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■「21世紀アート ボーダレス展 Aurora」概要

会場　国立新美術館　展示室1A・1B
　　　〒106-8558 東京都港区六本木７丁目２２－２
会期　2023年11月30日 ( 木 ) ～ 12月9日 ( 土 )　休館日：12月5日（火）
　　　10:00 ～ 18:00（入場は17:30まで）　

参加費
グループ5名以上の参加　￥12,000＋ tax ※1席の展示スペースについては、

作品ジャンルにより異なります。グループ5名以下の参加、個人参加　￥13,000＋ tax

申込期限
2023年6月30日まで。別紙参加申込書にてお申し込み下さい。
（参加費振り込み6月30日まで）
※グループで参加の方も申し込みは各自行ってください。

提出 グループ代表の方は、プロフィールパネルを作成のためプロフィール原稿、顔写真を提出していた
だきます。※該当の方に後日、詳細をご連絡いたします。

入選証明書 公募展の入選証明書が必要な方はお申し込みください。
搬入出 搬入出についての詳細は出展が決まった方にお知らせいたします。

オプション ライティング（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
本委員会からの
送付について 一部着払いとさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

キャンセル等 弊社の不備、責による場合は、契約解除（全額返金）します。その他の場合は、キャンセル料にて解決（約
実費の50％）、作業が100％進行している場合は、実費相当額、状況にて判断いたします。

国立新美術館 国立新美術館展示室1A（2022年）

公募展「21世紀アート ボーダレス展 Aurora」出展のご案内
「21世紀アート ボーダレス展」は、2014年6月、東京都美術館においてその第１回が開催され、たいへん好評をいただき
ました。その後、2015年10月 東京都美術館（第２回）、2016年8月 丸善丸の内本店ギャラリー（第３回）、2017年4月 
東京都美術館（第４回）、2018年4月 東京国際フォーラム（第５回）、2019年8月 東京都美術館（第６回）を経て、国
立新美術館において「21世紀アート ボーダレス展JAPAN」2019年11月 （第７回）、「～花筐 HANAGATAMI」2020
年11月 （第８回）、「～匠 TAKUMI」2021年8月 東京都美術館（第９回）、「～篝火 KAGARIBI」2021年11月 国立
新美術館（第10回）、「～匠 TAKUMI」2022年8月 東京都美術館（第11回）、「～煌星 KIRABOSHI」2022年12月 
国立新美術館（第12回）と回を重ねてまいりました。また「煌星」において、文部科学大臣賞を授与させていただきました。
この度、国立新美術館での展示第五弾として「Aurora」をテーマに、2023年11月に開催させていただくこととなりました。

「Aurora」は、いわずと知れた「オーロラ（極光）」すなわち、北極・南極でみられる大気の美しい発光現象をあらわす言
葉です。その名称はローマ神話の女神「アウローラ（ギリシア神話ではエーオース）」に由来します。この女神は「暁の女神」
ともいわれ、その光は暗闇の世界を照らし出す「夜明けの光」であり、知性や創造性の光が到来することを象徴しています。
本展においては、ジャンルにとらわれることなく、それぞれに極められた芸術性が、この時代に知性と創造性の光をもたらす

ような作品を多数ご出展いただきたく、ぜひご参加いただきますよう、ご検討のほど、お願い申し上げます。
主催：21世紀アート ボーダレス展実行委員会　総合プロデュース：株式会社 New York Art

明るさとしては常設の照明で十分ですが、演出的な効果としてオプションで設置できます。国立新美術館は
天井面が高いため、専門家のセッティングが必要となります。費用には期間中の使用料・電気代を含みます。
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※展示の場所等は、学芸員にて構成いたします。また申し込み順
にて優先して決定いたします。
※ディスプレイイメージは一例です。グループ参加の方はディス
プレイのご相談に応じますので、事務局にてお打ち合わせくだ
さい。
※台置き、壁を使用する際は２席分となります。

作品の種類によって主催者側で陳列台を選ばせていただきます。
陳列台の数にも限りがあるためご希望通りの台にならない可能性
ございますのでご了承ください。

壁面ひな壇
陳列台

つり金具は用意します。（10kg 対応）

■ ディスプレイイメージ

島ひな壇

■ 総合プロデュース：株式会社 New York Art
【コンセプト】世界のアートシーンの中心であるNew York と Tokyo を結び、優れたアーティスト達の活躍の場を広げ、
 「美の世界」の普及による人々の共感をとおして国際的な精神文化の形成に貢献します。

■ 実行委員会役員

■ 授賞式　　 各部門賞や賞状、トロフィーなど授与

最高顧問 石川 朝子 　 （絽ざし）
顧問 新倉 晴比古（ガラス）
 前田 和子 　 （絽ざし）

実行委員長 黒川 朋子　（絽ざし）
実行副委員長 野原 綾乃　（絽ざし）
 山田 由岐子（グラスリッツェン）
実行委員 木島 尚美 （フラワーインテリアアート）
 梅咲 安子 （創花粘土）
 きりのみりい（リアル羊毛フェルト）

理事 畑野 昭子（キルト）
 長谷 恵　（リボンアート）
 島村 玲子（パンフラワー）
 椎津 康子（文化刺繍）
 景山 和代（ヨーロピアンポーセリンアート）
 川越 多江（押し花・パステルアート・絵付け皿・他）

（敬称略）

■ 搬入出について
手持ちで搬入できるサイズのもの以外は個人での搬入を控えてください。宅配便等で美術館への直送はできません。
有料で美術業者による搬入のお申し込みもできます（下表参照）。オプションを依頼する場合は別紙「参加申込書」にてお申し込みください。

美術業者

搬入 A
設営 B

撤去・梱包 C
搬出 D

赤帽
※展示・梱包は
おこないません

搬入 Y
搬出 Z

A C

❶ ❷ ❸

B

❶W500　D500　H900

❷W700　D750　600

❸W450　D650　900
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 本　部　21世紀アート ボーダレス展実行委員会
〒106-0032 東京都港区六本木7-12-25
https://21art.jp/　メール　office@21art.jp

 支　部　株式会社 New York Art　TEL 03-3663-7700／ FAX 03-3663-7703
〒103-0023　東京都中央区日本橋本町2-6-1 日本橋本町プラザビル9F
（月～金　午前10：00～午後5：00　営業しております）

■  展示スペース（国立新美術館　展示室1A・1B）

■ スケジュール

時期 内容

2023年6月30日 参加申込締切

2023年6月30日 参加費振り込み締め切り（申し込み順にご希望の場所をお聞きいたします）

2023年7月以降～ 展示レイアウト決定等

2023年8月31日 オプション料金の振り込み締め切り

2023年9月 説明会開催

2023年10月頃
DM完成予定は会期の1ヶ月前です（ご参加の方にDMカード30枚を進呈します。追加
ご希望の場合、オプション申し込みをしてください）
※上記説明会にてDMなどを配布させていただきます。説明会にご参加できない場合は
着払いにて郵送でお送りさせていただきますのでご了承ください

2023年11月28日 業者搬入　※搬入出業者に依頼できます（有料、前ページ参照）

2023年11月29日 一般搬入　10:00～ 14:00（※各自持参）　　　審査　14:30～ 17:00

2023年11月30日～12月9日 21世紀アート ボーダレス展 Aurora（12月5日休館）

2023年12月2日 (土 )予定 授賞式　※美術館の都合で日程が変更になる恐れがございます。

2023年12月10日 一般搬出 10:00～ 12:00 ( 時間厳守）／ 業者搬出 13:00～　

※その他詳細につきましては、お申し込みの方にご連絡いたします。
　なお、電話でのご質問等はお気軽に営業時間内（月～金、10:00 ～ 17:00）にてお願い致します。

アクセス
東京メトロ千代田線乃木坂駅
青山霊園方面改札 6出口（美術館直結）
東京メトロ日比谷線六本木駅 4a出口から徒歩約 5分
都営地下鉄大江戸線六本木駅 7出口から徒歩約 4分
※美術館には駐車場はございません。周辺にある有料駐車場をご利用ください。



公募展「21世紀アート ボーダレス展 Aurora」　参加申込書
　　　　　　　　　　　　　　（提出日  　　月　　　日）

参加申し込み書提出締め切り　2023年6月30日
グループ名 グループ

代表者名

作品ジャンル

ご住所
〒

お名前

フリガナ
苗字 名前

ローマ字
表記

お電話番号
TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

携帯電話

メールアドレス ※当方よりメールにてご連絡させていただく場合があります。URL付きメールやPCメールの規制を設定されている方は、「office@21art.jp」からのメー
ルを受信できる様、ドメイン設定を解除して頂いただくか、当ドメイン「21art.jp」を受信リストに加えていただきますようお願い申し上げます。

陳列方法 □台に置く　　　　□壁にかける　　　※両方の場合は２点扱いとなります。

参加費
1席（グループ5名以上の参加） ￥13,200 税込 6月30日までに

振り込み1席（グループ5名以下の参加、個人参加） ￥14,300 税込

ライティング 専門家によるセッティング費用、期間中の照明機器等の使用
料、電気代を含みます。 ￥11,000 税込

8月31日までに
振り込み予定

DM追加
ご参加の方に
DM 50枚進呈

A 100枚 ￥1,650 税込
B 200枚 ￥2,750 税込
説明会にてDMなどを配布させていただきます。説明会にご参加できない場合は
着払いにて郵送でお送りさせていただきますのでご了承ください

入選証明書（額入り） ￥3,500 税込

業者による
搬入・設営・
搬出

A 美術業者による搬入 ￥3,300 税込
B 美術業者による展示 ￥3,300 税込
C 美術業者による撤去・梱包 ￥3,300 税込
D 美術業者による搬出 ￥3,300 税込
Y 赤帽による搬入 ご相談
Z 赤帽による搬出 ご相談
国立新美術館への直送はできません。※各自持参の場合はなし

合計 税込み 振り込み合計金額 ￥　　　　　　　　  　　　（税込み） 

↓希望する欄に○をつけてください。

メール　office@21art.jp　FAX 03-3663-7703
本委員会からの送付は、一部着払いとさせていただきますのでよろしくお願いいたします。
郵送先：〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-6-1日本橋本町プラザビル9F
株式会社 New York Art 内 　21世紀アート ボーダレス展実行委員会支部



公募展「21世紀アート ボーダレス展 Aurora」　参加費など振り込み明細書

お名前
フリガナ

作品ジャンル

お電話番号
TEL　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX

携帯電話

銀行振込明細書のコピー等を
貼付してください。

貼付欄

テープまたはのり

ネットバンキング等の方は、
明細書をプリントアウトして、

貼付または、
別紙として添付してください。

振り込み金額 円（税込）

振り込み日 年 月 日

銀行振り込み
名義（屋号）

　　　　　　　　　

銀行振込明細書のコピー等を
貼付してください。

貼付欄

テープまたはのり

ネットバンキング等の方は、
明細書をプリントアウトして、

貼付または、
別紙として添付してください。

振り込み金額 円（税込）

振り込み日 年 月 日

銀行振り込み
名義（屋号）

　　　　　　　　　

参加費など振り込み明細書提出締め切り　
第1回目：2023年6月30日 第2回目：2023年8月31日
＜参加費＞ ＜ライティング、DM追加、搬入出、入選証明書＞

※第1回目に一括してご入金いただいても結構です。　第1回目、第2回目とも、明細書をご提出ください。

　（提出日  　　月　　　日） 　（提出日  　　月　　　日）

メール　office@21art.jp　FAX 03-3663-7703

オプション

振込先 三井住友銀行　日本橋支店（普通）8023329　口座名義　株式会社ニューヨークアート

郵送先：〒103-0023
東京都中央区日本橋本町2-6-1日本橋本町プラザビル9F
株式会社 New York Art 内　21世紀アート ボーダレス展実行委員会支部


