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アート作品募集要項 

―――――――――――― 

京都リサーチパーク(KRP)から 

アートカルチャーを発信！ 

KRP-WEEK2018 

はじめに 

京都リサーチパーク株式会社では、若手アーティストの支援やビジネス空間でありながら文化発信力のある場づくり

を目的に、京都リサーチパーク（KRP）地区の共用空間をアートで彩る「KRP PUBLIC ART PROJECT」を 2017年より

始動しました。2回目となる今年も、作品を募集します。 

 

京都リサーチパークとは 

京都のしもにしに位置する KRP は、全国初の民間運営によるリサーチパークとして、京都府・京都市、地元産業界

との協力・連携の下、1989 年にオープンしました。以来、創造的な研究開発環境や各種サービスの提供を通じて、

新たな分野を切り開く企業を支援し、地域の産業発展・活性化に寄与する一方、大学や研究機関、海外リサーチパ

ークなどの交流・連携を積極的に進めてきています。 

KRP地区には現在、16棟のビルに ITからバイオ研究まで幅広い業種の企業・機関が約 400組織、4,400人のビ

ジネスマンが日々活動しています。また地区内のコンベンション施設に訪れる来場者が年間約74,500人など、開業

から 29年、国際色豊かな多種多様な人々が集う街になっています。 

 

4号館とは 

アート展示会場となる 4 号館は、KRP 地区の中央に位置します。オフィスをはじめ、大ホールも備えたコンベンショ

ン施設、少人数での起業を目指す人などを対象に新しい働き方を提案するサービスオフィス KRP BIZ NEXTがある

棟です。 ※展示は 4号館 1階になります。 

 

概要 

応募資格：美術系大学・学校の学生、アーティスト活動 10年未満の方 

募集作品：KRP4号館 1階の白壁を彩るアート作品（アートレールを利用できる作品 （例：画・写真・造作物）） 

コンペティション：KRP地区内で活動する KRPeopleによる人気投票。優勝者は下記の権利を得ます。 

① 優勝賞金 10万円 

② 自作品の発表の場として約 3 ヶ月間、当該の壁一面の利用 

③ KRP BIZ NEXT ラウンジ会員（～2019年 3月末日まで） 

＊KRPeople：地区内に集うビジネスマン、コンベンション施設利用者 

【建物や展示場所の写真】 

2018.4.25 
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― 募集要項 ― 

 

(1) エントリー方法  

（2018年 6月 1日（金）～2018 年 6月 30日（土）17:00事務局必着） 

原則としてメールでの受付とさせていただきます。下記の①～③を記載の上、krp-week@krp.co.jp  宛に 

送信願います。 

今後の連絡に使わせていただきますので、携帯ではなく PC メールでお願いします。 

① 応募者氏名 （学生の場合：大学名・学部名 もご記載ください） 

② 連絡先 TEL 

③  E-mail（PC用） 

＊メール送信時は、件名に「KRP PUBLIC ART-PJ」の記載を含んでください。 

 

(2) 第一次審査応募方法   
（2018年７月 2 日（月）～2018年７月 13 日（金）17:00 事務局必着）   

 原則としてデータでの提出とさせていただきます。 

【提出物】 応募用紙（第一次審査用）と展示プラン 

（コンペティションを想定し、作品を白壁に展示した状態を映した画像データ） 

          応募可能な展示プランは 1作者２作品までです。作品ごとに応募用紙を作成してください。 

【サイズ】  コンペティション作品掲示壁面サイズ MAX 横 900mm×縦 2,250mm 内に掲示できる 

  作品。アートレール（壁打ち不可・テープや接着剤不可）での展示に耐えうる作品 

（重量制限２５kg、奥行き制限１５０mm）。 

【制作方法】 自由 

【提出方法】 事務局あてに郵送・持参もしくは事務局Ｅメールアドレスあてにメール送信をお願いします。 

郵送費は、ご負担願います。 

【注意事項】 展示プランのデータファイル形式は、JPEG（.jpg）または PDF（.pdf）で提出下さい。 

ファイル名には作品タイトルを含んで下さい。 

データＣＤにて提出の場合は作品ラベルをケース等に添付して下さい。 

【注意事項】 提出物の条件を満たさない場合、事務局での受付ができないことがあります。 

データ容量が合計で１０ＭＢを超える場合は、そのままメール添付せずＣＤでの提出または大容 

量ファイル送信用のＷＥＢサイトなどをご活用ください。そのままメール添付されると受信できませ 

ん。＜ご参考：宅ふぁいる便 http://www.filesend.to/＞ 

【第一次審査選考について】 

◆選考結果連絡：2018年 7 月 18日（水）～2018年 7 月 20日（金） 

◆選 定 基 準 ：公序良俗に反しない、ビジネス空間に相応しい、危険を伴わない、 

未発表のもの 

  （主催者により 5作品を選定します。） 

 
（３） コンペティション応募方法  

（2018年 7月 23日（月）～2018年 7 月 27 日（金）17:00事務局必着）   

【提出物】 応募用紙（コンペティション用）と作品（現物） 

【作品条件】 第一次審査を通過した作品 

【提出方法】  事務局の指定場所への持込、事務局への郵送にて搬入をお願いします。 

          搬出入にかかわる費用として、1 万円ご支給します。 

予め搬入予定日を事務局にご連絡ください。 

 

 

mailto:krp-week@krp.co.jp
http://www.filesend.to/
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【コンペティションについて】  

◆期間：2018年 7月 30日（月）9：00～2018年 8月 5 日（日）17：00 

     （作品は、コンペティション期間終了後も 9月 21 日（金）17：00まで展示します。） 

◆展示：ＫＲＰ４号館１階の白壁にて、アートレールによる展示 

（壁打ち不可・テープや接着剤不可） 

            ◆投票：ＫＲＰ地区内の就業者、または地区内イベント等の来訪者による人気投票 

*第一次審査の作品条件に合わないことが判明した場合は、当該作品の展示はご遠慮

いただきますのでご了承ください。 

*主催者が不適切と判断した場合は、当該作品の展示はご遠慮いただきますので、あら 

かじめご了承ください。（例：公共の場に不適切、人や物に危険を及ぼすものなど） 

 
 
(５)【優勝作品発表】 

（2018年 8月 7日（火））コンペティション作品作者に結果をご連絡します。 

*搬出：コンペティション応募作品は、2018年 9月 21 日（金）17:00～2018年 9 月 25日（火）17:00 

に搬出をお願いします。 

（日程のご都合が合わない場合は、事務局にご連絡をお願いします。） 

（優勝作品は、掲示し続ける場合は搬出の必用はありません。） 

 
(６) 優勝者 作品展示   

（2018年 10月 1日（月）9:00～2018年 12月 21日（金）17:00） 

【展示スペースの利用条件】 

・作品展示壁面サイズ：MAX横 5,800mm×縦 2,250mm 

・アートレール×5個の活用可能。 

（重量制限 25ｋｇ／個・奥行き制限 15㎝・壁打ち不可・テープや接着剤不可） 

・搬入いただいた展示作品の設置・取り外しは主催者立会いのもとに行っていただきます。 

・期間中の展示作品の入替は自由です。新たに展示する作品を搬入される際に、展示しなくなっ 

た作品を搬出頂きます。 

＊展示予定作品は、事前に事務局に作品の画像（写真や作品データ）をお送りください。 

主催者が不適切と判断した場合は、当該作品の展示はご遠慮いただきますので、あらかじめ 

ご了承ください。（例：公共の場に不適切、人や物に危険を及ぼすものなど） 

*搬入： 2018 年 9月 21日（金）17:00～期間開始までに作品の搬入をお願いします。 

*搬出： 2018 年 12 月 21 日（金）17:00～2018年 12 月 27日（木）17:00に搬出をお願いします。 

（日程のご都合が合わない場合は、事務局にご連絡をお願いします。） 
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＊＊＊  必ずお読み下さい  ＊＊＊ 

■応募の決まり： 

① 応募作品（第一次審査用）は未発表のものに限ります。受賞後に類似品等であることが判明した場合は、

賞の取り消しをいたします。 

② 提出いただいた作品データは、原則として返却いたしませんので、あらかじめご了承ください。 

③ 応募作品や優勝作品の作者が反社会的勢力等に関わる者の場合、または作品展示後に判明した場合

は、期間中でも展示をお断りします。 

 

■応募作品や優勝者の作品の権利について： 

① 作品の著作権、知的財産権に関する権利は応募者に帰属しますので必要に応じて意匠登録等の手続

きを済ませてください。 

② 主催者が行うパブリシティへの掲載にあたり、主催者が展示作品を写真撮影して活用することがあります。

また、写真を含む掲載内容の権利は主催者が有するものとします。 

③ コンペティション期間中、または優勝者の他作品展示期間中に、作品に興味を持たれた方がある場合は、

事務局より作者にご連絡させていただきます。販売等については、各個人にてご対応をお願いします。第

三者との販売等にかかわる損害の責任は持ち兼ねますのでご了承ください。 

④ 主催者の故意又は過失によらない展示・保管中の作品への損害については責任は持ち兼ねますのでご

了承ください。 

 

■個人情報について 

①  応募者の個人情報については厳正に管理し、当プロジェクトの事務（応募者の調整・連絡、結果通知、優 

勝者への特典の実施等）に利用するものとし、ご本人の同意なく第三者に開示することはございません。 

      ②  作品のサインについて 

        ・コンペティション作品： 作品タイトル、作品 PRの掲示をします。 

        ・優勝者の作品    ： 作者名、作品タイトル、作品 PRの掲示をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
■主催者 

 京都リサーチパーク株式会社 
 

 

 

【事務局】京都リサーチパーク株式会社 http://www.krp.co.jp 
「KRP PUBLIC ART-PJ」事務局  担当：新保（しんぼ） 

TEL：075-315-8485 FAX：075-322-5348 Mail：krp-week@krp.co.jp 
■ アクセス：http://www.krp.co.jp/access/index.html 

〒600-8815 京都市下京区中堂寺南町 134 

（メールでお問い合わせ・ご応募の際は、件名に「KRP PUBLIC ART-PJ」の記載を含んでください） 

 

http://www.krp.co.jp/
http://www.krp.co.jp/access/index.html
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2018年 作品応募のスケジュール  
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「KRP PUBLIC ART PROJECT」 

2018―応募用紙（第一次審査用） 

締切：2018年 7月 13 日（金） 

17:00 事務局必着 

krp-week@krp.co.jp 

氏名
ふりがな

  

所属 

（学生は学校名） 

 

ＴＥＬ  

E-mail 

(PC メール) 

 

作品タイトル  

作品 PR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募用紙（第一次審査用） 
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◆作品のサインについて 

        ・コンペティション作品 ： 作品タイトル、作品 PRの掲示をします。 

        ・優勝者の作品     ： 作者名、作品タイトル、作品 PRの掲示をします。 

 

 

 

「KRP PUBLIC ART PROJECT」 コンペティション応募作品 （2018） 

氏名
ふりがな

  

所属 

（学生は学校名） 
 

作品タイトル  

作品 PR 

 

 

 

 

応募用紙（コンペティション用） 


