（株）パジコ　木村進　　

マリア書房　高野明子　　

ギャラリーアラビク　森内憲 　以上７名

ドールシンフォニー in 京都実行委員会事務局 青山恵一（昔人形青山 /K1 ドヲル・京都）

石村明日香（セレクトショップ京・京都）

伊藤愛（万画廊・東京）

太田千花（銀座人形館・東京）

柴田悦子（柴田悦子画廊・東京）

西田考作（西田画廊・奈良）

馬場美和子（ギャラリーぶんかとう・福岡）

渡辺良隆（乙画廊・大阪）

大丸松坂屋百貨店美術担当バイヤー

マリア書房編集部
審査部門 部門枠を設けず、より自由な発想の作品を求め

ます。

なし 部門なし

賞・賞金 大賞 10 万円　２位 5万円　３位 3万円

企業賞（３点）　入選（10 点）

なし 各審査員賞（各 1名）

ファン賞（人気投票 1名）

マリア書房賞 （1名）
副賞・特典 賞状 展示スペース 90x90cmを提供、展覧会図録掲載

（1冊進呈）、レセプションパーティ招待（9/12

　本人のみ）

審査員賞：審査員のギャラリー・ショップでの展覧会

開催権利

マリア書房賞：「クラフトアート人形」表紙掲載
審査方法１次 写真審査。過去の代表作品で応募。 書類・写真 書類および写真
審査方法２次 1次に応募していない方が対象。素材や形態や

表現法の多様化を図る目的で募集。よって 1次

応募作品に無いものが通過しやすいが、2次は 1

次よりは多少門は狭くなります。未完成でも可。

なし 個々の作品のクオリティ

展示上の演出

作家本人による説明や販売姿勢

次回開催予定 2015 年予定 未定 毎年 1～ 2月 （予定）
主催者のア

ピール

コンクール方式を方便とし、常に新しい風が吹

く実験的な公募展を目指します。

人形の正体を簡単に分かることをせず、愛玩の

楽しさも暗喩なる厳しさも、その真逆をゆれ続

けられる体力と成熟をこそ目的とします。腕１

本の表現も人の心象として人形と定義するユ

ニークな公募展です。

作者自身のオリジナルの具体であり創作人形

（動物を含む）であること。プロ・アマチュア

は問いません。自身で展示スペース（90cm w x 

90cm d) に展示できるものであれば、大きさ・

点数・素材は問いません。

審査では「販売」の場においてどのような作品を提示し、

ファンを獲得できるのか、作品のクオリティはもちろ

んのこと、作家自身がお客様とどう向き合い作品を送

り出していくのか、その過程も含めて評価いたします。

そのため出品作品はすべて展示即売可能なものに限り、

搬出入および初日の来場を義務付けています。▽まだ

購入されるレベルではない▽もっと作品を自分の中で

熟成させたい▽趣味の領域で発表していたい▽作品制

作点数が極端に少ない▽ビジネス目線ではなく芸術家

による評価を得たい、といった方には本コンクールは

おすすめできません。

エロス

タナトス

工芸的玩具的


