
＊2018 CAA グループ展募集要項 認定講師＊ 

テーマ「チョークアート×カフェ」 

所属・出身教室へ出展申込 締め切り         2018年 9月 10日（月） 

講師＊実行委員へ出展とりまとめ締め切り         2018年 9月 14日（金） 

協会へ出展料振込 締め切り                2018年 9月 28日（金） 

所属・出身教室へタイトル・販売価格 締め切り      2018年 10月 15日（月） 

講師＊実行委員へタイトル・販売価格とりまとめ締め切り  2018年 10月 19日（金） 

今年は初の京都でのグループ展が開催されます 

今回はチョークアート×カフェのコラボ企画展！！ 

ギャラリー近隣はカフェなど飲食店多数！ 

より多くの方に見てもらい、それぞれの仕事につながるような会場を目指します 

◆ 作品販売、バリスタなどゲストを交えたワークショップを企画 

◆ 作品表彰は従来通り予定していますが表彰式は後日謝恩会にて 

初めての方も奮ってご参加ください★ 

またこれまでもお世話になっております会員の皆様の力作を心よりお待ちしております！ 
 

 

＊開催期間  ：2018 年 11月 13 日(火)～11 月 18 日(日) 12 時～19 時 ※但し最終日は 17 時閉場 

＊開催場所  ：綾小路ギャラリー武 京都市下京区綾小路通高倉東入ル高材木町 228－3  

        ・地下鉄烏丸線「四条駅」3 番出口より徒歩 4 分 ・阪急京都線「烏丸駅」15 番出口より徒歩 2 分 

＊搬入・搬出 ：搬入日 2018 年 11 月 12 日(月)12 時～  搬出日 2018年 11月 18 日(日)17 時～ 

＊体験レッスン：期間中毎日開催 12 時 30 分～18 時 30 分 受付終了 18 時まで ※但し最終日は 16 時で終了 

＊画材提供  ：ホルベイン画材株式会社様 

＊協賛    ：ホルベイン画材株式会社様 

 

＊出展資格  ：CAA 日本チョークアーティスト協会員であること 

【認定講師】指定申込シート（エクセル）に必要事項を入力し、出展申込生徒がいる教室はとりまとめたデータを 

グループ展実行委員宛にメールにて提出 ◆実行委員メールアドレス group@chalkartist.org 

＊一般協会員申込期限 ：2018 年 9 月 10日（月）  

＊実行委員へ申込とりまとめ提出期限 :2018 年 9 月 14 日（金） 

 

【認定講師】4,500 円(サイズ 400 ㎜×400 ㎜（1 点／額・協会オリジナルノベルティ付き) 

・作品は額装して展示します       ・額代は出展料に含まれています 

・額装は会場で搬入日スタッフが行います ・出展はお一人様 1口、作品 1点までとなっております 

＊出展料振込期限：2018 年 9 月 28 日（金）協会口座へお振込みをお願い致します※振込手数料等はご負担願います 

 

 ・振込先 

(どちらかの口座へ)   

 

【認定講師】指定シートに必要事項を入力し、出展申込生徒がいる教室はとりまとめたデータを 

グループ展実行委員宛にメールにて提出 ◆実行委員メールアドレス group@chalkartist.org 

＊一般会員提出期限  ：2018 年 10 月 15 日（月）  

＊実行委員へタイトルとりまとめ提出期限 :2018 年 10 月 19 日（金） 

開催概要 

申込方法 

出展料 

◆郵便局 記号 １０２６０   

番号 ９１１６７１２１ 

ニホンチョークアーティストキョウカイ 

◆三菱 UFJ 銀行  

藤沢支店 １９８８９７３ 

ニホンチョークアーティストキョウカイ 

 
タイトルについて 



 

＊展示作品販売資格：プロコース卒業生以上※非売品での出展可・基礎・プロコース在学中の生徒は非売品で出展 

・プロコース卒業生以上で販売ご希望の方は販売価格をタイトルと共に提出してください 

 ※販売価格は最低 12,000 円以上でつけてください ※販売手数料なし 

・ご購入頂いた作品は開催後、購入者へ発送 

＊一般会員提出期限  ：2018 年 10 月 15 日（月） 

＊実行委員へ販売価格とりまとめ提出期限 :2018 年 10 月 19 日（金） 

 

＊出展の方でご希望の方は、会場に屋号広告や教室案内などチラシの設置が可能です※150 部前後を作品に同封し送付 

 ・チラシ設置料…1,000 円（出展料と一緒にお振込ください）開催後は協会で回収し、各イベントで設置します 

 

＊出展料（チラシ設置料含む）はキャンセル料を設定しております 

 ・2018 年 9月 29 日(土)以降にキャンセルされる場合は出展料全額負担となります 

準備、効率をよくするためご理解くださいますよう、何卒宜しくお願い致します 

 

＊出展サイズ ※下記サイズは、額装用に規格サイズより 1㎜小さく記載しております 
        ※サイズ違い等で額に入らない作品は展示ができませんのでご注意ください 

【認定講師】399×399㎜ (400×400 ㎜より 1 ㎜小さい) 

 ・作品デザイン ：フォントとモチーフの組み合わせ（テキスト、図案集のトレースは不可） 

・作品規定   ：ＭＤＦ板 板の厚み 4 mm または 5.5 mm（額装のため左記以外は不可） 

ブラックベースに限る、コーティングまで必ず行うこと 

・使用マテリアル：ぺんてるオイルパステル、カランダッシュネオパステル、ネオカラーⅠ・Ⅱ、 

         パンパステル、一部文字のみアクリル画材（ご不明点は講師にお尋ねください） 

・注意事項   ：エッジ(側面)は塗装すること ※裏面は塗装なし 

         

 

 

 

＊送付先   ：綾小路ギャラリー武 〒600－8082 京都市下京区綾小路通高倉東入ル高材木町 228－3 

        TEL 075-351-4787 

＊使用宅配業者：ヤマト運輸 （搬入時の混乱を避けるためご協力ください） 

＊運賃    ：出展者様のご負担となっておりますので予めご了承ください 発送時元払い、返送時着払い 

＊作品送付期日：2018年 11月 12 日（月） 午前 必着指定 

※上記厳守でお願い致します!時間内に到着しない作品は展示ができませんのでご注意ください 

 

 

 

 

＊申込用紙にご希望の枚数をご記入ください ※記入のない場合は 5 枚送付となります 

 

＊出展作品が著作権の侵害にあたると協会本部及び実行委員で判断されたものは、展示致し兼ねます 

それに伴う出展料の払い戻しは行いません ※必ずご自身で考えた作品づくりをお願い致します 

＊開催後、各賞を受賞された作品は後日協会ホームページに画像が掲載されますのでご理解とご協力をお願い致します 

＊グループ展開催前～開催期間中は作品や会場（作品が判別できるもの）の画像をホームページやブログにアップしないでくださ

い ※グループ展終了後、解禁となりますのでご了承下さい 

＊ご質問などはグループ展実行委員まで  group@cahlkartist.org  

チラシ設置について 

キャンセル料について 

作品形式 

裏面に鉛筆で明記、または記載した紙をテープで張り付けること(付箋の場合もテープで固定) 

 ■名前(フルネーム) ■住所 ■屋号名 ■日中連絡がとれる電話番号 ■作品販売の場合のみ金額 

作品送付について 

＊発送時のお願い＊ 

◆発送の際に、返送用のヤマト運輸着払い伝票に返送先住所を記入して同封してください 

◆伝票の品名欄に必ず「木製看板」「CAA チョークアーティスト協会」と明記してください 

 

 

 

 

協会発行、当展示会 DM送付枚数について 

その他注意事項 

展示作品販売について 

2018年 CAA日本チョークアーティスト協会  

グループ展実行委員 長谷川真美・和田憲介・関恵美子 



〜2018年度 CAA日本チョークアーティスト協会グループ展〜 

認定講師の皆様へ 

テーマ「チョークアート×カフェ」 

開催期間：2018 年 11月 13 日（火）～11 月 18 日（日） 搬入日 11月 12 日（月） 

開催場所： 綾小路ギャラリー武 京都市下京区綾小路通高倉東入ル高材木町 228－3  

    ・地下鉄烏丸線「四条駅」3 番出口より徒歩 4 分 ・阪急京都線「烏丸駅」15 番出口より徒歩 2 分 

開場時間：12 時開場〜19 時閉場 ※ただし、最終日の入場は 16 時 30 分まで、17 時閉場 

スケジュール 

一般会員様 申込締め切り 9月 10日（月） →とりまとめ締め切り 9月 14日（金） 

振込期限 9月 28日（金） 協会へ 

タイトル期限 

販売価格※プロ卒業以上で販売希望者のみ 
10月 15日（月） →とりまとめ締め切り 10月 19日（金） 

作品到着期日(搬入日) 11月 12日（月） 会場直送 午前中必着 厳守 

搬出日 11月  18日（日） 17:00〜19:00完全退出（会場は 17時閉場） 

【募集】 搬入及び、開催中スタッフについて 

搬入日    11月 12日(月)12時〜(17時迄予定) 搬入作業は汚れてもいい服装またはエプロン着用 

開催期間中 展示スタッフ 11月 13㈫14㈬15㈭16㈮17㈯ シフト【前半】12時〜15:30【後半】15:30〜19:00  

最終日   展示スタッフ 11月 18日(日) 12:00〜16:00  

      搬出作業          16:00〜19:00完全撤収（会場は 17時閉場）搬出作業は汚れてもいい

服装またはエプロン着用＊スタッフ及び搬入・搬出作業はじめての方でもできる作業内容です＊搬入、搬出作業スタ

ッフは作品をご自身で持ち込み、持ち帰り OK です！ 

＊展示スタッフの主な仕事は来場のお客様へのご対応、体験レッスン時のスプレー作業などです 

＊はじめての方もこの機会に、協会員同士の交流を含めぜひご参加ください！ご協力のほどよろしくお願い致します 

 
出展申込書 ※指定申込シート(エクセル)での提出ができない方のみ 

指定申込シート（エクセル）に必要事項を入力し、出展申込生徒がいる教室はとりまとめたデータを 

グループ展実行委員宛にメールにて提出 ◆実行委員メールアドレス group@chalkartist.org 

作業の効率をよくするためにメールで添付された指定申込シートにて提出をお願いいたします 

申込とりまとめ締め切り 2018年 9月 14日（金） 

名 前 （ふりがな） 

 第  期認定講師 

活 動 名 （特になければ空欄） 

屋 号  

活 動 エ リ ア  

出 展 料 □ 認定講師   4,500円 □チラシ設置料  1,000円 

搬入日・開催期間中の 

展示スタッフ参加の可否 

□ 参加→可能日について下記、チェックまた

は備考にご記入ください 

□ 不参加 

振 込 先 

（協会宛） 

□ 三菱ＵＦＪ銀行 

□ 郵便局 

作業・展示スタッフ 

参加可能な方は希望日に 

チェックして下さい 

□ 11/12（月） 搬入作業 12：00～（17：00 予定） 

□ 11/13（火） □12:00〜15:30 □15:30〜19:00 

□ 11/14（水） □12:00〜15:30 □15:30〜19:00 

□ 11/15（木） □12:00〜15:30 □15:30〜19:00 

□ 11/16（金） □12:00〜15:30 □15:30〜19:00 

□ 11/17（土） □12:00〜15:30 □15:30〜19:00 

□ 11/18（日）  □12:00〜16:00 

□ 11/18（日）  搬出作業 16:00〜19：00 完全撤収（会場は 17時閉場） 

□ その他    開催中で上記以外、ご都合の良いお時間などありましたらご記入ください        

※12時〜19時の間で可能な 2時間程度でも構いません 

□ 備考〔                 〕 

DM 枚数  枚 

 


