
ギャラリースバル　　　　　　　　　　　　　　　　　　出展募集要項

「白Tvs黒T展 vol.3 」2023年 ６月４日(日) ~ ６月１１日(日)
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０）ギャラリースバル挨拶

　スバルの「アート×印刷展」は、作品を衣類にプリントして展示&販売するアートイベントです。
　今回は「Tシャツ」を印刷キャンバスとして、絵画・イラスト・写真 etc.多彩なジャンルのアーティストが集い交流します！
　第10回目となる今回は、白Tチーム黒Tチームにわかれてのチーム対抗形式、そして、優秀作品が選ばれる選抜展を開催！
　作品のあたらしい見せ方に挑戦し、熱狂の作品展を一緒につくりあげる80人の作家を日本全国から募集します！

展示会概要

１）本企画の成り立ち　 　

　企画目的

1. 生活に密接な「衣」にスポットをあてた作品展を開催し、アートへの興味・関心を深められること。

2. つくる人も見る人も主役となれる企画手段を行うことで、自己表現をとおした感動を共有できること。

3. 同時代の作家、次世代の表現者（小学生以下のこども）が個性を存分に発揮し、切磋琢磨して活躍できること。

　企画内容

1. 日本全国から多ジャンルの作品を募り、Tシャツを共通のキャンバスとした作品展を行う。
2. 80名80通りの作品と作家が、白Tチーム／黒Tチームにわかれ、展示会を行う。
3. 作品だけでなく、作品に込めた”想い”や作家の”人となり”をPRし、鑑賞者から作家/作品への深い共感へとつなげる。

4. 現地およびSNSで、来場者の”好き”を表現できるよう投票制度を設ける。

5. 現地および通販サイト（BASEギャラリースバル）で、作品販売を行い売上マージンを作家に還元する。

6. 同会場で表現の魅力を体感できる体験型イベントや作家と企業の交流会を開催する。（開催期間中)

7. 同会場で次世代の表現者枠としてこどもの作品を展示する。 (作家と別枠20名)
8. vs形式の本企画終了後、選抜展を別会場（ギャラリー住吉橋）で行う。

２）展示会 開催期間
　　　　　 スバル展： 2023年 ６月    ４日(日) ~ ６月１１日(日) 　平日12:00~18:00　土日10:00-18:00  (火曜定休 最終日16:00迄）
　　　　   　＋選抜展： 2023年 ８月１９日(土) ・８月２０日(日)  ...ギャラリー住吉橋

３）出展者 募集期間
2023年   ２月１９日 (日) ~ ４月初旬迄　( 　８０名　に達した時点で、募集終了となります。)

　 出展希望の方は、本紙にて企画内容確認後 【グーグルフォーム】にて参加申込みを完了してください。

４）応募資格
　　　 ・作品制作を行っていること。(プロアマ経歴、作品ジャンル、年齢、在住地問わず)

この展示会では、画家・デザイナー・イラストレーター・書家など、さまざまなジャンルで活動する作家へ作品の”あたらしい見せ方”
として、Tシャツプリントを提案するものです。事前審査はございませんが、作家活動への思いなどを掲載す る展示会の特性上「記念
にTシャツづくり」や「プレゼント用」など参加動機や活動PRに積極的になれない方の参加はお控えください。

５）参加費

出展数 PR用 事前印刷 料金(税込) 内訳（振込手数料作家負担）

１点

なし 7,000円 プリントTシャツ１点(展示用)作成費＋ 案内用DM28枚含

あり 10,000円 プリントTシャツ２点(展示用 / 事前PR用 )作成費 ＋ 案内用DM28枚含＋事前PR用送料含

２点
なし 11,000円 プリントTシャツ２点(展示用)作成費＋ 案内用DM28枚含

あり 18,000円 プリントTシャツ４点(展示用 / 事前PR用 )作成費＋ 案内用DM28枚含＋事前PR用送料含

※PR用事前印刷とは
　　展示用とは別に、同じカラー・サイズのTシャツを作成することで、開催前に現物をお渡しできる制度です。
　 [事前PR用]作品お渡し:展示会開催前　　　 [展示用]作品のお渡し:展示会終了後

展示する作品は会期終了後各作家へお渡しします。  ※展示物の為多少の汚れがある場合がございます、あらかじめご了承ください。
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６）作品の販売について （予約販売）

現地会場 通販 備考(通販)

価格一律 4,500円（税込） 4,800円（税込） …価格は手数料を上乗せしています

受注期間 ６月４日(日)〜１１日(日) 16:00 まで ６月４日(日)〜１１日(日)　23:59 まで …受賞作品は６月３０日まで延長販売予定

生産方法 販売は【受注生産】にて行います。（会期中の受注分を、会期終了後に印刷生産）〜７月末までに購入者へお届けします。

Tシャツデザイン

１）素材/カラー　【printstar製　5.6オンスヘビーウェイトＴシャツ】
　　タイトめもゆったりな着こなしもはまる定番Tシャツ!  綿100％で着心地がよく丈夫。

　　　　　　　　

カラー サイズ   (男女兼用)

☆展示用 ホワイト・ブラック S・M・L・XL　

☆販売用 ご購入者様にお選びいただきます。…Sサイズ以下のキッズサイズ展開あり ［現地・通販対応］

３）印刷範囲について　　インクジェットプリントによる印刷加工を行います。対象物に対して非接触でカラー印刷ができる方法です。
　　細密な作品や多色の作品も再現することができます。インクは耐久性に優れ、ご家庭での洗濯・アイロンがけが可能です。

　★表面裏面への、両面印刷 可能です。（片面印刷　も両面印刷も　参加費/販売価格は一律です。）印刷最大範囲は、W35×H40cmです。
　　範囲内であれば自由に構成可能ですが、袖や裁縫部分への印刷はできません。

４）入稿方法（アナログ、デジタル問わずご参加いただけます）

　ソフト環境(イラストレーター等)をお持ちでない場合も想定しており、アナログ（手がき作品）の入稿フォローもおこないます。

６）入稿サポート費

アナログ作品 データ化料金　(参加費＋） 内容

画像(写真)入稿 無料 手描き作品の写真を送付いただき、スバルでデータ化を行います。

作品原画  入稿 1,000円〜 手描き作品の原本を送付いただき、スバルでデータ化を行います。( 原画サイズA3迄　対応可能 )

補正・加工 内容による 手描き作品のデータ化　 ＋　シミ取りや、構成、色調補正
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企画内容詳細

１）投票制度［現地シール投票(こども/大人)、インスタグラムいいね投票、売上枚数によって賞選出!］

　　①白T/黒Tでのチーム分け
　　各投票の総数が多いチームに賞品をご用意します。
　　※購入者希望でのカラー変更購入の場合も売上票は所属チームに換算します。[ 例:白Tチームで展示 → 黒Tにて受注…白Tチームに票加算 ]

　　②個人特別賞の選抜を行います。
　　スバルや今回ご協賛いただく企業様からの特別賞を設けます。（詳細は追ってご連絡差し上げます。）…受賞作品は６月３０日(金)まで通販延長

　　SNS発信や在廊時の声かけ等、積極的に行っていただき、参加型イベントとして一緒に盛り上がるようぜひご協力をお願いします。
　　受賞者の発表は会期終了時に行います。（賞の内容や、投票企画詳細は、オンライン説明会でご説明します。）

２）SNSでの積極的な発信
　　　会期前の作家様紹介や作品掲載、会期中の投票状況等、会期前や会期中積極的にSNS発信を行います。
　   　※SNSいいね投票は、開催期間中に当店のインスタグラムにて作品を掲載し行います。　
　　　PRの際は、当店のインスタグラムでのいいね投票募集の旨ご案内をお願いします。
　　作品掲載は開催初日〜開催２日目にかけて、約半数ずつ順に掲載します。

３）作家紹介キャプション
　 　ギャラリースバルでは、作品購入につながる鑑賞者様の関心を深め共感を得るために、

　　　作品だけでなく作家様のお人柄や作品制作への想いを伝えるPRを行っています。
　　「作家紹介キャプション」は、作家のプロフィールや作品コンセプトなどを紹介するPOPカードです。　
　　　※作家紹介キャプションの作成は、当店で行います。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４）売上還元制度　( Tシャツ販売枚数分 )

　　現地および通販サイト（BASE：ギャラリースバル）での作品販売を行います。
　    売上マージンは１枚あたり1,000円を各作家に還元します。
　　会期終了後７月末日までに、売上枚数に応じた売上マージンをお振込いたします。(振込手数料作家様負担)

５）同会場で表現の魅力を体感できる体験型イベントや、作家と企業の交流会を開催する。（※p.4 開催スケジュール）

　　　　　　　　

６）同会場で次世代の表現者枠としてこどもの作品を展示する。
　　 (作家と別枠20名)

７）vs形式の本企画終了後、代表選抜展示会を別会場（ギャラリー住吉橋）で行う。

　　この展示会では、画家・デザイナー・イラストレーター・書家など、さまざまなジャンルで活動する作家へ作品の”あたらしい見せ方”として
　　Tシャツプリントを提案するものです。来場者にとっては「アートを楽しむ入り口」になります。
　　本展示会趣旨のもと、作品自体の表現力とその魅力を存分に発揮いただいた方を「選抜展」にご招待させていただきます。
　　「選抜展」では、Tシャツ作品とともに、原画作品（プリント原画でなくてもOK）詳細は追ってご連絡します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〜本展示会で活用する、コミュニケーションアプリと、各サイトへの事前登録のお願い〜

入稿など個別

のやり取り

作家チームでの

やり取り

申込用 作品送付用 ◀作品送付時用 オンライン販売

アトリエSubaru
公式LINE

白Tvs黒T展グループチャット
（白Tチーム　・　黒Tチーム）

フォーム フォーム(4/8~20) ギガファイル便 通販BASE
スバル★SHOP
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ご提出物・スケジュール
　出展者募集期間：2023年   ２月１９日 (日)　 ~ 　応募人数が80人 [ 白Tチーム・黒Tチーム40人ずつ ] に達した時点で募集終了

①申込 ご準備ください 内容 送付方法　申込用フォーム

　４月初旬

まで募集

プロフィール ご活動・制作においてのコンセプトや想い (150字程度)

https://forms.gle/w5EGx82KfmJ
nmBds8

作家写真１点 プロフィールに使用する顔写真(もしくは似顔絵やイラスト)

参考作品１点 参考となる普段の制作作品を画像で１点お送りください。

SNS QR（あれば） インスタグラムアカウントQR画像
(アプリから生成できます。スクエアでトリミングしてください)　

マージン振込先口座情報 記入漏れが無いようにご注意ください

　　　１）申込用フォームに⬆必要事項を記入して送付してください。

　　　２）参加申込フォーム送付後、１週間以内に参加費をご入金ください。(p.1参照)　
(  りそな銀行 　泉大津支店 　普通預金０４３７７２８ 　株式会社アトリエSubaru　  ※振込手数料は作家負担となります。)

　　　３）白Tvs黒T展2023のグループチャット（当該チーム）にご登録ください。(p.３参照)　

　　　４）アトリエSubaru 公式ラインに「作家名」と「フォーム記入完了 / チャット登録完了」の旨をご送付ください。
　　

　　  　⬆にて申し込み完了! 　スバルから　[作品構成用のテンプレートデータ]　をお送りします。

②作品提出 ご準備ください 内容 送付方法

４/８(土)
受付開始

〜

４/２０(木)
12:00締切

印刷用作品データ データをテンプレートへ配置し

フォームに「ギガファイル便URL」でお送りください。
https://forms.gle/fxP616dEu72L
pvCs8印刷用作品の情報 タイトル および 作品コンセプト (150字程度)

在廊（受付担当）可能日 期間中の可能日時をお知らせください。

　　　４/８(土）受付開始〜４/２０(木)　昼12:00締切　としますので、作品が完成しだいお早めのご提出をお願いいたします。
　　　基本的に締切のフォロー連絡は行いません。連絡なく間に合わない場合は【途中辞退】と判断しますのであらかじめご了承ください。

③オンライン説明会/PRミニセミナー 内容 参加方法

４/１５(土)
19:00-20:00 スバル＆作家　　展示会開催に向けての~オンライン説明会~ グループチャットで

ご案内します。

　※日程をやむを得ず変更する場合がございます。その場合予めご連絡いたします。

④作品陳列 内容 参加方法

６/３ (土)
11:00-16:00

会場の設営を行います...作品陳列他 展示会の運営面をお手伝いしてく
ださる作家を募集します!(詳細は追ってお知らせいたします)

グループチャットで

ご案内します。

展示会開催：2023年 ６月４日(日)~６月１１日(日)　 平日12:00~18:00　土日祝10:00-18:00　  (火曜定休 最終日16:00迄）

イベント予定： ６月４日 (日)　[作家交流会（レセプション）] ▶６月１０日 (土)  [ワークショップイベント］▶１１日 (日)  [授賞式］ 　　　　　　　 他  土日企

画イベント 検討中

⑤作品搬出 内容 参加方法

６/１１(日)
16:00-18:00 展示会の撤収 ( Tシャツ作品はそのままお持ち帰りいただけます） できるだけご参加ください。

●直接搬出に来られない場合は、必ず (郵便局)着払い伝票を必要事項明記の上、お持ち込みいただくかお送りください。

選抜展開催：2023年 ８月１９日(土).８月２０日(日)　

＠ギャラリー住吉橋Tシャツ作品とともに、原画作品や普段の制作物の展示会（複数名選抜招待）
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作品データの入稿方法
(参加確定の際、配置構成用データをお送りします。)

　　●イラストレーター（ソフト）でのご入稿

Tシャツ型の上に、作品データを貼りつけてご提出ください。
　　　（文字のアウトライン化、画像の埋め込みを必ず行ってください。）

　ギガファイル便URLにてご送付ください▶https://gigafile.nu

　　●イラストレーター（ソフト）以外でのご入稿
　

　　　　・配置構成手書き用紙に、イメージを描き込んでください。　　　　　　　　　　

　　　　・作品データ（jpg　または　PNG） と併せてお送りください。

【データ送付の際の注意点】

　　 ①データの送付、印刷に関しては思わぬトラブルが起こる場合がございます。個別でのやりとりが円滑に進むようご協力をお願いします。

　 ②出力時のインク色は、CMYK +白 で行います。
・水彩画などの淡い色合いは、プリントの際完全再現しきれない可能性がございます。

　　   ・金色、銀色、蛍光色の印刷はできません。　予めご了承の上ご相談ください。

　　　③Aiデータでご入稿の場合
　　　　・文字化けなど回避のため、文字は必ずアウトライン化してください。

　　　　・配置した写真などは必ず、画像の埋め込みを行ってください。

　 　　④入稿データは必ずバックアップを取った上で、必要なデータのみをお送りください。

　 　　⑤ご使用のパソコンモニターと印刷されたものとでは、出力環境の違いにより多少色味が異なります。
　　　　・色指定がある場合、別途写真用紙に印刷したものなど色構成の仕上がり見本をお送りください。

　 　　⑥作品入稿データとして相応しくないもの
　　　・Microsoft Excel、Word、PowerPoint等のビジネスソフトで作成したもの。
　　　・インターネットなどからコピーした画像やロゴ等。著作権や肖像権を侵害するもの、または侵害する恐れがあるもの。

　　　　・解像度の低いデータ。

　　　　・企業ロゴ等が入った商業宣伝用のデザイン。

　　　　・その他本展示会にそぐわないと判断されるもの（エロ・グロ）

　

　 　 ⑦イラストなどに不透明の背景がある場合、そのまま印刷されます。
　　　　不要な背景色を抜いてあるかご確認の上ご入稿ください。（右図参照）

　　　　※背景色の有無は、作家さまの判断にお任せしております。

【その他】
　　　・本展示会では、申し込みフォームを送信いただいた時点で、参加枠の確保をしております。

　　　　そのため、登録時に参加費ご入金をお願いします。（1週間以内）
　　　　ご入金がないまま1週間を超える場合や案内ご連絡に一定期間のお返事がないままの場合
　　　　他の参加希望者に枠をお譲りいただく場合がございますのであらかじめご了承ください。

　　　　※作家都合での途中キャンセルの場合 返金はおこなっておりません。

＠ギャラリースバル［〒595-0026 大阪府泉大津市東雲町6−19 アトリエSubaru２階］：高山 滉平
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