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個人情報の取扱いについて
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絵画賞

作品公募

橋のみえる丘ギャラリー（淡路サービスエリア）

本四高速グループでは、 メセナ活動の一環として 「せとうち美術館ネットワーク」 など
を展開し、 瀬戸内地域のアートの魅力発信に努めています。
平成28年４月に、 淡路ＳＡ(上り)屋外に 「橋のみえる丘ギャラリー」 を新たに設置し、 第
1回 「橋のみえる丘」 絵画賞として公募した入賞作５点を現在展示しています。
この度、 平成29年３月末から1年間ギャラリーに展示する絵画を、 第２回 「橋のみえる
丘」 絵画賞として公募いたします。
多くのお客様が訪れるビュースポット、 淡路サービスエリアの 「橋のみえる丘」 ギャラ
リーに、 あなたの絵を展示してみませんか。

「橋のみえる丘」絵画賞（５名） 賞金10万円（高校生は図書カード５万円）
応募締切 平成29年2月28日（事前エントリー締切  平成29年2月20日）

１． 搬入方法に関わらず、 応募者の費用負担で搬入をお願いいたします。

３． 搬入方法がご持参、 搬出方法が宅配便の場合は、 搬入時に搬出用の梱包資材をお持ちください。

２． 宅配便による搬入の場合は、 再利用が可能な資材で梱包をお願いいたします。
　  搬出時に、 搬入の際の梱包資材を使用して梱包を行い、 着払いで返送いたします。

４． 搬入・搬出時での荷解きや荷造りには細心の注意を払いますが、 不慮の事故等に関しては、 当方は
　  一切責任を負いませんので、ご了解ください。
　  搬出時に、 搬入の際の梱包資材を使用して梱包を行い、 着払いで返送いたします。

１． 入賞者は、 本州四国連絡高速道路（株）及びＪＢハイウェイサービス（株）が宣伝広告等の目的で、
　  入賞作品を印刷物、 ホームページ、 ＰＲグッズなどに無償で利用することを認めることとします。

１． 応募用紙に記載いただいた個人情報は、 「橋のみえる丘」 絵画賞の運営に必要な連絡、 通知、 展示
　  及び宣伝広告等をする目的のみに利用し、 それ以外の目的では利用いたしません。

４． 上記各項に関わらず、 マイナンバーの取扱いについては、 謝金の支払いに関する源泉徴収関係事務
　  のみに使用し、 必要な事務手続きの終了後、 速やかに廃棄いたします。

（問い合わせ先）

本州四国連絡高速道路株式会社　利用促進・お客様サービス室

078-291-1077（平日 ９:００～１７:３０）TEL

２． 応募用紙に記載いただいた個人情報は、 以下の場合を除き、 本人の同意なくして、 第三者に対し
　  開示することはありません。

３． 応募用紙に記載いただいた個人情報については、 本州四国連絡高速道路（株）及びＪＢハイウェイ
　  サービス（株）以外の第三者が管理することはありません。
　  同個人情報の管理は、 漏洩、 滅失等のないよう必要かつ適切な措置を講じます。
　  同個人情報は、 「橋のみえる丘」 絵画賞の選考終了後 （入賞者については展示期間終了後）に、 
　  本州四国連絡高速道路（株）及びＪＢハイウェイサービス（株）が保有する必要がないと判断した
　  時点で削除、 廃棄いたします。

・ 法令に基づく場合
・ 人の生命、 身体及び財産等の利益を保護するのに必要な場合
・ 「橋のみえる丘」 絵画賞の運営に必要な、 ホームページでの入賞発表、 展示及び宣伝広告等に
　おいて、 作品名、 作者名、 居住市町村、 学校名を明示する場合

３． 入賞発表、 作品の展示、 広告宣伝に使用する際には、 作品名、 作者名、 居住市町村、 学校名を明示
　  する場合があります。

２． 入賞者は、 前項の場合において、 入賞作品の一部修正及び翻案を認めることとします。

賞金

共催：本州四国連絡高速道路株式会社
      ＪＢハイウェイサービス株式会社
後援：兵庫県教育委員会



募集要項
１．展示の場所と方法

２．募集要項
① 対象者

⑥ 入賞作品の決定方法

⑦ 発表 ・・・ 平成29年3月中旬

② 事前エントリー

③ 絵画搬入期間

④ 募集絵画の内容

⑤ 募集絵画の技法・サイズ・点数

・ 瀬戸内海と橋のイメージで自由にお描きください。
・ 応募用紙 （※別紙２） に必要事項を記入して、 絵画に同梱してください。
　また、 応募用紙副票は絵画裏面右上にしっかりと貼り付けてください。

・ 画材はアクリル絵の具 （リキテックス等） とし、 屋外展示ケース内での展示となりますので、
　退色等防止のために下地を作成するなど堅牢なつくりを心がけてください。
　また、 作品は、 完全に乾燥させてください。
・ キャンバスサイズと絵の向きは、 Ｆ２０号横型とします。
　なお、 退色防止のため画用紙は使用せずに、 木材を用いた貼りキャンバスを使用してください。
・ 額装は、 主催者側において行います。
・ 応募点数は１人１点とし、 応募者本人が創作した作品に限ります。
・ 個展などで発表済みの作品でもかまいませんが、 他のコンクールや公募展に入選・入賞した
　ことがない作品に限ります。

・ 事前エントリー期間

・ エントリー方法

平成29年1月4日（水）～2月20日（月） 必着
封書又はファックスにてエントリーしてください。

応募者（本人）による持参又は宅配便で、 搬入期間内に搬入してください。
「搬入に関する注意事項」 を必ずお読みください。

搬入期間 ： 平成29年２月27日（月）、 28日（火）  午前10時～午後４時 （必着）
搬 入 先 ： 〒655－0047
　　　　　神戸市垂水区東舞子町4－115　ＪＢ本四高速舞子ビル２階
　　　　　ＪＢハイウェイサービス（株）神戸営業部
　　　　　電話 ０７８－ ７８７－１２８１

郵送先：〒651－0088
神戸市中央区小野柄通4－1－22　アーバンエース三宮ビル
本州四国連絡高速道路株式会社
利用促進・お客様サービス室
ＦＡＸ：０７８－２９１－１３５９
電　話：０７８－２９１－１０７７

応募時点で満１５歳以上（中学生は除く）の、 兵庫県、岡山県、広島県、徳島県、香川県、愛媛県
に居所がある方及び上記地域の学校に在学している方。

本四高速グループ内に設置する審査委員会において審査のうえ、 「橋のみえる丘」 絵画賞の５点
のみを入賞作品として決定いたします。
なお、 審査委員は下記メンバーを予定しています。

封書にて応募者全員に連絡します。 併せてホームページでも発表します。
入賞作品以外は、 応募者（本人）による引き取り又は必要経費着払いにて返送します。
応募者（本人）による引取期間　平成２９年３月15日（水）～17（金）＜午前10時～午後5時＞
着払いによる返送　平成２９年３月下旬

⑧ 賞金 ・・・ 「橋のみえる丘」 絵画賞（5名）
入賞者には、 副賞として１０万円 （高校生は図書カード５万円） を贈呈します。
なお、 必要書類作成のため、 高校生以外の入賞者はマイナンバーの確認手続が必要となります。

⑨ 表彰式 ・・・ 平成29年3月26日（日）
本州四国連絡高速道路株式会社本社（神戸市中央区）で表彰式の後、 「橋のみえる丘ギャラリー」に
ご案内いたします。

⑩ 著作権及び展示期間について
著作権については、  「著作権の取扱いについて」 のとおりとさせていただきますので、ご了承ください。
展示期間は概ね１年間とし、 期間中の作品の展示につきましては無償とさせていただきます。
展示終了後は、 主催者の費用で返却しますが、 展示期間中は、 制作者からの申し出による絵画の
取り外しはしません。

⑪ 絵画の取扱い
作品の取扱いについては、 十分に注意いたしますが、 火災・盗難・その他損傷等の損害については
責任を負いかねますので、 ご了承ください。
また、 入賞作品は屋外展示ケース内での展示となるため、 破損、 天候等による退色、 汚損等の
可能性がありますことを、 あらかじめご了承願います。
破損等に備えた損害賠償保険につきましては、 必要に応じ、 応募者ご自身で保険をおかけください。

⑫ 個人情報の取扱い
「個人情報の取扱いについて」 をご覧ください。

⑬ 出品料等
出品料は無料です。
但し、 作品の制作・搬入・搬出にかかる費用と、 表彰式出席にかかる費用は応募者の負担となります。

⑭ 備考
応募用紙に記入した内容に虚偽が認められた場合や応募条件を満たさない場合、 受賞を取り消す
場合があります。

・ 岡山大学 大学院教授　泉谷 淑夫氏
　　（主な受賞歴 ： 第６回小磯良平大賞展 優秀賞、 第８回花の美術大賞展 大賞）
・ 鳴門教育大学 大学院教授　山木 朝彦氏
　　（せとうち美術館ネットワークアドバイザー 『美術鑑賞宣言』 編著）
・ 本州四国連絡高速道路株式会社 取締役常務執行役員  佐竹 洋一
・ ＪＢハイウェイサービス株式会社 社長  原田 秀逸応募に先だって、 エントリー用紙 （※別紙１） による事前エントリーをお願いいたします。

神戸淡路鳴門自動車道　淡路サービスエリア（上り）屋外展示施設
「橋のみえる丘ギャラリー」 （兵庫県淡路市岩屋3118－1）
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１． 入賞者は、 本州四国連絡高速道路（株）及びＪＢハイウェイサービス（株）が宣伝広告等の目的で、
　  入賞作品を印刷物、 ホームページ、 ＰＲグッズなどに無償で利用することを認めることとします。

１． 応募用紙に記載いただいた個人情報は、 「橋のみえる丘」 絵画賞の運営に必要な連絡、 通知、 展示
　  及び宣伝広告等をする目的のみに利用し、 それ以外の目的では利用いたしません。

４． 上記各項に関わらず、 マイナンバーの取扱いについては、 謝金の支払いに関する源泉徴収関係事務
　  のみに使用し、 必要な事務手続きの終了後、 速やかに廃棄いたします。

（問い合わせ先）

本州四国連絡高速道路株式会社　利用促進・お客様サービス室

078-291-1077（平日 ９:００～１７:３０）TEL

２． 応募用紙に記載いただいた個人情報は、 以下の場合を除き、 本人の同意なくして、 第三者に対し
　  開示することはありません。

３． 応募用紙に記載いただいた個人情報については、 本州四国連絡高速道路（株）及びＪＢハイウェイ
　  サービス（株）以外の第三者が管理することはありません。
　  同個人情報の管理は、 漏洩、 滅失等のないよう必要かつ適切な措置を講じます。
　  同個人情報は、 「橋のみえる丘」 絵画賞の選考終了後 （入賞者については展示期間終了後）に、 
　  本州四国連絡高速道路（株）及びＪＢハイウェイサービス（株）が保有する必要がないと判断した
　  時点で削除、 廃棄いたします。

・ 法令に基づく場合
・ 人の生命、 身体及び財産等の利益を保護するのに必要な場合
・ 「橋のみえる丘」 絵画賞の運営に必要な、 ホームページでの入賞発表、 展示及び宣伝広告等に
　おいて、 作品名、 作者名、 居住市町村、 学校名を明示する場合

３． 入賞発表、 作品の展示、 広告宣伝に使用する際には、 作品名、 作者名、 居住市町村、 学校名を明示
　  する場合があります。

２． 入賞者は、 前項の場合において、 入賞作品の一部修正及び翻案を認めることとします。

賞金

共催：本州四国連絡高速道路株式会社
      ＪＢハイウェイサービス株式会社
後援：兵庫県教育委員会



絵画賞

（別紙 1）

エントリー用紙
●エントリー期間 平成29年１月４日（水）～平成29年２月20日（月）

（ふりがな）

応募者氏名

受付
番号

電話番号

居所

搬入方法 ご持参  ・  宅配便

〒 －

〒 －

① 作品募集をどこで知りましたか

② 差し支えなければ具体的な場所を教えてください

③ 応募を決めた理由を教えてください（複数回答可）

④ 返却方法の希望
・ 直接引き取り
・ 宅配便（必要経費着払い）
   → 損害保険付与の希望（　 あり　 ・　 なし 　）

※絵画の返却の準備のため、返却方法のご希望を教えてください。

□学校　□画材店　□雑誌　□ホームページ　□その他

□展示施設の立地  □審査員  □賞金・賞品  □絵画賞の趣旨
□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　）　　　　　　　－

（予定日）

平成　　　 年　　　 月　　　 日

作品タイトル
又はテーマ

アンケートに
ご協力ください
（審査とは無関係です）

学校名と所在地
（居所が県外の場合）

●エントリーがない応募は無効とさせていただきますのでご注意ください。



（別紙２）

応募用紙

●必要事項を記入の上、応募作品と一緒にご持参または同梱ください。

（ふりがな）

応募者氏名

受付
番号

電話番号

居所

〒 －

〒 －

（　　　　　　　）　　　　　　　－

作品タイトル

応募用紙副票（絵画裏面右上にしっかりと貼ってください）

解説

誓約書

第2回 「橋のみえる丘」 絵画賞に応募するにあたり、 応募作品は応募者
本人が創作した作品であり、 類似、 模倣でないオリジナル作品である
ことを誓言します。

応募者サイン

学校名と所在地
（居所が県外の場合）

（ふりがな）

応募者氏名

受付番号

キリトリ

作品タイトル

絵画賞
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