
希望 する しない

応募経験 あり なし
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東京都千代田区一番町25番地JCIIビル303
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作品目録 応募規定、注意事項を了承の上、下記の作品を応募します。
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題　　名 電話
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FAX

応募作品の返却

合計枚数

（料金2,500円必要）

＊学校単位で応募の場合、学校名と担当者名を記入（住所欄は学校の住所を記入）
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枚組
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応募部門

応募部門

作者

学校名

住所

年齢

職業

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

フリガナ

第46回2021

JPS展

公益社団法人日本写真家協会（JPS） 
第46回 2021JPS展 御中
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自由　＊注意事項をよくお読みください。
応募資格 
アマチュア、プロフェッショナル、年齢、性別、国籍を問いません。ただしＪＰＳ会員は除きます。

応募部門
● 一般部門：年齢を問いません
●18歳以下部門：2002年4月1日以降生まれの方

応募プリント
用紙サイズはA4または六つ切 8×10インチ（203×254mm）に限る
カラー、モノクロ共プリントのみ（デジタル・銀塩を問いません）。デジタル加工も可。ただし 
デジタル加工・合成等の欄に印を入れること。作品は、必ず応募者本人が撮影したものであること。

出品点数
単写真＝制限はありません。組写真＝5枚までを1組の限度として何組でもかまいません。組写
真は、左より順に並ぶように構成して番号をつけてください。ただし、写真同士を貼り付けな
いこと。また台紙にも貼らないで応募してください。

受付手数料 
一般部門：1枚につき2,500円（組写真の場合も１枚2,500円）
18歳以下部門：1枚につき800円（組写真の場合も1枚800円）
郵便局より下記、郵便振替口座へ2021年1月15日までにお振込みください。お振込みがない場
合は審査しません。
作品の中に受付手数料を同封することは、厳禁とします。
応募作品返却希望者は、返却料2,500円を加算してお振込みください。（応募作品の返却は6月
下旬から7月上旬を予定しています。海外からの応募の場合は返却できません）
郵便振替 口座番号：00110-5-651936

口座名称（漢字）：日本写真家協会JPS展
＊通信欄に応募部門、応募合計枚数、応募者の郵便番号、住所、氏名、氏名フリガナ、電話番
号を必ずご記入ください。
＊氏名には必ずフリガナをふってください。

受付及び締切 
2020年11月10日（火）～2021年1月15日（金）まで。
郵送または宅配便に限ります。直接持参されても受付いたしません。最終日消印有効。

審査員  
野町和嘉（審査員長）、小林紀晴、齋藤康一、秦達夫、大塚茂夫（『ナショナル ジオグラフィック
日本版』編集長）（予定）

審査結果  
3月中旬頃、応募者全員に文書にて通知。また、ホームページ（https://www.jps.gr.jp）とメールマ
ガジンでも発表します（電話でのお答えはいたしません）。

展示用作品  
入賞・入選作品は、後日指定する期日までに各自で指定サイズに引伸し、再提出していただき
ます。その際には作品の原板・データが必要になりますので、必ず保存しておいてください。
文部科学大臣賞、知事賞（仮称）、金・銀・銅賞作品については大型サイズになる場合があります。

展示及びパネル製作費  
入賞・入選作品は当協会特注パネルにて展示しますので、一般部門は1枚につき10,000円、18
歳以下部門は1枚につき5,000円を指定の日時までに納入していただきます。応募者の申し出に
よる入賞・入選の辞退はできません。応募規定違反など何らかの事由により入賞・入選取り消
しとなった場合には、違約金として5,000円を申し受けます。ご了承のうえご応募ください。

図録
第46回2021JPS展図録の刊行を予定しています。図録の原稿には応募作品を使用します。

展示会場・会期
東京都写真美術館 2021年5月22日～6月6日（予定）
京都市美術館別館 2021年6月22日～6月27日（予定）
愛知県美術館 2021年 7月（予定）
※ やむを得ない事情により展覧会催行が不可能になった場合
は、ホームページ上での掲載に変更いたします。

注意事項  
1.  原則として未発表作品に限ります。SNS等で不特定
多数に公開されたものは応募できません。過去にコン
テスト等で入賞・入選した作品及びそれらに類似した
作品（同じ対象を同じような条件で同じ時期に撮影し
た作品）は応募できません。また、現在コンテスト等
に応募し結果が判明していない作品も応募できません。

2.  被写体の肖像権、著作権には十分にご注意ください。
スナップ等で人物を撮影された場合には、コンテスト応
募の承諾を得てください。

3.  すべての応募作品の著作権は撮影者に帰属します。た
だし、入賞・入選作品は巡回展終了までの間に当該作
品を他に使用する場合、当協会の許諾を得てください。

4.  入賞・入選作品は、審査結果発表後、優先的に当展の
広報宣伝等の目的範囲内で雑誌その他に使用すること
があります。

5.  応募作品の返却を希望される方は、受付手数料納入の
際、返却料2,500円（枚数に関係なく）を加算してお振込
み下さい。※海外からの応募の場合は返却不可となり
ます。返却は6月下旬から7月上旬を予定しています。

6.  入賞・入選の展示作品は展覧会終了後、着払いの宅配
便で返送します｡

7.  作品受理以前の事故、破損につきましては、その責任
を負いかねます。作品は慎重に取り扱いますが、輸送
途中の不可抗力による事故等に対する責任は負いかね
ますのでご了承ください。

8.  受付手数料、パネル製作費はいかなる場合でも返金い
たしません。

9.  応募者は応募規定、注意事項を全て了承したものとみ
なし、違反した場合には入賞・入選は取り消しとなり
違約金として5,000円を申し受けます。応募作品到
着後における応募、入賞・入選及び展示の辞退はでき
ません。また、過去に規定違反のあった方の受付はお
断りすることがあります。

10. 応募者の個人情報の利用は今回のJPS展と今後の応募
のご案内などの範囲とし、管理を慎重にいたします。

 11. 18歳以下部門に応募された方が入賞・入選された場
合は、年齢確認の資料を提出していただきます。

第46回 2021 JPS展

応 募 規 定
賞
●一般部門
文部科学大臣賞　　  1名（賞状・盾・賞金50万円・副賞）
知事賞（仮称）  1名（賞状・盾・賞金30万円・副賞）
金　賞       1名（賞状・盾・賞金15万円・副賞）
銀　賞       2名（賞状・盾・賞金10万円・副賞）
銅　賞       3名（賞状・盾・賞金  5万円・副賞）
奨励賞       5名（賞状・盾・賞金  2万円・副賞）
優秀賞     30名程度（賞状・記念品・副賞）
入　選   200名程度（賞状・記念品）

●18歳以下部門
最優秀賞     1名（賞状・盾・副賞）
優秀賞   10名程度（賞状・記念品・副賞）
入　選   20名程度（賞状・記念品）

●  氏名、住所、題名、フリガナ等は、わかりやすく楷書でお書きください。
●  組写真の場合、作品目録の題名は、１組につき１行で書いてください。
写真の枚数分題名を書く必要はありません。

●  作品目録は、必ず本人控用のコピーを保存しておいてください。

●  応募票が不足する場合は、コピーし、また作品番号を修正してご使用ください。
●  JPS展の最新情報をお届けするメールマガジンを配信しております。 
（https://www.jps.gr.jp/jps-ten-magazine/）
●  応募後、住所変更等がある場合はお知らせください。

応募規定を熟読のうえ、ご応募ください。
JPS展公式ホームページから応募作品目録のダウン
ロード・入力ができます。
https://www.jps.gr.jp/2021jpsten_ouboyoko/

W

✔

✔
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加工・合成等デジタル フィルム

デジタル
加工・合成等デジタル フィルム
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自由　＊注意事項をよくお読みください。
応募資格 
アマチュア、プロフェッショナル、年齢、性別、国籍を問いません。ただしＪＰＳ会員は除きます。

応募部門
● 一般部門：年齢を問いません
●18歳以下部門：2002年4月1日以降生まれの方

応募プリント
用紙サイズはA4または六つ切 8×10インチ（203×254mm）に限る
カラー、モノクロ共プリントのみ（デジタル・銀塩を問いません）。デジタル加工も可。ただし 
デジタル加工・合成等の欄に印を入れること。作品は、必ず応募者本人が撮影したものであること。

出品点数
単写真＝制限はありません。組写真＝5枚までを1組の限度として何組でもかまいません。組写
真は、左より順に並ぶように構成して番号をつけてください。ただし、写真同士を貼り付けな
いこと。また台紙にも貼らないで応募してください。

受付手数料 
一般部門：1枚につき2,500円（組写真の場合も１枚2,500円）
18歳以下部門：1枚につき800円（組写真の場合も1枚800円）
郵便局より下記、郵便振替口座へ2021年1月15日までにお振込みください。お振込みがない場
合は審査しません。
作品の中に受付手数料を同封することは、厳禁とします。
応募作品返却希望者は、返却料2,500円を加算してお振込みください。（応募作品の返却は6月
下旬から7月上旬を予定しています。海外からの応募の場合は返却できません）
郵便振替 口座番号：00110-5-651936

口座名称（漢字）：日本写真家協会JPS展
＊通信欄に応募部門、応募合計枚数、応募者の郵便番号、住所、氏名、氏名フリガナ、電話番
号を必ずご記入ください。
＊氏名には必ずフリガナをふってください。

受付及び締切 
2020年11月10日（火）～2021年1月15日（金）まで。
郵送または宅配便に限ります。直接持参されても受付いたしません。最終日消印有効。

審査員  
野町和嘉（審査員長）、小林紀晴、齋藤康一、秦達夫、大塚茂夫（『ナショナル ジオグラフィック
日本版』編集長）（予定）

審査結果  
3月中旬頃、応募者全員に文書にて通知。また、ホームページ（https://www.jps.gr.jp）とメールマ
ガジンでも発表します（電話でのお答えはいたしません）。

展示用作品  
入賞・入選作品は、後日指定する期日までに各自で指定サイズに引伸し、再提出していただき
ます。その際には作品の原板・データが必要になりますので、必ず保存しておいてください。
文部科学大臣賞、知事賞（仮称）、金・銀・銅賞作品については大型サイズになる場合があります。

展示及びパネル製作費  
入賞・入選作品は当協会特注パネルにて展示しますので、一般部門は1枚につき10,000円、18
歳以下部門は1枚につき5,000円を指定の日時までに納入していただきます。応募者の申し出に
よる入賞・入選の辞退はできません。応募規定違反など何らかの事由により入賞・入選取り消
しとなった場合には、違約金として5,000円を申し受けます。ご了承のうえご応募ください。

図録
第46回2021JPS展図録の刊行を予定しています。図録の原稿には応募作品を使用します。

展示会場・会期
東京都写真美術館 2021年5月22日～6月6日（予定）
京都市美術館別館 2021年6月22日～6月27日（予定）
愛知県美術館 2021年 7月（予定）
※ やむを得ない事情により展覧会催行が不可能になった場合
は、ホームページ上での掲載に変更いたします。

注意事項  
1.  原則として未発表作品に限ります。SNS等で不特定
多数に公開されたものは応募できません。過去にコン
テスト等で入賞・入選した作品及びそれらに類似した
作品（同じ対象を同じような条件で同じ時期に撮影し
た作品）は応募できません。また、現在コンテスト等
に応募し結果が判明していない作品も応募できません。

2.  被写体の肖像権、著作権には十分にご注意ください。
スナップ等で人物を撮影された場合には、コンテスト応
募の承諾を得てください。

3.  すべての応募作品の著作権は撮影者に帰属します。た
だし、入賞・入選作品は巡回展終了までの間に当該作
品を他に使用する場合、当協会の許諾を得てください。

4.  入賞・入選作品は、審査結果発表後、優先的に当展の
広報宣伝等の目的範囲内で雑誌その他に使用すること
があります。

5.  応募作品の返却を希望される方は、受付手数料納入の
際、返却料2,500円（枚数に関係なく）を加算してお振込
み下さい。※海外からの応募の場合は返却不可となり
ます。返却は6月下旬から7月上旬を予定しています。

6.  入賞・入選の展示作品は展覧会終了後、着払いの宅配
便で返送します｡

7.  作品受理以前の事故、破損につきましては、その責任
を負いかねます。作品は慎重に取り扱いますが、輸送
途中の不可抗力による事故等に対する責任は負いかね
ますのでご了承ください。

8.  受付手数料、パネル製作費はいかなる場合でも返金い
たしません。

9.  応募者は応募規定、注意事項を全て了承したものとみ
なし、違反した場合には入賞・入選は取り消しとなり
違約金として5,000円を申し受けます。応募作品到
着後における応募、入賞・入選及び展示の辞退はでき
ません。また、過去に規定違反のあった方の受付はお
断りすることがあります。

10. 応募者の個人情報の利用は今回のJPS展と今後の応募
のご案内などの範囲とし、管理を慎重にいたします。

 11. 18歳以下部門に応募された方が入賞・入選された場
合は、年齢確認の資料を提出していただきます。

第46回 2021 JPS展

応 募 規 定
賞
●一般部門
文部科学大臣賞　　  1名（賞状・盾・賞金50万円・副賞）
知事賞（仮称）  1名（賞状・盾・賞金30万円・副賞）
金　賞       1名（賞状・盾・賞金15万円・副賞）
銀　賞       2名（賞状・盾・賞金10万円・副賞）
銅　賞       3名（賞状・盾・賞金  5万円・副賞）
奨励賞       5名（賞状・盾・賞金  2万円・副賞）
優秀賞     30名程度（賞状・記念品・副賞）
入　選   200名程度（賞状・記念品）

●18歳以下部門
最優秀賞     1名（賞状・盾・副賞）
優秀賞   10名程度（賞状・記念品・副賞）
入　選   20名程度（賞状・記念品）

●  氏名、住所、題名、フリガナ等は、わかりやすく楷書でお書きください。
●  組写真の場合、作品目録の題名は、１組につき１行で書いてください。
写真の枚数分題名を書く必要はありません。

●  作品目録は、必ず本人控用のコピーを保存しておいてください。

●  応募票が不足する場合は、コピーし、また作品番号を修正してご使用ください。
●  JPS展の最新情報をお届けするメールマガジンを配信しております。 
（https://www.jps.gr.jp/jps-ten-magazine/）
●  応募後、住所変更等がある場合はお知らせください。

応募規定を熟読のうえ、ご応募ください。
JPS展公式ホームページから応募作品目録のダウン
ロード・入力ができます。
https://www.jps.gr.jp/2021jpsten_ouboyoko/

第46回 2021JPS展　応募票 （写真1枚に1枚貼付）

氏名

題名

この部分より上は写真の下にかくれるように貼って下さい

作品番号 デジタル
加工・合成等デジタル フィルム

事務局記入欄

単写真

作品番号

事務局記入欄

デジタル フィルム デジタル
加工・合成等 単写真

題名

この部分より上は写真の下にかくれるように貼って下さい

氏名
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作品番号

作品番号

題名

事務局記入欄

デジタル フィルム デジタル
加工・合成等 単写真

この部分より上は写真の下にかくれるように貼って下さい
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氏名

作品番号

事務局記入欄

単写真デジタル
加工・合成等デジタル フィルム

題名

この部分より上は写真の下にかくれるように貼って下さい

氏名
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作品番号

事務局記入欄

単写真デジタル
加工・合成等デジタル フィルム

題名

この部分より上は写真の下にかくれるように貼って下さい

氏名

第46回 2021JPS展　応募票 （写真1枚に1枚貼付）

６枚目以降の応募票はこちらをご利用ください
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