参加要項
2016年11月15日改定

●参加要項全文を必ずご一読下さい
参加要項の内容にご承認、ご同意のうえ出展エントリー用紙（申込時郵送）の同意欄に署名・捺印のうえ事務
局宛ご返信ください。
＊署名・捺印がない場合、応募は無効となります。
＊参加要項における記載内容は変更となる場合があります。変更内容は、メール等で随時お知せします。
●事務局からのE-‐‑‒mail受信設定のお願い
事務局からのご案内はE-mailでご連絡申し上げます。携帯電話等でPCから発信されるメールを制限(受信拒
否等)されている方は、フラワーアートアワード事務局3つのE-mailアドレス（plains2@leto.eonet.ne.jp /
info@plains1.com / plains_creative@yahoo.co.jp)を受信できる状態にセッティングをお願いします。

＊受信許可のリストに事務局のメールアドレスをご登録ください。(詳しくは携帯電話各社に問合せください)

●What’s The Flower Designers Exhibition

Myフェイバリットフラワーデザイナーを見つけよう！
10周年を迎える東京ミッドタウンで
注目のフラワーデザイナーを広く紹介するPRエキシビション
2017年10周年を迎える東京ミッドタウン。上質なショップやレストラン、オフィス、ホテル、緑地、美術館などの施設
が融合し。1日6万人の人々が行き交うこの街は、同時に日本を代表するデザイン＆アートの発信地として街のいた
るところにアートが息づいています。
「フラワーアートアワード」は、才能ある花作家との出会いと応援を目的として、年に1度、東京ミッドタウンのパブリックス
ペースを意欲的なフラワーデザイナーの為に特別に開放し、作品発表の機会を提供する、都市空間を舞台とした新スタイ
ルのアートコンペです。
「フラワーアートアワード」ではさらに期間中、特設ブースを設け注目のフラワーデザイナーの創作を多くの来場者
に向け広く紹介する情報発信エキシビション「フラワーデザイナーズエキシビション」を開催します。
花作家のスタイルや個性が活かされたフラワーティストの自由な創作を10周年で賑わう東京ミッドタウンで披露して
いだだき、フラワーアートの魅力を思いっきり発信してください。エキシビションでは同時に「SNS人気投票」を実施、作
家と作品の情報を多方面により広く拡散します。

●The Flower Designers Exhibitionの目的
＊才能あるフラワーデザイナーに知名度を上げるチャンスを提供すること。
＊フラワーアートの魅力と楽しみをより広く発信すること。
＊多くの人が集まる東京ミッドタウンで、意欲的なフラワーデザイナー＆ショップに情報発信の場を提供
すること。

●フラワーデザイナー＆ショップポストカードによる情報発信
ご参加の皆さまには、デザイナー又はショップ情報を記載したフラワーアートアワードオリジナルポストカードを進呈。
展示BOX上に設置し、来場者への宣伝ツールとしてご使用いただけます。必要に応じて増し刷り（有料）も承ります。
＊出展者にはご提供いただいた情報をもとに作成したオリジナルポストカードを100枚無料進呈。
＊追加のオーダーも承ります。 50枚単位 ＊枚数に応じてお見積もり。 申込締切り日 2017年4月日1日（土）

●イベントの模様はSNSで世界に拡散！
世界で億単位の人々が利用するSNSで、全出展作品＆作家情報を発信。
専用アカウントではフラワーアートアワード2017関連全イベントを対象に「SNS人気投票」も実施します！
世界話題となるような力作のご出展をお待ちしております。
＊使用予定SNS:Facebook,Instagram,Twitter,LINE（変更となる場合があります）

1

●会期・日程
会期

2017年4月12日（水）～ 4月16日（日）
●作品搬入

4月12日（水） 7：00〜９：00

●メンテナンス

4月13日（木）～16日（日） 7：30～8：30

日程

時間は変更す
る場合があり
ます。

会場

フルメンテナンス実施： 4月14日(金）7：30～9：00

●審査

4月13日（木）

●FAA表彰式

4月14日（金）17：30.開場(予定） ＊各コンペ表彰式と懇親会

●作品一般公開

4月12日（水）〜4月16日（日）11：00～21：00

●搬出

4月16日（日）22：15〜 ＊展示フロアにより搬出時間は異なります。

東京ミッドタウン・ガレリア各フロア

●応募概要
出展者

フラワーデザイナー個人 または ショップ単位でのご参加
＊お申込み順に出展を受付（出展定数に達した時点で募集を締め切ります）

募集内容

作り手（フラワーデザイナーやショップなど）のスタイルや主張が生かされた作品

作品数

1～3作品（ブース）まで ＊1ブースにつき1作品を展示

出展費用

1作品目：42,000円（1名様/オリジナルポストカード・FFA表彰式・懇親会参加費含む）
2作品目以降1作品につき 37,000円
＊フラワーアートアワード各コンペにご出場の方は1ブースにつき32,000円 ＊各税別

応募資格

不問

●出展作品規定
作品テーマ

「空間に華やぎを届ける」フラワーデザイン

作品条件

a).パブリックスペースに展示する場所性を重視、安全性を充分確保してください。
b).スタイル、花材、材料、は全て自由。＊生花、アーティフィシャル、プリザーブドなど素材指定はありません。
c).展示作品に対し、実際の注文があった場合、即座に対応してください。
＊東京ミッドタウン内では販売行為は一切できません。
d).使用できない素材
・照明、音、等による演出 ＊電源を必要とする演出効果機材等の使用は出来ません
・参加要項の主旨に反するもの（安全性を損なうもの等）
e).1ブースに付き１作品を展示してください

作品展示
スペース

東京ミッドタウン内のパブリックスペースに作品展示。（展示場所は事務局より割り当て）
直径90cm・高さ70cmの丸テーブル上に作品を設置（テーブルクロスあり）

作品サイズ
＊テーブル上

[縦]60cm× [横]60cm×[高さ]120㎝に収まるサイズ *不安定な構造は不可。

作品鮮度の確
保

・作品展示期間中（4月12日〜16日）、必ず作品の鮮度を保ってください
・4月14日（金）にフルメンテナンスを行ってください ＊所定のメンテナンス時間には必ずご参加ください。

＊スケジュール等は変更となる場合があります。
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●搬入・入館規定 ＊2017 年3月下旬に説明会を予定しています。
搬入

＜作品搬入日程＞：4月12日（水）7：00～9：00
＊指定の制作時間内に作品を搬入してください。＊できる限り作品を仕上げてお持込ください。

制作作業

会場で作品を仕上げるための制作作業を行うことができます。
＊作業は搬入注意事項(下記）を必ず厳守し、搬入時間内に行って下さい。

搬入・作業注
意事項

●会場にキズ・汚れ・破損を残さないこと。（制作時・搬入出時）
＊作業時、会場サイドが指定した管理会社監視員による現場確認が行われます、事前ご了承ください。
①.必ず防水、キズ、汚れ防止のための養生を行ってから作業を始めてください。
（会場床面は水・キズ等に弱い構造となっています。特にご注意ください。）
②.ビニールシート（作品下設置用、作業用の2枚以上）・雑巾・タオルを必ずご用意下さい。
③.水漏れ、会場施設に汚れ、破損が生じた場合、出展者に現状復帰を要請します。
*修復費用は出展者の負担となり、会場管理者より実費をご請求致します。（事前にご了承ください）
④.ゴミは必ずお持ち帰りください。
⑤.[台車規定]東京ミッドタウン館内では「空気入りタイヤ付き台車」以外は使用できません。
台車を使用する場合は「空気入りタイヤ付き台車を」ご用意ください。 会場でもレンタル用「空気入り
タイヤ付き台車」を準備しますが、台数に限りがありますのでご了承ください。（メンテナンス時の台車
準備はありません）

スタッフの数
・入館申請

●出展者（申込み者）以外に、手伝いとして２名までの補助スタッフの登録が出来ます。
＊追加スタッフは4月1日（土）までに事務局宛入館者の申請・登録を行って下さい。
＊指定日までに申請のないスタッフは会場に入館することは出来ません。
＊補助スタッフ単独での入館は出来ません。（搬出を除く）
＊登録人数分（3名まで）の入館腕章(一部セキュリティーカード）をご用意いたします。入館証等は出展者
が大切に管理し作業終了時必ず事務局に返却して下さい。
注）腕章、セキュリティーカード等を紛失の場合、実費を請求させていただきます。

●搬出規定
日程

４月16日（日） 22：15〜23：00
＊指定時間内に必ず作品搬出を行って下さい。

搬出

代理人によ
る搬出

搬出日に会場にお越しになれない出展者は、代理人または業者等に各自で手配し必ず所
定の時間内に作品の搬出を行ってください。

＊事前にしっかりとした搬出計画を立てて下さい。
＊入館登録申請が必要となります。必ず事前に事務局宛にご連絡下さい。
注）委託業者のご案内は事務局では行っていません。
ゴミ処理
作品廃棄
委託（遠方から
のご出展者）

ゴミは必ず各自お持ち帰りください。＊会場でのゴミ廃棄は出来ません。

●遠方からのご出展者に限り、作品全廃棄・ごみ処理のご相談を受け付けます。

[受付期間]：2017年3月末日まで /申請先：フラワーアートアワード事務局 info@plains1.com
[廃棄手数料] 基本料：9,000円～（1作品、全廃棄） ＊ゴミは別途お見積り
＊事前に作品概要（使用資材等）をご提出いただき廃棄の可否ならびに費用のお見積りをいたします。＊作品の全廃棄
が前提となります。（資材の一部返却は出来ません） ＊レンガ、石、砂、巨大な構造等破棄不可 ＊撤去費用は前払い
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●スケジュール（予定）

＊スケジュールは変更となる場合があります。変更内容は、メール等で随時お知らせします

日時

内容

4月12日（水）

●作品搬入 ●作品公開開始

7：00

集合・作品搬入（空気台車のみ使用可）

9：00

搬入終了・清掃・搬出

11:00

作品一般公開スタート

4月13日（木）

集合

9:00

終了

メンテナンス集合

9:00

終了

17:30

フラワーアートアワード表彰式（懇親会）

20:00

終了

1Fプラザゲート集合

ミッドタウンタワー４F

●メンテンナンス

7:30

メンテンナンス集合

8:30

終了

4月16日（日）

1Fプラザゲート集合

●フルメンテンナンス ●表彰式

7:30

4月15日（土）

1Fプラザゲート集合

●メンテナンス ●写真撮影指定日(カメラマンによる撮影）＊要事前申請

7:30

4月14日（金）

場所

1Fプラザゲート集合

●メンテンナンス ●搬出

7:30

メンテンナンス集合

8:30

終了

22:00

搬出集合

23:00

終了

1Fプラザゲート集合

【事前説明会の開催について】
＊2017年3月末頃、出展者の皆様への「会場使用説明会」を予定しております。搬入の段取り、展示場所の確認、施設利用案内等の
ご説明を行います。後日通知致しますのでできる限りご参加ください。
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●メンテナンス・写真撮影(カメラマン申込）お申込み
写真撮影

●カメラマンによる撮影は下記の指定時間内に行ってください。
[写真撮影指定日程]：４月１３日（木）7:30〜9：00
＊事前の作業申請が必要です。4月1日(土）までに事務局宛申請してください。

撮影申込

●希望者には、プロカメラマンよる撮影手配を承ります。（有料） ＊事務局宛お申込下さい。
＊撮影日程：4月12日(水）・13日（木）予定

メンテナンス
手配

●基本メンテナンス（簡単な水やりとゴミ等の清掃）の申込が出来ます。事前に事務局にお申込下さい。(有
料） ＊花の差替え等複雑作業は行ないません

●注意事項
作品・出展に
関する注意事
項

＊出展作品は、応募者自身のオリジナルであり、国内外で自作未発表のものに限ります。
＊提出された資料は返却いたしません。必要な場合はあらかじめ控えを残してください。
＊参加要項に記載された事項以外について取り決める必要が生じた場合、主催者の判断により決定します。
応募者は、その内容に同意できなかった場合応募を撤回できますが、応募にかかった一切の費用は返却いた しまん。
＊作品制作、その他エキシビション参加への費用はすべて出展者がご負担ください。また出展の過程で破損等が 発生
した場合においても主催者は一切の責任を負いません。
＊天災、その他不慮の事故・破損・紛失について主催者、会場管理者、関係各社はその一切の責任を負いません。
＊応募作品の意匠、特許、実用新案、商標、著作権などに関する全ての知的財産は応募者にあります。
そのためこれを保護する責任は応募者本人となります。応募の際は応募者が自ら必要に応じて権利保護等の措置を
講じてください。

制作に関する
注意事項

＊会場内は火気厳禁です。
＊特殊な作業・装置の使用が必要となる場合は、事前に事務局宛お問合せください。会場管理者の許可が必要となり
ます。（許可されない場合もありますので必ずご確認ください）
＊展示会場内では特に電源の確保は行いません。
＊作品制作・搬入出等に必要な全ての道具・材料は、出展者のご準備となります。
＊搬入出の終了時には充分な清掃を行なって下さい。清掃道具、ゴミ袋等は必ず各自ご用意ください。
＊ゴミは必ず各自でお持ち帰りください。（会場での廃棄は出来ません）
＊イベント期間中は会場管理者、事務局の指示に従い行動して下さい。
＊出展の全行程に関し事前に充分な安全対策を講じ、事故、怪我等に注意してください。
（深夜、早朝作業となるので、適度な休憩や体調管理等も徹底して行ってください）

著作権・
個人情報
取り扱い

①.著作権は作家に帰属しますが、印刷物、HP掲載など「フラワーアワード in Tokyo Midtown」「フラワーアート
ショーケース アワード」の広報に関する著作権使用の権利は主催者が有するものとします。
②.個人情報は、応募作品の問い合わせ、事前のご連絡・ご案内送付、事前審査の結果通知、その他エキシビションの
業務で必要と思われる事項、および次回以降のご案内をするために利用させていただきます。原則として、ご本人の
承諾なしにそれ以外の目的で個人情報を利用または第三者に提供はいたしません。
③.入賞者の氏名、年齢、経歴（入賞者のみ）は、印刷物、ホームページおよびマスコミで公表させていただきます。
④.応募作品が第三者の著作権ならびに知的財産権を侵害しないことを事前にご確認の上ご応募ください。
⑤.その他個人情報の取り扱いは、東京ミッドタウンプライバシーポリシーに準拠します。

＊参加要項における記載内容は変更となる場合があります。変更内容は、メール等で随時お知らせします。

フラワーアートアワード2017  in  Tokyo  Midtown
◆主催：フラワーアートアワード実行委員会（PLAINS  INC.) ◆特別協力： 東京ミッドタウン ◆協賛：エールフランス航空、東京堂
メタ・マニエラ ◆後援：在日フランス大使館、フランス観光開発機構 、港区、公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団
一般財団法人港区国際交流協会、港区観光協会 ◆企画・制作：プレインズ株式会社
●フラワーアートアワード事務局（プレインズ株式会社） URL: http://www.plains1.com
〒107－0052 東京都港区赤坂9-6-26,908
Tel:03-6434-5303（祝・祭日を除く月～金9:30～18：00） Fax:03-6434-5319
お問合せは、E-mailで事務局までお送り下さい。

E-mail: info@plains1.com

＊必ず件名に「フラワーアートアワード問合せ」と記載してください。＊お問合せを頂いた場合、
原則として4営業日以内にご回答いたします（4日以内に何らかの回答がない場合はお手数ですが再度お送りください。）
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