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2022年 第2回 公募ZEN展
横浜市民ギャラリー 募集要項

~ 国籍・派閥・流派・年齢を問わず、広く公平に開催することを信条とするものとする ~

横浜市民ギャラリー 3F
2022年 9月７日（水） ～ 2022 年9月10日（土）  10:00～18:00

申込期限　2022年 8月20日（土）
※ 申込方法　
1. ホームページの出展申し込み（Web申込ボタンをクリック） https://zenten.info　又は
2. 別紙申込用紙（紙ベース申込書）

会場.会期

申し込み

参加費

搬入出

一般 13,000 円　（1~2点まで） 学生・ 障がい者 11,000 円　（1~2点まで）
３点目 6,000 円 ３点目 5,000 円
梱包手数料 一点につき 1,500 円  
*宅配搬出の方のみ

梱包手数料 一点につき 1,500 円  
*宅配搬出の方のみ

9 月 6 日(火) 10:00～12:00 迄 
横浜市民ギャラリーZEN 展３F 会場 
※ 時間厳守、それ以前の時間には入館できません。
※ 横浜市民ギャラリー JR・市営地下鉄 

「桜木町駅」から徒歩 10 分、京急「日ノ出町駅」から徒歩 8 分。

※ 直接搬入の受付と同時進行で会場の飾り付けを行います。 
時間に余裕がございましたら会場作りのボランティアにご協力を
お願いします。

※ シャトルバス運休

飾り付け
9 月 6 日（火） 10:00～17:00
飾り付けボランティア募集!
※ シャトルバス運休

搬出・片付け お手伝いできるボランティア募集！
 9 月 11 日 （日）   会期終了後 10:00～12:00 迄      ※ 搬出時間が短くなっている為、時間厳守でお願いします。
集合場所： 横浜市民ギャラリー ZEN 展３F 会場 受付 
持ち物： ハサミ、ヒモ、ガムテープなど、搬出に必要な物を各自お持ちください。
※ 搬出日に来られない方は、業者による梱包料金が一点につき 1,500 円かかります。 出展料とお振込みください。 送料は別途着払いとなります。

9 月 3 日 (土)  指定日必着    ※ 厳守
宅配便送付先場所： 
〒151-0071 東京都渋谷区本町 5-30-12 

（株）東美「ZEN 展宛」 （TEL 03-3376-8148 代）
※ 作品と記入しないでください。
伝票の品名に「作家名」「部門」 横浜市民ギャラリー出展品に 
伝票に品名「額」と記入。
尚、宅配搬入の送料は出展者各位にてご負担ください。  

（注）箱、袋等梱包用品全てに名前を記入してください。

振込先  振込手数料はご本人負担になります。

郵便振込み セブン銀行
00260 - 0 - 130906
ZEN展
* 必ず作家名・部門名をご記入下さい。

店番： 103
支店名： パンジー支店
口座番号 ： 1017495
永森一郎

※ 振込締め切り 2022年 8月31日（水） まで

直接搬入

直接搬出

宅配便搬入
宅配便搬出

発送元  >>>>>>>>>>>>>>>> 会場  >>>>>>>>>>>>>>>>  発送元

・ クロネコヤマト
・ 佐川急便

梱包料金
一点につき1500円
*着払いにて返送
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公募規約

スケジュール

作品項目 規約

A　絵画・平面 大きさ
・　平面作品 - 30号まで（横90cmまで）
・　立体作品 - 約60cm x 60cm 底面積

・　一人出展数3点まで
・　ガラス不可（アクリル可）
・　平面作品の裏には必ず展示出来る様に紐を付ける
・　作品に添付する説明書等の文章は B5 サイズ（182 ㎜×257 ㎜）

B　イラスト

C　切り絵

D　ミクストメディア

E　立体・工芸・装飾

F　写真

G　水墨画

H　書

1. 軸装形式 縦、横自由 （半切 35 ㎝×135 ㎝）

2. 小字数字（大字） 額装のみ

3. 写経 写経料紙等について出品の場合、台紙に貼って出品すること

【注意事項】
 · 展示・搬入・搬出における破損等におきましては、ZEN 展事務局では、一切責任を負いませんので 

各自で保険等をおかけください。
 · アダルト作品、政治的な作品、小学生が見てふさわしくない作品は展示出来ません。

 · 作品に添付するポリシー、自身作歴、自己 PR、HP アドレス、説明書等の文章は  
B5 サイズ（182ｍｍ×257ｍｍ）迄とする。　縦横自由、一作品につき展示作品と共に展示致します。

 · ＺＥＮ展で知り合い、グループ展等を勧誘して開催する事には 一切ＺＥＮ展は責任を負いません。

お問い合わせ、申し込み書の送付は下記宛にお願いいたします。
郵送先 〒389-1227

長野県上水内郡飯綱町高坂 1300 - 55
社団法人 公募ZEN展 
理事長　永森一郎

Mobile
FAX
Email
Web

090 - 1054 - 9818
026 - 257 - 1526
zenten.yokohama@gmail.com
https://zenten.info/

日程 内容
2022年 8月20日（土） 申込み期限
2022年 8月31日（水） 振込締め切り
2022年 9月3日（土） 宅配便搬入 ※ 指定日必着
2022年 9月6日（火） 直接搬入　10:00～12:00 迄
2022年 9月6日（火） 飾り付け　10:00～17:00 
2022年 9月７日（水） ～ 
2022 年 9月10日（土）

2022年 第2回 公募ZEN展
横浜市民ギャラリー

2022年 9月11日（日） 搬出・片付け   会期終了後 10:00～12:00 迄
※ 時間厳守

2022年 第2回 公募ZEN展
横浜市民ギャラリー 募集要項


