「PHOTO YOKOHAMA 2018」パートナーイベント！

参加者
募集

eyes love Yokohamaに

Yokohama

＠gallery fu

参加しませんか！？

テーマ2、テーマ3
応募締め切り延長！

gallery fu では、横浜市が開催する「PHOTO YOKOHAMA 2018」のパートナーイベントとして、2018 年1月 26 日から3月4日まで開催
する写真展「gallery fu フォトフェス 2018｜eyes love Yokohama」に合わせて、横浜を写した写真作品を3テーマに分けて募集します。
募集テーマは、横浜のライフスタイル・シーンにフォーカスした「eyes love Yokohama style」、横浜に住む猫を激写した「Catʼ s
eyes love Yokohama」、観光地横浜の風景を独自の視点で捉えた「eyes love Yokohama new landscape」。プロアマ問いません。テー
マに沿って撮り下ろした写真だけではなく、これまでに撮りためた写真でも参加できます。横浜はこれでしょ！という写真をどし

（このイベントは PHOTO YOKOHAMA 公認イベントです。）
どし発表してください。みなさまのご参加をお待ちしております。

募集内容
テーマ 1

作品について

[eyes love Yokohama style]

展示期間：2018 年 1 月 26 日（金）
〜2 月 4 日（日）月休廊
作品提出締め切り：2018 年 1 月 20 日（土）必着（持ち込み、郵送可）

イカしてる、モダンな、妖しい、ワイルドな、エッジの効いた、やさしい、スマートな、
オシャレな、ユーモラスな、懸命な、誰もが住んでみたいと思う、横浜のライフスタイル・
シーンをさまざまな角度から捉えた写真を募集します。

テーマ 2

応募形態：作品はすべてプリント形式でご応募く
ださい。スライドやデータでのご応募は受け付け
ません。
サイズ：最大 A1 サイズ以内に収まる枚数としま
す。（写真は余黒（余白）なし。並べて A1 の範囲
内に収まれば 1 点でも数点でも可。）
[例]

[Catʼs eyes love Yokohama]

展示期間：2018 年 2 月 9 日（金）〜2 月 18 日（日）月休廊
作品提出締め切り：2018 年 2 月 3 日（土）必着（持ち込み、郵送可）

594mm
例えば 1 点目
（小作品1点
のみでも可）

841mm

2 月 22 日の猫の日に先駆けて、横浜在住の猫の写真でギャラリー埋め尽くします。外猫、
家猫問わず、イカしてる、モダンな、妖しい、ワイルドな、エッジの効いた、やさしい、
スマートな、オシャレな、ユーモラスな、懸命な、横浜の猫の写真を募集します。

テーマ 3

[eyes love Yokohama new landscape]

３点目

２点目

４点目

A1 の範囲は
タテ・ヨコいずれも可

展示期間：2018 年 2 月 23 日（金）〜3 月 4 日（日）月休廊
作品提出締め切り：2018 年 2 月１7 日（土）必着（持ち込み、郵送可）

出力ペーパー：半光沢ペーパー（厚手）にプリン
トアウトして提出（照明の反射を考慮）)
※カラー、モノクロ可、写真は新作でなくて可

歴史的な建造物郡、水辺の近代都市エリア、異国情緒、ミュージアム、テーマパーク、
緑豊かな街並み、観光やデートで誰もが一度は訪れたい都市、横浜の風景をこれまで
にない独自の視点で捉えた写真を募集します。

作品販売：作品は販売できます。( 販売手数料 20%)
販売の諸注意は裏面の細則をご覧ください。

応募要項

参加費：1 テーマ参加 3500 円（税込）、2 テーマ参加 6000 円（税込）、3 テーマ参加 9000 円（税込）(1 テーマ 2 枠以上ご希望の方はお申し付けください。）
※搬入・搬出にかかる費用は各自ご負担いただきます。また参加費はご返金できません。）
応募受付期間：2017 年 11 月 28 日（火）〜12 月 31 日（日）各テーマごと 14 名
※定員に達し次第締め切らせていただきます。
申し込み方法：氏名（フリガナ）、住所、電話番号、メールアドレス、参加テーマ 1,2,3 のいづれかをお書きの上、
メール galleryfu@outlook.com までお申し込みください。参加費の振込先、詳細をご連絡させていただきます。

gallery fu

www.galleryfu.com
phone:070-6429-8597
www.facebook.com/gallery.fu

お問い合せ先 / ご応募先
galleryfu@outlook.com
※応募の細則はチラシ裏面、

または gallery fu の HP をご覧ください。

「PHOTO YOKOHAMA 2018」パートナーイベント！

gallery fu フォトフェス 2018

｜ eyes love Yokohama

2018 年 1 月 26 日（金）〜 3 月 4 日（日）
詳細

参加の条件と参加者資格について

作品展示方法と取り扱いについて

２）過去に発表した作品でも参加できます。

プで保護した上で粘着力の弱い両面テープでの壁貼りとなります。

３）実際の風景とは大幅に異なる画像の合成や画像処理をした作

作品の裏面からドラフィティングテープを剥がす際に裏面が若干

品での参加はできません。

傷がつく可能性がございます。

４）法令、公序良俗に反しない作品に限ります。小さなお子さま

２）展示する場所は、作品内容により gallery fu が構成させてい

１）参加者本人が横浜市内で撮影したオリジナル作品に限ります。

１）作品展示は、作品の裏面に作品は、裏側にドラフティングテー

も鑑賞できる展覧会をめざすため、ヌードや性的表現、暴力的表現、

ただきます。複数点出展していただいた場合でも 1 か所にまとまっ

著しく気分を害する表現などを含む作品は展示無効とします。

て展示される可能性は低いとお考えください。

（参加受付後の参加費のご返金はいたしません。ご了承ください）
５）肖像権や著作権の侵害にならないよう留意してください。

３）作品の取扱いには十分注意いたしますが、万一の事故（紛失・
破損など）に対する責任は負いかねますので、ご了承ください。

６）参加申込者は参加作品の著作者本人に限らせていただきます。
７）プロ、アマ、国籍等は問いませんが、中学生以下の参加者は
保護者の許諾が必要です。

展示例

2016 年 10 月「Studio510 写真展｜横濱サウダージ」より

作品搬入について

１）
「氏名」
「出展点数」を明記した別紙に「作品番号」
「作品名（無
題可）
」
「撮影場所」を一覧にして作品と同封してください。
２）作品の裏面に「氏名」と作品一覧に記入した「作品番号」と、
作品の上下がわかるように「上」と書いてください。
３）作品搬入は、持ち込み、郵送、宅配便で受付けます。テーマ
ごとに搬入日が異なります。
作品一覧
氏名

出展点数

1）作品名

撮影場所

2）作品名

撮影場所

3）作品名

撮影場所

4）作品名

撮影場所

5）作品名

撮影場所

作品裏面
上
氏名

作品番号

テーマ 1「eyes love Yokohama style」

作品搬入日：2018年1月18日（木）〜20日（土）

作品の委託販売について

展示作品、オリジナル写真集、ポストカードなどの販売ができま
テーマ 2「Catʼs eyes love Yokohama」

す（販売手数料 20％）
。ただし、販売作品が第三者の肖像権、著

作品搬入日：2018年2月１日（木）〜2月3日（土）

作権、パブリシティ権その他の権利を侵害している状況、または
そのおそれがあることにより生じる一切の事項については、作品

テーマ 3「eyes love Yokohama new landscape」

制作者がその費用と責任をもって対応していただくものとし、ギャ

作品搬入日：2018年2月15日（木）〜2月17日（土）

ラリーは一切関与をいたしません。

注意）作品持ち込みおよび宅配便受取時間は、各日 12 時から 18

総合お問い合わせ

時までの間とさせていただきます。
４）作品の送付は、折れ、傷、接着などの破損が生じないように
丁寧に包装し、お送りください。なお、郵送・宅配中の事故、破
損などの責任は負いかねます。
郵送先： 〒 220-0043 神奈川県横浜市西区御所山町 45
（gallery fu）鈴木智惠 宛

gallery fu

神奈川県横浜市中区石川町 1-31-9
phone → 070-6429-8597
（火〜日 12：00 〜 18：00 月休 )

e-mail → galleryfu@outlook.com
website → http://galleryfu.com/

website

