
＜企画概要＞
　stella nova（ステラノヴァ）は、未だアートコンプレックスセンターで個展を開いたことの無い、
「新しい星」と、お客様やギャラリストが出会うべく企画された展覧会です。展覧会というのは、
自分に合った場所を選んでこそ、真価を発揮するものだと考えています。自分に合ったギャラリー
は、展示してみなければ分かりません。私たちは、年間 200 回以上の個展を開催し、さまざまな
出会いを生んできました。そして改めて、また新たな機会を作るために、アートコンプレックス
センターの新企画としてアーティストを募集いたします。

＜開催日程と場所＞

■開催期間
2013 年 4 月 23 日（火）～ 5 月 5日（日）　
月曜休館

■開催時間
11:00-20:00 最終日のみ 17:00 まで

■展覧会場
The Artcomplex Center of Tokyo 2F ACT1



＜募集内容＞

――開催日程、場所
【開催日時】2013 年 4 月 23 日（火）～ 5 月 5 日（日）　12 日間開催　11:00-20:00 最終日は 17:00 まで ※月曜休館
レセプションパーティ　4月 27 日 ( 土 ) 17:00-19:30

【会場】The Artcomplex Centre of Tokyo
〒160-0015 東京都新宿区大京町 12-9 2F ACT1
TEL/FAX　03-3341-3253　http://www.gallerycomplex.com

――参加規定
アートコンプレックスセンターで、過去に個展を開いたことのない作家様に限る
グループ展での参加であれば、本展に参加可能です。

――作品形態
＜ジャンル＞　平面作品

＜作品サイズ＞　壁面スペース　横幅 3m×高さ約 2m以内であれば、何点でも可能　（立体作品の奥行きは 1m以内）

＜作品について＞
各展示の範囲は、お一人につき壁面 3 ～ 3.5M（幅）×2M( 高さ ) を想定しています。その範囲内で展示できる作品をお願いしたく存じます。
例：大サイズ (20 号程度 )1 点、中サイズ (6 号程度 )5 点、小サイズ (0 号、SM 程度 )5 点
作品スペースに変更があった場合は随時ご連絡いたします。

――出展料　　30,000 円
（出展料には、展示会のDM制作費、パーティー開催費、備品の貸出し費用が全て含まれています。DMは 100 部送付いたします。）
お申込頂きましたら、振込先をお知らせ致します。
お振込手数料は作家様ご負担になりますので、あらかじめご了承ください。
近郊にお住まいの方は直接ご来館にてのお支払いも可能です。

――お申し込み締切日　2013 年 2月 28 日

――展示スペース、搬入・搬出について
各出展作家様の作品の展示場所は、ギャラリー側で決定いたします。原則的に、搬入出および展示作業は作家様で行っていただきます。 ※ただ
し遠方からの参加の場合、作品を郵送して頂くことも可能です。郵送での参加の場合、ギャラリースタッフが展示を行います。その際に、スタッ
フ側で対応可能な作業の範囲がございますので、郵送にて搬入出をご希望の作家様は、事前にご相談下さい。

――販売物について
期間中作品の販売も行うため、作品のキャプションに価格を記載して下さい。
なお、作品の販売は必須となります。展示作品すべて非売品という展示になりませんよう、お願いいたします。
作品販売時の価格設定についてのご相談も申し受けます。

その他の物販物（雑貨、ポストカード等）は、納品書のご提出をお願いいたします。また、各商品につき 1枚ずつ値札（作家名、価格を記載し
たもの）を付けて下さい。 作品、物販売却の際は価格の 7割が作家様、3割がギャラリーの割合で配分されます。売り上げの支払いは、展示終
了後１週間以内に行います。（小額の場合、搬出時に精算することもあります。）

――出展確定後のキャンセルについて
出展確定後のキャンセルは、原則的には認めません。その際、一度お振込いただいた参加費はご返金いたしかねますので、あらかじめご了承く
ださい。



――お申込後のスケジュールについて
お申込をいただき、アートコンプレックスセンターのスタッフよりご入金についてのご連絡をさせていただきます。
ご入金が確認された後、ご参加の確定となります。

その後、展覧会のＤＭに使用させていただくための作品画像を１枚ご提供いただきます。
（締切 3月 10 日 メールにてご提供をお願いいたします。）

●搬入までにご準備いただくもの
・作品のキャプション情報　（締切 4月 15 日まで　メールにてご提供をお願いいたします。）
キャプション内容　＜作家名・作品タイトル・制作年・使用画材・サイズ・価格＞
※各作品分のご提示をお願いいたします。仕様を統一するため、キャプションはアートコンプレックスセンターのスタッフにて作成いたします。

・作家様略歴　（締切 4月 15 日まで　メールにてご提供をお願いいたします。）
Ａ４サイズ１枚に収まる程度のコンセプト、略歴
※仕様を統一するため、キャプションはアートコンプレックスセンターのスタッフにて作成いたします。

＜搬入出について＞
搬入時のクギ、かなづち等はご持参くださいませ。　※お車で搬入・搬出の場合は、事前にご相談ください。
【搬入日】　2013 年 4月 22 日 ( 月 )12:00-17:00
【搬出日】　2013 年 5月 5日 ( 日 )17:30-20:00

遠方からの参加の場合、作品を郵送して頂くことも可能です。スタッフによる代行での参加の場合、ギャラリースタッフが展示を行います。
その際に、スタッフ側で対応可能な作業の範囲がございますので、郵送にて搬入出をご希望の作家様は、事前にご相談下さい。
郵送先　〒160-0015 東京都新宿区大京町 12-9 2F
アートコンプレックス・センター　ステラノヴァ宛

●使用不可能な展示備品について基本的に作家様のお持込に関しまして、下記の内容はご使用になられませんよう、ご協力ください。
・直径 3mmを超えるクギ。ご使用になられる壁の状態が補修不可能な状態になることが予測されるもの。
・両面テープのご使用はご遠慮ください。（粘着性の弱いものは可。）

＜お申し込み方法＞
作品画像を中心に、簡単な審査をさせていただきます。
下記の要項にしたがって、ご応募ください。

件名を「stella nova 参加希望」として、下記の情報を info@gallerycomplex.comまでメールにてお送りください。

・お名前 ( ご本名 )
・作家名（DMに記載するお名前）
・住所 (〒)
・電話番号（携帯可）
・メールアドレス（PCメールアドレスに限る）
・HP URL（※お持ちで無い方は未記入可）
・参加予定作品詳細（版画の種類は必ずご記入ください）
・作品の画像 3点
※作品の画像は、作家様の作品確認および、WEB 上での作家紹介に使用いたします。出店する作品（商品）以外の、既存のものでも構いません。

※グループで参加される場合のお申込みは、代表の方１名のご予約でかまいません。備考として、参加者様の 人数をご明記ください。
※メールでのお申込を確認後、返信にて出展費のお振込み先等をご案内させていただきます。



――主催について
The Artcomplex Center of Tokyo
住所 | 160-0015 東京都新宿区大京町 12-9
TEL/FAX | 03-3341-3253
WEB SITE | www.gallerycomplex.com
E-MAIL | info@gallerycomplex.com

2007 年 7 月 16 日、新宿区大京町の閑静な住宅地に「The Artcomplex 
Center of Tokyo (ACT)」がアートの複合施設として誕生しました。
都会のオアシス「新 宿御苑・神宮外苑」を背景としながら、このセンター
はアートの新たな「発信基地」 となることを目指します。作品発表の場や機会を提供するだけでなく、多彩な ワークショップや公
募展を企画することによって、アーティスト活動を積極的 にサポートし「アート・コミュニティ」の創造と発展を提案します。 

【問い合わせ先】
stella nova についてのお問い合わせは下記電話番号または E-MAIL アドレスへご連絡ください。
営業時間 | 11:00-20:00 月曜休館
TEL/FAX | 03-3341-3253
E-MAIL | info@gallerycomplex.com　　担当　石川



出展承諾条件

■使用規則について
本展は、The Artcomplex Center of Tokyo 主催の公募展です。従って、The Artcomplex Center of Tokyo にて定められた使用規則に沿って開催をいたします。
詳しい使用規則については下記をご確認ください。

■出展承諾条件
1. 展示作品の郵送が必要となった場合、郵送費は作家の自己負担となります。
2. 天災地変、戦乱、暴動、運送機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、その他やむをえない理由により開催日程に従った安全かつ円滑な実地が困難となった場合、開
催を延期・または中止する場合があります。

■期間中の作品管理
・作品の管理についてはギャラリー側も充分注意をいたしますが、汚損、破損、火災、盗難等の不慮の事故・火災で生じた作品の損害は責任を負いかねますのでご了承ください。

■使用可能な展示備品について
基本的に作家様のお持込に関しまして、下記の内容はご使用になられませんよう、ご協力ください。
・直径 2mmを超えるクギ。ご使用になられる壁の状態が補修不可能な状態になることが予測されるもの。
・両面テープのご使用はご遠慮ください。
・他の出展者様のご迷惑となるような展示物。
例：ニオイの強いもの、展示中に落下あるいは状態の変化し得る生もの等

■飲食・喫煙
・展示スペースでの喫煙はご遠慮頂いています。喫煙の際は、１階入口付近の灰皿設置スペースでお願いします。

■出展へのキャンセルについて
ご応募後のキャンセルは、原則的には認めません。一度お振込いただいた参加費はご返金いたしかねますので、あらかじめご了承ください。
また、キャンセル料は出展費全額になりますので、予めご了承ください。

■個人情報の取り扱いについて
The Artcomplex Center of Tokyo（以下、弊社という）は、個人情報保護法及び関連諸法令を遵守し、お客様から提供された個人情報を適切に管理し、以下の通り取扱います。

■個人情報の利用目的
弊社にご提供いただいた個人情報は、その全部または一部を、以下の目的で利用いたします。

・ご登録またはお申し込みいただいたサービスなどを提供するため
・ご注文、ご応募いただいた作品などをお届けするため
・展覧会、ワークショップなどのイベントへのご案内のため
・展覧会、イベントなどにご協力・ご参加いただいたかたに結果などを報告するため
・ダイレクトメール、電子メール配信、ファックス通信などを利用しサービスを提供するため
・求人応募に対する採用の可否を判断・通知するため
・その他上記業務に関連・付随する業務のため

■個人情報の提供
弊社は、お客様のご同意を頂いた場合又は法令に基づく場合を除き、お客様よりご提供いただきました個人情報を第三者に開示、提供いたしません。

■外部へのリンクにともなう個人情報の取り扱い
弊社が運営するウェブサイトは外部へのリンクを含んでいる場合があります。
外部サイトにおける個人情報の取り扱いや管理状況、掲載内容に関して弊社は責任を負いません。
直接リンク先サイトへお問い合わせください。

■弊社内の各店舗、サービス、提携先の個人情報の取り扱いについて
弊社は、ギャラリー内各店舗、サービス、提携先毎に個人情報の利用目的、第三者への提供、お問合せ先等、 その個人情報の取り扱いについて個別に定める場合があります。
その場合に、「個人情報の取り扱いについて」と異なる定めや特別な定めがあるときには、 各店舗、サービス、提携先毎に定めた個人情報の取り扱いに関する事項を優先して
適用させていただきます。

■ご登録内容の訂正および利用停止等について
お客様からお客様ご自身に関する個人情報の訂正・利用停止・消去等の依頼があった場合は、ご本人であることを確認させていただいたうえで、特別の理由がない限り速や
かに対応いたします。

個人情報に関するご相談は郵送もしくはメールにて承ります。

〒160-0015
東京都新宿区大京町 12-9
The Artcomplex Center of Tokyo
info@gallerycomplex.com

■損害賠償について
・使用規則に違反があった場合には、ご利用をお断り、または中止させていただくことがございます。
その場合、ご利用料金は返還いたしませんのでご了承下さい。
・ギャラリースペース及びビルの備品、内装、設備、建物に損害（汚損、破損、紛失）があった場合には、損害を実費で賠償していただきます。

■その他 ・上記内容以外につきましては、事務所スタッフがご相談に応じます。
・本利用規約は、2012 年 12 月 16 日時点のものです。内容に変更がある場合は、契約時点にこちらの HP に掲載していた規約の内容が適用となりますので、印刷の上保管し
てください。


