第１１８回

有田国際陶磁展
118th

Arita International Ceramics Competition

募集要項

主催

佐賀県・有田町・有田商工会議所

開催趣旨
我が国における磁器発祥の地、佐賀県有田町に世界の陶磁器作品を集め、一般の鑑賞に供し、技術の交流、
品質の向上、デザインの改善を図り、伝統工芸の継承と産業的発展を期して、この陶磁展を開催します。

はじめに
有田国際陶磁展の始まりは、日清戦争後の不況対策として、当時の香蘭社社長・九代深川栄左ヱ門や有田
磁器合資会社社長・田代呈一らの呼びかけで明治２９年（１８９６年）、有田町の桂雲寺で行われた「陶磁
器品評会」にさかのぼります。
不況の中、有田焼の名前に慢心して品質改良に取り組まない陶業者を憂い、技術の競争と知識の増進のた
め「品評会」を開くことを呼びかけたのです。この第１回の陶磁器品評会は、明治２９年３月１日から５日
まで開催され、出品人数１４１人、出品点数７８４点でした。
その後、年一回の行事として開催され、大正４年（１９１５年）からは「蔵ざらえ（現在の有田陶器
市）
」を企画し、品評会と同時開催するようになりました。
戦争のために休止を余儀なくされることもありましたが、名称や会場の変更を行い、有田焼創業４００
年を迎えた、平成２８年の第１１３回からは「九州山口陶磁展」から「有田国際陶磁展」へと名称を変更
し開催しています。令和２年には、新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ-１９）が猛威を振るい、戦
後初めて休止を余儀なくされましたが、翌年である令和３年より再開されています。
本陶磁展は、１００年を越える歴史の中で、重要無形文化財保持者（人間国宝）や日本芸術院会員をは
じめ、多くの陶芸家を輩出しており、今後もより良い展示会となるよう努力していきます。今回も「陶磁
器品評会」が始まった頃の初心を忘れず、陶磁器文化と産業の発展の一翼を担う陶磁展として第１１８回
目の展示会を開催し、多くの意欲ある作品を募集します。
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美 術 工 芸 品 ・ オ ブ ジ ェ 部 門
募集部門
招待作品
応募資格
応募条件

応募料
応募方法

作品の搬入

美術工芸品・オブジェ部門
国重要無形文化財保持者、審査員などの作品
日本に居住する者（在日外国人を含む）※新型コロナウイルス感染症拡大防止のために海外
からの出品はできません。
 出品作品は自作で未発表の陶磁作品とします。
 出品者に意匠権等が帰属していない場合は、デザイナー名や作家名も併せて記載し、
出品について本人の承諾を得ていること。
 出品作品は展示した際、縦、横、奥行のそれぞれの長さが８０ｃｍ以内となること。
 自立または付属の補助具により自立して展示可能なもので補助具を含め上記の大きさ
の範囲内のもの。
 出品作品は審査の結果、展示しない場合があります。
 会社、窯元名だけでなく作者名を記載してください。
 日本語での意思疎通および、申込みができること。できない場合は通訳等の代理人を
立てること。
 １つの出品につき５，０００円。
作品を自己搬入される方
 搬入場所に申込書、応募料、作品を持参し、受付で提出してください。
 応募については、日本語による記入をお願いします。
作品を輸送搬入される方
 ３月２２日（火）１６時までに有田国際陶磁展ホームページの応募フォームからお申
し込みいただくか、申込書を事務局へ送付してください。
※作品に同封いただく場合は、作品搬入の期日内に到着するようご留意ください。
（有田国際陶磁展ホームページ http://www.town.arita.lg.jp/main/120.html
・申込書送付先（作品の搬入先ではありません）
〒８４９－４１９２ 佐賀県西松浦郡有田町立部乙２２０２番地
有田町商工観光課内 有田国際陶磁展事務局 ℡：０９５５－４６－２５００
 応募料を３月２２日（火）１６時までに払込みをお願いします。
・応募料払込先 下記口座に振込をお願いします。
銀行：佐賀銀行 支店：有田支店（店番６８５） 種別：普通預金
名義：有田国際陶磁展（ｱﾘﾀｺｸｻｲﾄｳｼﾞﾃﾝ）
口座番号：７００６５６
※振込の際に出品者氏名の記載をお願いします（１０文字以内）
出品者氏名の記載がない場合申込手続き完了となりません。
 応募する作品を、「作品の搬入」に記載の期間内に搬入場所まで輸送してください。
注意事項
 申込書は有田国際陶磁展ホームページからダウンロードしていただくか、事務局にお
問い合わせください。
 申込書の送料及び応募料の払込手数料は応募者にご負担いただきます。
 「作品の搬入」の注意事項をよくお読みいただき、搬入してください。
 応募用紙の氏名欄に、会社名などと個人名が記載されている場合は、主催者側で標記
を合わせる場合があります。
 期間
２０２２年３月２０日（日）～３月２２日（火）９時～１６時
場所
〒８４４－８５８５
佐賀県西松浦郡有田町戸杓乙 3100-1 佐賀県立九州陶磁文化館
℡：０９５５－４３－３６８１
注意事項
 「正面タグ」を、観覧者から見えない内側の正面側、または応募作品の正面に必ず添付
してください。
 「応募作品タグ」を応募作品の高台裏など鑑賞の妨げにならないところに必ず貼付し
てください。
 産業陶磁器部門にも出品される方で、両部門の作品を同一梱包される場合は、美術工芸
品・オブジェ部門の搬入場所（佐賀県立九州陶磁文化館）へ搬入してください。
 搬入に際して、外装の側面には「搬入ラベル」を添付してください。
 搬入は出品者で行い、作品預かり証に預かり印を押印して交付します。（輸送による搬
入の場合には、預り証は交付せず、事務局で保管しますのでご了承ください。）
 輸送による搬入の場合は、「元払い」運送保険付きで上記作品の搬入場所にお送りくだ
さい。なお、搬入輸送途上での事故（破損、紛失等）に対して主催者は一切責任を負い
ません。
 輸送料等の搬入にかかる費用は、全て応募者負担とします。
 輸送により搬入される場合は、受付期間中以外は職員が対応できない場合があります。
到着日の指定ができない場合は、事前に有田国際陶磁展事務局へお問い合わせくださ
い。
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美 術 工 芸 品 ・ オ ブ ジ ェ 部 門
作品の取扱い

審査

審査結果発表

賞

表彰式

作品の展示

作品の搬出

作品の撮影
著作権

受付を終了した出品作品は、主催者で保険を掛け、十分な管理のもと保管します。た
だし、天災、テロ、その他不可抗力により発生した事故による損害については、主催
者は責任を負いません。
 作品１点につき作品価格（税抜）または３０万円のどちらか低い額の保険を付保しま
す。この為、破損等あった場合の賠償額は最高でも３０万円を超えることはありませ
ん。また、賠償額の上限は３０万円ですが、賠償額は保険会社が査定した額になります
ので、必ずしも付保した額が全額賠償されるわけではありません。
審査員
石橋 裕史
（日本工芸会 理事）
（５０音順）
審査員
桑原 紀子
（日展会員）
審査員
徳留 大輔
（出光美術館 主任学芸員）


期日
場所
その他

２０２２年４月上旬
佐賀県立九州陶磁文化館（佐賀県西松浦郡有田町戸杓乙３１００－１）
審査結果を報道関係者に対し発表します。１位の受賞者には、記者発表用プロフィ
ールのご提出をお願いいたします。出品者には、審査結果発表後に通知します。
町長賞や外国籍の出品者を対象とした陶都有田国際交流協会賞１名など、各団体賞を
計１４賞を予定
（１位 文部科学大臣賞 副賞１００万円、２位 佐賀県知事賞 副賞３０万円、
３位 有田町長賞 副賞１０万円）
特記事項
 審査の結果、該当がない場合は空位とします。
 第１位の受賞作品は主催者に寄贈していただきます。
 支払いについては後日振込とします。
日時
２０２２年４月２８日（木）１３時３０分～
場所
佐賀県立九州陶磁文化館（佐賀県西松浦郡有田町戸杓乙３１００－１）
表彰式招待予定者 （１位、２位、３位、佐賀県陶芸協会賞の受賞者）
※その他の受賞者の方は、賞状、副賞を郵送いたします。
会期
２０２２年４月２９日（金）～５月８日（日）
場所
佐賀県立九州陶磁文化館（佐賀県西松浦郡有田町戸杓乙３１００－１）
内容：美術工芸品・オブジェ部門の入選・入賞作品、招待作品の展示
その他 出品物の展示業務は主催者側が行います。
作品の搬出は返却を希望された応募作品のみ行います。
返却を希望される方は、申込書の搬出方法欄に「自己搬出」または「輸送搬出」のいず
れかに○を付けてください。返却を希望しない方は、「返却不要」に○を付けてくださ
い。なお、搬出方法欄に記入が無い場合は「返却不要」とみなし、作品を返却しません。
 返却を希望されなかった作品は、事務局において処分します。
 輸送搬出される方には、事務局指定業者の輸送で作品価格に応じた保険を掛け、「着払
い」で返送します。
 梱包資材等を含めた作品輸送時の総重量が約５０ｋｇを超える場合は、返却時の手数
料が大きくなります。
 輸送搬出に係る費用は、送料と作品価格に応じた保険料になります。
 輸送時の作品損傷に係る補償料金は保険会社の定めによります。
 輸送料等の搬出にかかる費用は全て応募者負担とします。
自 己 搬 期間
入選作品：２０２２年５月９日（月）～１０日（火）９時～１６時
出され
選外作品：２０２２年４月２９日（金）～５月１０日（火）９時～１６時
る場合
場所
展示会場（佐賀県立九州陶磁文化館）において、作品預かり証と引き換え
に応募者により搬出してください。
作品図録の製作、広告宣伝資料、報道機関への紹介、ホームページ掲載などのため作品を撮
影します。
出品作品の著作権、意匠権は応募者本人に帰属しますが、主催者は展示作品を紹介した刊行
物、撮影した写真及びデータを無償で展示・掲載・公表する権利を有するものとします。また、
展示期間中は、観覧者による写真撮影を可能とし、ＳＮＳ等への掲載をフリーといたします。
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美 術 工 芸 品 ・ オ ブ ジ ェ 部 門
個人情報

応募の流れ

出品者の個人情報は、報道機関等への入選・入賞発表、関係者並びに協賛・後援団体へ
の提供資料の作成、作品図録、ホームページ掲載などのために使用します。
 図録には、承諾をいただいた美術工芸品・オブジェ部門の入選・入賞者の住所、氏名、
電話番号を掲載します。出品申込書の掲載を希望する事項を囲んでください。囲んであ
る事項のみ掲載します。未記入の方は、氏名及び住所の市区町村まで記載し、電話番号
等は記載しません。
～３月２２日
応募（応募フォームから申込み、または申込書の送付）
（作品輸送搬入の方）
応募料の払込み


３月２０日～２２日
４月上旬

作品の搬入（佐賀県立九州陶磁文化館）
審査結果発表

４月中旬
４月２８日
４月２９日～５月８日
４月２９日～５月１０日
５月９日、１０日

審査結果通知
表彰式（佐賀県立九州陶磁文化館）
作品の展示（佐賀県立九州陶磁文化館）
選外作品の搬出（佐賀県立九州陶磁文化館）
入選・入賞作品の搬出（佐賀県立九州陶磁文化館）
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産業陶磁器部門
募集部門
招待作品
応募資格
応募条件

応募料
応募方法

産業陶磁器部門
国重要無形文化財保持者、審査員などの作品
日本に居住する者（在日外国人を含む）※新型コロナウイルス感染症拡大防止のために海外か
らの出品はできません。
 出品作品は、自作で、他公募展で受賞しておらず、かつ市場に広く流通していない陶磁
製品とします。
 出品者に意匠権等が帰属していない場合は、デザイナー名や作家名も併せて記載し、出
品について本人に承諾を得ていること。
 出品作品は展示した際、縦、横、奥行のそれぞれの長さが８０ｃｍ以内となること。
 １つの出品あたりの構成点数は６点までとし、それを超える場合など、審査の結果作品
を展示しない場合があります。（厳守）
 追加生産が可能な製品とします。
 必ず商品としての最終小売価格を表示してください。非売品は出品の対象としません。
 佐賀県立九州陶磁文化館にて産業陶磁器部門の１位～３位の作品と同じ作品を展示しま
すので、１位～３位受賞者には４月２７日までに受賞作品と同じ作品をもう一点搬入し
ていただきます。
 日本語での意思疎通および、申込みができること。できない場合は通訳等の代理人を立
てること。
１つの出品につき５，０００円。
作品を自己搬入される方
 搬入場所に申込書、応募料、作品を持参し、受付で提出してください。
 応募については、日本語による記入をお願いします。
作品を輸送搬入される方
 ３月２２日（火）１６時までに有田国際陶磁展ホームページの応募フォームからお申し
込みいただくか、申込書を事務局へ送付してください。
※作品に同封いただく場合は、作品搬入の期日内に到着するようご留意ください。
（有田国際陶磁展ホームページ http://www.town.arita.lg.jp/main/120.html
・申込書送付先（作品の搬入先ではありません）
〒８４９－４１９２ 佐賀県西松浦郡有田町立部乙２２０２番地
有田町商工観光課内 有田国際陶磁展事務局 ℡：０９５５－４６－２５００
 応募料を３月２２日（火）１６時までに払込みをお願いします。
・応募料払込先 下記口座に振込をお願いします。
銀行：佐賀銀行 支店：有田支店（店番６８５） 種別：普通預金
名義：有田国際陶磁展（ｱﾘﾀｺｸｻｲﾄｳｼﾞﾃﾝ）
口座番号：７００６５６
※振込の際に出品者氏名の記載をお願いします（１０文字以内）
出品者氏名の記載がない場合申込手続き完了となりません。
応募する作品を、「作品の搬入」に記載の期間内に搬入場所まで輸送してください。

作品の搬入

注意事項
 申込書は有田国際陶磁展ホームページからダウンロードしていただくか、事務局にお問
い合わせください。
 申込書の送料及び応募料の払込手数料は応募者にご負担いただきます。
 「作品の搬入」の注意事項をよくお読みいただき、搬入してください。
 応募用紙の氏名欄に、会社名などと個人名が記載されている場合は、主催者側で標記を
合わせる場合があります。
期間
２０２２年３月２０日（日）～３月２２日（火）９時～１６時
場所
〒８４４－００２６ 佐賀県西松浦郡有田町外尾町丙１２１７
佐賀県陶磁器工業協同組合
℡：０９５５－４２－３１６４
注意事項
 「正面タグ」を作品の正面に貼付してください。
 「応募作品タグ」を応募作品の高台裏など鑑賞の妨げにならないところに必ず貼付して
ください。
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産業陶磁器部門
美術工芸品・オブジェ部門にも出品される方で、両部門の作品を同一梱包される場合
は、美術工芸品・オブジェ部門の搬入場所（佐賀県立九州陶磁文化館）へ輸送搬入して
ください。
 搬入に際しての外装の側面には「搬入ラベル」を添付してください。
 搬入は出品者で行い、作品預かり証に預かり印を押印して交付します。（輸送による搬
入の場合には、預り証は交付せず、事務局で保管しますのでご了承ください。）
 輸送による搬入の場合は、「元払い」運送保険付きで上記作品の搬入場所にお送りくだ
さい。なお、搬入輸送途上での事故（破損、紛失等）に対して主催者は一切責任を負い
ません。
 輸送料等の搬入にかかる費用は、全て応募者負担とします。
 輸送により搬入される場合は、受付期間中以外は職員が対応できない場合があります。
到着日の指定ができない場合は、事前に有田国際陶磁展事務局へお問い合わせくださ
い。
 展示会場入り口にはスロープが設置されていません。車椅子の方は事務局で対応します
ので、事務局スタッフまでご連絡ください。
 受付を終了した出品作品は、主催者で保険を掛け、十分な管理のもと保管します。ただ
し、天災、テロ、その他不可抗力により発生した事故による損害については、主催者は
責任を負いません。
 作品１点につき作品価格（税抜）または３０万円のどちらか低い額の保険を付保しま
す。この為、破損等あった場合の賠償額は最高でも３０万円を超えることはありませ
ん。また、賠償額の上限は３０万円ですが、賠償額は保険会社が査定した額になります
ので、必ずしも付保した額が全額賠償されるわけではありません。
 作品の販売については、手数料として販売額の３０％を徴収します。



作品の取扱い

審査

審査結果発表

賞

表彰式

作品の展示

審査員
審査員
審査員
期日

今井 朗子 （株式会社 世界文化社 執行役員） （５０音順）
内木 雅子 （株式会社 大文字 代表取締役）
崔 宰熏
（愛知県立芸術大学 美術学部 デザイン・工芸科 陶磁専攻 教授）
２０２２年４月上旬

場所
佐賀県立九州陶磁文化館（佐賀県西松浦郡有田町戸杓乙３１００－１）
その他 審査結果を報道関係者に対し発表します。１位の受賞者には、記者発表用プロフィー
ルのご提出をお願いいたします。出品者には、審査結果発表後に通知します。
町長賞や外国籍の出品者を対象とした陶都有田国際交流協会賞１名など、各団体賞を計１８賞
を予定
（１位 経済産業大臣賞 副賞 50 万円、２位 佐賀県知事賞 副賞 30 万円、
３位 有田町長賞 副賞 10 万円）
特記事項
 審査の結果、該当がない場合は空位とします。
 第１位の受賞作品は、佐賀県陶磁器工業協同組合へ寄贈していただき、１年間展示しま
す。
 支払いについては後日振込とします。
日時
２０２２年４月２８日（木）１３時３０分～
場所
佐賀県立九州陶磁文化館（佐賀県西松浦郡有田町戸杓乙３１００－１）
表彰式招待予定者 （１位、２位、３位、技能賞の受賞者）
※その他の受賞者の方は、賞状、副賞を郵送いたします。
会期
２０２２年４月２９日（金）～５月８日（日）
場所① 佐賀県陶磁器工業協同組合（佐賀県西松浦郡有田町外尾町丙 1217）
内容：産業陶磁器部門の全作品、招待作品の展示
※産業陶磁器部門の全作品は当会場で販売も行います。
場所② 佐賀県立九州陶磁文化館（佐賀県西松浦郡有田町戸杓乙３１００－１）
内容：産業陶磁器部門の１位～３位受賞作品と同じ作品の展示
その他 出品物の展示業務は主催者側が行います。
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作品の搬出

作品の撮影
著作権

個人情報

応募の流れ

作品の搬出は返却を希望された応募作品のみ行います。
返却を希望される方は、申込書の搬出方法欄に「自己搬出」または「輸送搬出」のいず
れかに○を付けてください。返却を希望しない方は、
「返却不要」に○を付けてください。
なお、搬出方法欄に記入が無い場合は「返却不要」とみなし、作品を返却しません。
 返却を希望されなかった作品は、事務局において処分します。
 輸送搬出される方には、事務局指定業者の輸送で作品価格に応じた保険を掛け、
「着払い」
で返送します。
 梱包資材等を含めた作品輸送時の総重量が約 50ｋｇを超える場合は、返却時の手数料が
大きくなります。
 輸送搬出に係る費用は、送料と作品価格に応じた保険料になります。
 輸送時の作品損傷に係る補償料金は保険会社の定めによります。
 輸送料等の搬出にかかる費用は全て応募者負担とします。
 展示会場入り口にはスロープが設置されていません。車椅子の方は事務局で対応します
ので、事務局スタッフまでご連絡ください。
（事務局℡：０９５５－４６－２５００）（工業協同組合℡：０９５５－４２－３１６４）
期間 ２０２２年５月９日（月）～１０日（火）９時～１６時
自己搬出
される場合
場所 展示会場（佐賀県陶磁器工業協同組合）において、作品預かり証と引き
換えに応募者により搬出してください。
作品図録の製作、広告宣伝資料、報道機関への紹介、ホームページ掲載などのため作品を撮影
します。
出品作品の著作権、意匠権は応募者本人に帰属しますが、主催者は展示作品を紹介した刊行
物、撮影した写真及びデータを無償で展示・掲載・公表する権利を有するものとします。ま
た、展示期間中は、観覧者による写真撮影を可能とし、ＳＮＳ等への掲載をフリーといたしま
す。
 出品者の個人情報は、報道機関等への入選・入賞発表、関係者並びに協賛・後援団体へ
の提供資料の作成、作品図録、ホームページ掲載などのために使用します。
 図録には、承諾をいただいた産業陶磁器部門の全出品者の住所、氏名、電話番号を掲載
しますので出品申込書の掲載を希望する事項を囲んでください。囲んである事項のみ掲
載します。未記入の方は、氏名及び住所の市区町村まで記載し、電話番号等は記載しま
せん。
～３月２２日
応募（応募フォームから申込み、または申込書の送付）
（作品輸送搬入の方）
応募料の払込み
３月２０日～２２日
作品の搬入（佐賀県陶磁器工業協同組合）
４月上旬
審査結果発表
４月中旬
審査結果通知
～４月２７日
１位～３位受賞作品と同じ作品の搬入
（佐賀県立九州陶磁文化館）
４月２８日
表彰式（佐賀県立九州陶磁文化館）
４月２９日～５月８日
作品の展示（佐賀県陶磁器工業協同組合）
５月９日、１０日
作品の搬出（佐賀県陶磁器工業協同組合）



お問い合わせ

有田国際陶磁展事務局
〒８４９－４１９２

佐賀県西松浦郡有田町立部乙 2202 番地

TEL:０９５５－４６－２５００

有田町役場商工観光課内

FAX:０９５５－４６－２１００

E-mail：syoko@town.arita.lg.jp
http://www.town.arita.lg.jp/main/120.html
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