The Month of Photography, Tokyo 2015

主
催：「東京写真月間2015」実行委員会
販売開始：4月6日（月）〜
公益社団法人 日本写真協会・東京都写真美術館
会
場：新宿パークタワー ギャラリー３
作品受付：5月11日（月）〜20日（水） 販売・受付場所については、裏面をご覧下さい。
展示期間：6月6日（土）〜10日（水） 10:30〜18:00（10日は14:00まで）

参加規定
性別、
年齢を問いません。
「東京写真月間」
シンボルマークの入った展示ボー
ド
（1枚１０００円）
をご購入いただいた方は、
どなたでも参加できます。展
示は1人1枚です。
（売り切れの際はご容赦下さい。）
展 示 ボ ードは４月 6 日（ 月 ）から 裏 面 に 記 載した 場 所 で 販 売しま す 。
同封の領収書・写真返却票をご確認ください。写真返却票は展示作品の
返却時の引換券になりますので大切に保管してください(再発行はいたしま
せん)。
グループでの参加も受けつけます。
16人で、
同じ展示パネルに掲出できますのでご利用下さい。特定の団体名
の表示は指定の位置に表示して下さい。※下記
参照
詳細は東京写真月間実行委員会にお問い合わせ下さい。

家族や恋人、友人からペット、風景、都市景観、祭り、花など対象・テー
マに制限はありません。どんな写真でも結構です。ただし、公共広場での
展示ですから、公共の秩序を害する恐れのあるもの、及び広告・宣伝を主
体としたものは、主催者側の判断でお断りする場合があります。

写真の種類・大きさと展示ボードへの貼り方
プリントされたものに限ります。カラー、モノクロ、フィルム、デジタルを
問いません。スマホで撮影したプリントでもOKです。下図の写真貼付例
を ご 参 照 く だ さ い 。複 数 枚 の 構 成 も 可 と し ま す。※ 下 記 参 照
はがれないように両面テープでしっかり貼って下さい。
（スプレーのり
は不可。）

展示ボード裏面に記載の記号に合わせ、主催者が展示します。但し、番
号順に展示出来ないこともあります。

展示の期間・写真の返却
展示期間 ６月6日(土)〜10日(水) 10:30〜18:00(10日は14:00まで)
写真の返却 6月10日（水）14：00〜15：00まで会場で行います。
＊写真は展示ボード購入時に発行した写真返却票と引き換えに、
お渡しいたします。
＊上記期間に取りにお出にならない場合は、同じ場所で開催される
「写真の日」記念写真展・
2015会場受付でお受取下さい。
（6月12日
（金）〜6月15日
（月）10：30〜17：30まで
/15日は14：00まで）
その後は、
主催者側で処分いたします。

責任・保障
被写体の肖像権及び写真の著作権等に関しては、参加者の責任とします。
受付後及び展示中の写真については、主催者（警備員）が警備しますが、
自然災害、盗難、汚染、その他不測の事態などによる責任には負い
かねますので、複製のできない写真の展示はご遠慮ください。

参加に関する個人情報は、日本写真協会で管理いたします。

展 示 ボード へ の 写 真 貼 付 例。展 示 ボードは 横 位 置で展 示します。

B

グループで参加していただく場合は
グループマークが入れられます。

写真横位置の例

写真縦位置の例

作品の大きさは
最大縦29㎝×横30㎝です。

複数枚の例

展示ボードの
販売・受付場所

展示ボード販売は4月6日（月）から。
作品受付は5月20日（水）15:00まで
受付けます。

!

★営業時間、休館日
（G・W期間中を含め）
は各ギャラリーにお問い合わせ下さい。

新宿地区

銀座地区

クリエイト銀座営業所

中央区銀座5-1 銀座ファイブ2F
15537-3721 無休

コニカミノルタプラザ

新宿区新宿3-26-11 新宿高野ビル4F
13225-5001 無休

銀座ニコンサロン

中央区銀座7-10-1 STRATA GINZA 1F ニコンプラザ銀座内
15537-1469 無休

新宿ニコンサロン

新宿区西新宿1-6-1 新宿エルタワー28F ニコンプラザ新宿内
13344-0565 無休

ギャラリー・アートグラフ

中央区銀座2-9-14 銀座 写真弘社 アートグラフ
休
13561-6109 ●日曜・祝日

エプソンイメージングギャラリー エプサイト

新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビル1F
休
13345-9881 ●日曜

パレットプラザ銀座1丁目店

中央区銀座１-３先 銀座インズ３内
13562-0355 無休

アイデムフォトギャラリー「シリウス」

新宿区新宿1-4-10 アイデム本社ビル2F
休
13350-1211 ●日曜

Photo Gallery KITAMURA

新宿区新宿1-2-6 御苑花忠ビル1F
休
13341-7577 ●日曜・祝日

クリエイト新宿営業所

新宿区西新宿6-12-6 コアロード西新宿1F
休
13342-9811 ●土曜・日曜・祝日

その他地区

オリンパスギャラリー東京

千代田区神田小川町1-3-1 NBF神田小川町ビル1F
休
●日曜・祝日
＊５月９日より下記へ移転します。

新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビルB1
休
13292-1934 ●木曜

ポートレートギャラリー

新宿区四谷1-7 （日本写真文化協会）
13351-3002 無休（受付:平日10〜18:00まで／土日祝は不可）

JCIIフォトサロン

千代田区一番町25 JCIIビル1F
休
13261-0300 ●月曜（祝日を除く）

写真弘社

千代田区鍛冶町2-8-9
休
13254-3704 ●隔週土曜・日曜・祝日

神田SC

新宿区新宿1-6-5
休
13226-9602 ●第2第4土曜、日曜・祝日

（株）堀内カラー フォトイメージングセンター
郵送販売及び問い合わせ先

〒102-0082 千代田区一番町25 JCIIビル4F
公益社団法人 日本写真協会
東京写真月間2015実行委員会 103-5276-3585 FAX：03-5276-3586
E-mail：kamiya@psj.or.jp
10：00〜18：00

キヤノンギャラリーS・
オープンギャラリー

港区港南2-16-6 キヤノン S タワー
休
16719-9021 ●日曜・祝日

ユニバーサルカラー

台東区上野1-15-10
休
13834-7641 ●土曜・日曜・祝日

フォトグラファーズ・ラボラトリー

港区赤坂7-5-34 赤坂リキマンション
休
13583-1607 ●日曜・祝日（土曜日要予約）

55Station

台東区雷門2-19-12
13841-2455 無休

ご希望の方は、住所・氏名を明記の上FAXまたはE-mailでお申し込みください。お送りする郵

渋谷区代々木1-28-9 代々木ヴィレッジ
13375-1252 無休

展示ボードをお送りいたします。

浅草店

コンテナート

休
●土曜・日曜・祝日

郵送販売も受け付けます
便振替用紙にて1500円（ボード代1000円＋送料手数料500円）のご入金が確認でき次第
※展示作品の返却をご希望の方は送料500円を追加してお振込み下さい。

撮ろう！見よう！参加しよう！６月1日は「写真の日」

東京写真月間2015

●主

催：
「東京写真月間2015」実行委員会 ― 公益社団法人 日本写真協会、東京都写真美術館

●後

援 (申請中)：外務省、環境省、文化庁、東京都

−入場料無料−

「東京写真月間2015」事業内容
■「島」島は日本の原点
百々 武「海流」
コニカミノルタプラザ ギャラリーC
5月20日
（水）
〜5月29日
（金）
10：30〜19：00（最終日15：00）

カベルナリア吉田「絶海の孤島」
オリンパスギャラリー東京
5月29日
（金）
〜6月3日
（水）

太田章彦「Stranger of island−海士−」
エプソンイメージングギャラリー エプサイト
6月5日
（金）
〜18日
（木）
10：30〜18：00（日曜日休館）

加藤庸二「島−花綵列島」
ヒルトピア アートスクエア ヒルトピアショッピングアーケード内
6月18日
（木）
〜6月28日
（日）
10：30〜19：00
（最終日15：00）

■「アジアの写真家たち ネパール」
オープンギャラリー
（キヤノンSタワー2F）
5月22日
（金）
〜6月12日
（金）
10：00〜17：30（日曜・祝日休館）
新宿ニコンサロン
5月26日
（火）
〜6月4日
（木）
10：30〜18：30（日曜・祝日休館）
大阪ニコンサロン
10月1日(木)〜10月7日(水)(最終日：PM15：00迄)
ヒルトピア アートスクエア ヒルトピアショッピングアーケード内
6月18日(木)〜6月28日(日）
10:30〜19:00(最終日15:00）

■「写真の日」記念写真展・2015

新宿パークタワーギャラリー3
6月12日
（金）
〜6月15日
（月）
10：30〜18：00
（最終日14：00迄）
6月13日
（土）
13：00〜ギャラリー1にて表彰式

■「写真の日」記念写真展・2015巡回展
「写真の町」東川町文化ギャラリー ：7月11日
（土）
〜7月28日
（火）
富士フォトギャラリー新潟 ：8月1日
（土）
〜8月20日
（木）
福島市振興公社・福島テルサ ：8月29日
（土）
〜9月8日
（火）
ニコンサロンbis大阪 ：10月1日
（木）
〜7日
（水）
（最終日：PM15：00迄）
HCLフォトギャラリー名古屋 ：10月27日
（火）
〜11月9日
（月）
小諸市立小諸高原美術館市民展示室 ：12月3日(木)〜12月20日(日)
金沢21世紀美術館市民ギャラリー ：11月17日
（火）〜11月23日
（月・祝）
九州産業大学美術館 ：2016年1月8日(金)〜1月14日(木)（1/11休館）
高知県立文学館 ：2016年1月30日(土)〜2月7日(日)

■「日本写真協会賞受賞作品展」

富士フイルムフォトサロン東京
5月29日(金)〜6月4日(木) 10:00〜19：00(最終日は16：00・入館は終了10分前まで)

■「こどもの目線」写真展

みどりの iプラザ／ギャラリー1
5月16日
（土）〜6月6日
（土） 5月17日
（日）キックオフイベント

■Gサミット2015

みどりの iプラザ／ギャラリー1
6月9日
（火）
〜6月26日
（金）

■「東京写真月間2015」巡回展

｢写真の町」東川町文化ギャラリー
7月11日
（土）
〜7月28日
（火）

「大阪写真月間2015」1000人の写真展「わたしのこの一枚」 大阪写真月間実行委員会
募集期間：３月１日〜５月31日

TEL : FAX 06-6375-4788 E-mail：info@shashingekkan.com
URL : http://www.shashingekkan.com

