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■テーマ
And Andon ー Portable な「あかり」
日本の伝統的な照明器具「行灯（あんどん）」は、住空間における夜間の重要なあか
りです。室内の殆どの明るさを、このポータブル式照明器具に頼っており、あかりを
採るために、色々な工夫と仕組がほどこされていました。
今回のあかりメッセージはその行灯を進化させ、現在またはこれからの住空間の照明
器具「Andon」としてあらたな提案を考えることをテーマにしました。「And」は「行
燈」を進化させることを象徴する言葉として加えています。

■会場・会期
AXIS ビル 4F・アクシスギャラリー
12 月 20 日（日）〜 25 日（日）
10：00 〜 19：00
入場無料
■エントリー
ご参加ご希望の方は、最終ページのエントリーシートをファクスまたは、同様の内容
を E-mail でお送りください。
エントリー締切

10 月 20 日（過ぎる場合は連絡ねがいます）

エントリー料

一般 ¥8,000

JIDA 会員 ¥7,000

［10 月末までに下記まで振り込みください］
エントリー料は展示会の運営に充当させていただきます。
［エントリー申し込み先］
社団法人日本インダストリアルデザイナー協会
FAX.

03-3587-6393

E-Mail

am2005@akari.gr.jp

あかりメッセージ事務局

［振り込み先］
みずほ銀行

神谷町支店

普通

1339893

社団法人日本インダストリアルデザイナー協会
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■巡回展
○今年は、六本木会場の他、その他の都市で巡回展を予定しています。巡回展の詳細
は現在作成中です。決まり次第ご連絡いたします。
○他会場への輸送や展示は主催者側で行います。その為、六本木展終了後の搬出作業
は主催者側で行い、その後作品を預かりいたします。

■作品規定
作品は下記の条件を満たしてください。
なお、今年は従来のボックス形式の展示ではありません。ご注意ください。
○大きさ
搬入時に事前にお送りする指定の段ボール箱に収まるサイズとしてください。安定器、
コントローラ、トランスなど付属品も含め一つの箱に収まるようにお願いいたします。
［段ボール寸法］外寸 503mmx362mmx450mm：内寸 485mmx345mmx430mm
○電気的条件
使用光源は消費電力 60W までとします。
電源コードは長さ 2m 平行ケーブル、コンセントプラグを取り付けてください。
会場の電源は 100V です。50Hz 及び 60H 双方で点灯できるものをご用意ください。
○重量
総重量（指定段ボールは除く）10kg 以下。
○展示方法説明書・操作方法説明書
原則として展示を主催者側で行います。そのため作品の展示方法を説明した書類を添
付ください。また、操作が必要な作品は、操作方法を説明した操作方法説明書添付願
います。

■展示方法について
○展示台は 600mm(W) × 600mm(D) 高さは 600mm(H) とします。
○展示台への加工は出来ませんのでご了承ください。
○作品陳列は、基本的に主催者側でいたしますが、出展者の展示も可能です。出展者
側での展示ご希望の方は、搬入時に申し出ください。
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■内覧会
今回は、出品者と協賛会社・後援団体の方々の直接のコンタクトの場として、内覧会
を開催いたします。また、ご用意いただければ出品者の資料を主催者側で内覧会参加
者に配布いたします。ご希望の方はエントリー時にご連絡ください。

■スケジュール［本展］
10 月 20 日

エントリー〆切
添付の申し込みシートにて、エントリーをお願いいたします。

10 月 31 日

エントリー料振り込み期限

11 月 中旬

搬入搬出用ボックス発送

12 月 17 日

作品搬入［郵送］

12 月 18 日

10:00 〜 19:00

12 月 19 日

午前中

12 月 26 日

作品搬入［直接］

会場設営

15:00 〜

内覧会

18:00 〜

オープニングパーティ（AXIS 4F JIDA ギャラリー）

作品搬出（主催者側で作業）
東京展会期終了後、国内各地で巡回展（詳細未定）を予定

○搬入は指定段ボールに梱包した状態でお願いいたします。
○作品陳列は、基本的に主催者側でいたしますが、出展者の展示も可能です。出展者
側での展示ご希望の方は、搬入時に申し出ください。
○郵送で搬入される方は、12 月 15 日必着にて、下記住所宛にお送りください。
○展示方法

につきましては事務局に一任願います。あらかじめご了承ください。

○出品頂きました作品は、東京展会期終了後、国内各地で巡回展（詳細未定）を行う
予定です。そのため、搬出作業は事務局にて対応させて頂きます。巡回展終了後、
ご指定の宛先にご返送させて頂きます。
○郵送時に破損等がないように、梱包には十分ご注意ください。
［郵送時の作品送付先］
社団法人日本インダストリアルデザイナー協会
〒 106-0032

東京都港区六本木 5-17-1

あかりメッセージ事務局

AXIS ビル 4F

TEL.03-3587-6391
※上記の電話番号は荷物発送用です。お問い合せはメールでお願いします
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■写真配布
○作品搬入後会場で撮影しました作品写真を、プリンターにて印刷配布を予定してい
ます。配布は有料とし、原価程度を予定しています。
○配布前に写真内容の確認をご希望の方、別途作品写真をご用意いただける方は事務
局にご連絡ください。
○協賛企業のご協力が得られた場合は、配布条件が変更になる場合があります。
○写真配布は、12 月 20 日〜 25 日の会期中を予定しています。

■その他の注意事項
○発火・発熱などのおそれない素材での制作をお願い致します。
○応募作品についての著作権は作者本人に帰属し、主催者側で撮影した写真の使用
権は主催者に帰属するものとします。
○主催者は、応募作品の管理に十分注意を払いますが、不慮の災害、事故による作
品の破損・亡失などについては責任を負いません。
○既存のデザインと類似する作品、意匠権を侵害する恐れがある作品は、主催者側
の判断で、展示拒否をする場合があります。また、意匠権侵害へ の事前対応は
出品者側でご確認ください

■併催イベントについて
○今年は新宿 OZONE で、「光・感 〜 Feel of Light 〜」を 2005 年 12 月 1 日 ( 木 ) 〜
13 日 ( 火 ) まで開催します。
○六本木会場では、AXIS ギャラリー ANNEX で学生の展示部門が開催されます。
○セミナーの開催を予定しています（詳細未定）。

■お問い合せ
恐れ入りますがお問い合せはメールのみで受け付けております。
社団法人日本インダストリアルデザイナー協会
E-Mail
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■エントリーシート
あかりメッセージ 2005 に出展いたします。
●

氏

名（ふりがな）

●

連絡先
住所
郵便番号
電話番号
ファックス番号
E-Mail
主に E-Mail でご連絡いたします。なるべくご記入ください。

●

作品返送先（連絡先と異なる場合はご記入ください。）
住所
郵便番号
電話番号

この用紙を下記にファクスいただくか、同様の内容の E-Mail を下記までお送りくだ
さい。エントリーいただいた方には、後日搬入用段ボール他資料を送付いたします。
社団法人日本インダストリアルデザイナー協会
FAX.

03-3587-6393

E-Mail

am2005@akari.gr.jp
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