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2018 第18回 学生立体アートコンペティション

審査員長

審査員

馬渕明子
国立西洋美術館長

ヤノベケンジ
現代美術家

内田真由美
アート・コーディネーター

主催会社 代表取締役社長

服部信治

主催  ・・・・・・・・・ 株式会社アーバネットコーポレーション

http://aac.urbanet.jp/

募集内容

マンションの共用空間に
展示するための立体アート作品

最優秀賞賞金

100万円 美術旅行費含む

応募締切

6月28日［木］

暮らしのそばに、

今回のきっかけで、工芸品ではない漆作品の新たな可能性

を多くの人や後輩たちに示せたと考えています。

　また、漆や螺鈿は自然素材であって、落ち着いた色合い

のイメージがあると思いますが、華やかな色の使用で、漆が

持つ魅力をより発散させることができたと考えられます。こ

れからもさらに表現に取り組んでいきたいと思います。

　AAC の魅力はマンションエントランスという実在の公共空

間に、実際の作品が設置される点だと思います。舞台が仮

想空間ではないので、より本格的に自分の作品と向き合う

機会になり、自分の作品についてより客観的に考えるチャン

スです。学生だけのコンペということも大きなメリットです。

学生の皆さん、ぜひチャレンジしてみてください。

AACに挑戦して4年目でやっと入賞者として実制作できるこ

とになり、持てる力を尽くして制作をしました。しかし最優

秀賞には手が届かず、悔しい気持ちも大きいです。この悔し

さをバネにまたいい作品を作れたらいいなと思います。

　AACでは制作費の支給、審査員、賞金はもちろん、なに

より実際にマンションに設置されることがとても魅力的だと

思います。私は4回目の挑戦でやっと入賞できました。諦め

ずに挑戦し続けてください。

自分の研究素材である石材を使い制作を行なっていますが、

どうしてもネガティブな事を言われることが多く、こういった

コンペティションにも不向きなのではと考えるようになってい

ましたが、受賞によりまたひとつ前に踏み出すことが出来そ

うです。最優秀には届かなかったものの、とても充実した制

作内容でした。そして空間に適した作品を制作するというこ

とは改めて難しいなとおもいました。今後も様々な表現で制

作を続けていきます。ありがとうございました!

　AACでは例えば住居者への配慮など、普段の制作とは違

う考え方が学べます。また、賞金の高さはもちろん、搬入

費の支給や事務局のサポートなども充実していてとても良い

です。「きっとこれはダメ」「私は経験が浅いから」……など

尻込みせず、マンションのエントランスに置くことを念頭に

置いて作品を考え、楽しんで挑戦してほしいです!

一次審査通過者

最終審査

最優秀賞

AAC 2017̶昨年の受賞作品

後藤宙 ごとうかなた
「Heterogen」

土井彩香 どいあやか
「Starting from white」
東京藝術大学 大学院
美術研究科 彫刻専攻

京都市立芸術大学大学院
漆工専攻

東京藝術大学 大学院
美術研究科先端芸術表現専攻

金俊来 きむじゅんれ
「Waterfall」

AAC 2017 最優秀賞 AAC 2017 優秀賞 AAC 2017 優秀賞

セラミック、ブロンズ、木、アクリル、さまざまな素材、技法を使った

作品が受賞しています。過去の受賞作品、AACの様子はこちらをご覧ください。

AAC 2001–2016̶過去の受賞作品

http://aac.urbanet.jp/

あなたならこの空間のためにどんな作品をつくりますか?

AACは、マンションのエントランスに常設展示する

アート作品を募集する学生限定の立体アートコンペです。

今年のお題は、この空間。

墨田区両国に建設中のマンションの

共有エントランススペースです。

あなたならこの空間のために、どんな作品をつくりますか?

ここに住まう人、訪れる人にとってこの場所が

「アートと日常の出会いの場」となるように
今年も若い世代のアーティストの才能を募集します。

制作補助20万円

実際に設置

賞金100万円※

常設展示

最優秀賞作品は、マンションエントランスに

常設展示されます

実際のマンションエントランスに作品を設置し、

最終プレゼンをしていただきます

実際に作品を制作していただきます

高瑞雪「New flower」広島市立大学 大学院 芸術学研究科 造形芸術専攻

西毅徳「SYNC」東京藝術大学 大学院 美術研究科 デザイン専攻

野下啓太「Re: Spiral」日本大学 大学院 理工学研究科 建築学専攻

小林絵里佳「Individual」東京藝術大学 大学院 美術研究科 彫刻専攻

雷康寧「花好月圓」東京藝術大学 大学院 美術研究科 彫刻専攻

小見拓「可変立方態」東京藝術大学 大学院 美術研究科 彫刻専攻

髙畑雅一「I FIORI」大阪市立大学 大学院 生活科学部研究科 居住学科

野村絵梨「遠い部屋」東京藝術大学 大学院 美術研究科 彫刻専攻

AAC 2017 入選

もっとアートを

※賞金総額／美術旅行費含む



［応募の手順］

1. 応募の準備：公式サイトのAAC 2018「事前登録フォーム」から登録

※ 登録は、1作品につき各1回ずつ必要

2. 応募用紙　　　　 の準備・応募

※ すべて縦A4サイズの紙に出力してください。1作品につき各1枚ずつ必要

※ プロフィールを伏せて審査を行うため、AとBには名前・学校名を記載しないこと

※ 応募用紙は公式サイトからダウンロードしてください

応募用紙

スケッチ、マケット写真、

制作方法 等

馬渕明子
Akiko MABUCHI
国立西洋美術館長

審査員審査員長

応募要項

募集内容 マンションのエントランスホールに

展示する立体アート

条件 1. 未発表のオリジナル作品

2. 展示場所にアンカー等で固定できる形状

3. マンションの入居者にとって安全であること

4. 電源の供給を必要とする作品は不可

設置場所 当社が開発中のマンション「（仮称）両国 IIIプロジェ

クト」のエントランスホール（東京都墨田区）

素材 石・鉄・FRP等、長期展示に耐えうる材質

展示スペース 約 幅1,800 × 高さ2,500 × 奥行き800 mm

※エントランスホール図面参照

重量 100kg以下（壁付け・台座置き共通）

応募資格 全国の大学・大学院・短期大学・専門学校等で

美術・芸術・デザインを学んでいる18歳以上の

学生（研究生含む）のグループ、または個人

応募点数 複数応募可

※  ただし、未発表のものに限る

応募手数科 無料

賞 最優秀賞1点…賞金総額100万円（美術旅行費含む）

作品は作者名（グループ名）の入ったプレートと共にマンショ

ンに常設展示

 優秀賞：2点以上…賞金20万円

入選：数点……賞金5万円

補助金 一次審査を通過した入賞作品（3点以上）には、

制作補助金として20万円  ＋  搬入出費を支給

※  遠方者の自宅からの交通費・宿泊費も別途支給

スケジュール

最終審査に進む3名（またはグループ）と

入選数名（またはグループ）を選出

審査当日、公式サイトにて結果発表

受賞者へは改めて事務局より連絡

補助金20万円支給（作品材料費、梱包費）

搬入出費・遠方者の宿泊費等は

別途相談の上、全額支給

-

-

-

-

※ 応募用紙A、Bをもとに書類審査

※ 作品の大きさ、仕様、運搬方法等についての打ち合

わせを行った上で、実材での作品制作に入って頂き

ます。（7月中～下旬予定）

2018年6月28日（木） 必着
※ 締切当日13:00–17:00のみ送付先への持参可

6月28日（木） 募集締切

7月10日（火） 一次審査（予定）

7月中旬～10月 製作期間

最終審査「（仮称）両国 IIIプロジェクト」のマン

ションに作品を持参していただき、その場に仮

設置をした上で審査。

※ 入選受賞者は表彰式、懇親会へご招待いたします。

（自宅から会場への交通費全額支給）

10月23日（火） 最終審査（予定）

同日 表彰式・懇親会

● 内容は、変更になる場合があります。応募の前に必ず公式サイトトップぺージの「お知らせ」を
ご確認ください。

● 応募作品は本コンペのために新しく制作する未発表のオリジナル作品に限ります。
● 一次審査の応募資料は返却いたしません。
● 各賞金は一作品ごとの授与とします。グループ応募の際はご注意ください。
● 応募作品、提出資料の一部あるいは全部が、第三者の著作権等を侵害する恐れがある場合、
主催者の判断により入賞を取り消すことがあります。

● 入賞作品の著作権および所有権は、作品の所有権移転時に主催者に帰属します。
● 入賞者の責任で出品が不可能になった場合、あるいは実物作品が一次審査と著しく異なる場合
には、入賞賞金ならびに補助金を返還していただく可能性があります。

● 主催者は、最終審査会での提出作品の保管に関して注意義務を負いますが、作品の素材または
構造上の欠陥による損傷、その他不可抗力による損害について責任を負いかねます。

● 各審査および表彰式の模様を公式サイト並びにニュースリリースで公表いたします。
最優秀賞、優秀賞、入選の作品に関しては、主催者のIR・広告等に使用する場合があります。
その際、作品・氏名・学校名・受賞者の写真等が掲載される場合がございます。
個人情報保護方針に関しては、公式サイトの「個人情報の取扱いについて」をご覧ください。

● 入賞者が未成年の場合は、受賞に際して親権者の同意が必要となる場合があります。
● 入賞者が、反社会勢力の活動を助長する行為をしたことが判明した場合、審査の対象外となり
ます。受賞発表後に判明した場合であっても、受賞は取り消されます。

その他

A 応募用紙

過去の自分の作品

B 応募用紙

プロフィール等、

必要事項を記載

C

建物名称：「（仮称）両国 IIIプロジェクト」

建設地：東京都墨田区亀沢

建物用途：共同住宅（1R・1LDK）

住居者層：20–30代の単身者等

構造規模：鉄筋コンクリート造地上7階

戸数：43戸

A B C
　展示スペース

［壁付け］

約 幅1,800×高さ2,500×奥行き350　

［台座置き・床置き］

約 幅1,800×高さ2,500×奥行き800

1947年茅ヶ崎市生まれ　東京大学大学院人

文科学研究科美術史専攻修士課程修了

西洋美術史を専門としパリ第四大学大学院

博士課程で学ぶ

東京大学助手、国立西洋美術館学芸課主任

研究官、日本女子大学人間社会学部教授等

を経て、2013年より現職　サッカー通とし

ても知られ、日本サッカー協会で副会長を

務めた

現在は日本女子サッカーリーグ理事長　主著

に『ジャポニスム̶幻想の日本』（ブリュッケ 

1997年 ジャポニスム学会賞）、『舞台の上のジャポ

ニスム 演じられた幻想の〈日本女性〉』（NHK

出版 2017年）など

2017年10月「北斎とジャポニスム」（国立西

洋美術館）を自ら企画監修したほか、展覧会

監修にも多数携わる

提出物送付先

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-2-5

トライエッジ御茶ノ水 13F

株式会社アーバネットコーポレーション AAC事務局 宛

株式会社アーバネットコーポレーション AAC事務局

tel: 03-6630-3051

e-mail: aac.compe@urbanet.co.jp

http://aac.urbanet.jp/

お問い合わせ

内田真由美
Mayumi UCHIDA
アート・コーディネーター

三重県生まれ　三重大学教育学部美術科卒

業　新聞社、出版社、ギャラリー勤務を経

てフリーランスで活動

企画、コーディネートした主な展覧会・プロ

ジェクトに「第2回 大地の芸術祭プレイベン

ト〈天空散華・妻有に乱舞するチューリップ

～中川幸夫“花狂”〉」（2002年）、「草間彌生 

クサマトリックス」（2004年 森美術館）、「荒木

経惟 東京人生」（2006年 江戸東京博物館）、「ネ

オテニー・ジャパン̶高橋コレクション」

（2008–10年 上野の森美術館など7美術館巡回）、「梅

佳代写真展 ウメップ」（2010年 表参道ヒルズ）、

「高橋コレクション展 マインドフルネス!」（20

13年 鹿児島県霧島アートの森）、「高橋コレクショ

ン展 ミラー・ニューロン」（2015年 東京オペラ

シティ アートギャラリー）、「高橋コレクションの

宇宙」（2017年 熊本市現代美術館）ほか

ヤノベケンジ
Kenji YANOBE
現代美術家

1965年大阪生まれ　90年代初頭「サヴァイ

ヴァル」をテーマとし、大型機械彫刻などを

制作　97年より自作の放射能防護服で原発

事故後のチェルノブイリなどを探訪する《ア

トムスーツ・プロジェクト》を開始　その後

テーマを「リヴァイヴァル」に移行、近年では、

震災後の福島を含めて、地域と共鳴する巨

大彫刻を置き人々に希望を与える活動を続

けている。ビートたけし、イッセイ・ミヤケ、

磯崎新等とのコラボ作品も展開している

京都造形芸術大学教授兼ウルトラファクト

リー・ディレクター

服部信治
Shinji HATTORI
主催会社 代表取締役社長

1950年福岡県生まれ　一級建築士

大学卒業後、主にマンションの設計・企画・

コンサルに携わる　1997年に設計事務所と

して株式会社アーバネットコーポレーション

を設立し、多くの分譲用ファミリーマンショ

ンの設計等を手掛ける

その後、自社で土地を取得し、投資用ワン

ルームマンションを中心とした独自性のある

開発事業を展開し、2007年に自社の株式

をジャスダック証券取引所に上場させた　設

計士でありながら不動産開発会社を起こし

上場させたという異色の経歴を持つ

一貫してマンションの設計に携わる中で、コ

ンパクト性や機能性に偏り過ぎた日本のマン

ションに、もっと文化的な要素を取り入れた

いと思うようになったことをきっかけに、自

社で開発したマンションのエントランスに

アートを取り入れるようになった

エントランスホール図面

　台座サイズ

自由

● イメージ図は幅600×高さ1,000×奥行き600
● 最終審査で使用する仮の台座については、

一次審査後の打ち合わせで確定

　照明

展示スペース上部の天井に設置予定

（最優秀賞決定後、打ち合せのうえ決定）

※ 単位：mm

※ 仕上がりに数cm程度の誤差が生じる可能性があります。

 正確なサイズを要する作品については、一次審査通過

後ご相談ください。

※ 仕様は変更になる可能性があります。

株式会社IAO竹田設計、株式会社アクロス、株式会社朝倉崇夫都市建築設計事務所、イデア株式会社、株式会社エル設計事務所、桂興産株式会社、株式会社ギャバン、

株式会社協同エージェンシー、株式会社グローブ建築設計、株式会社国際技術コンサルタンツ、株式会社コルピソス、株式会社スタイレックス、株式会社設計工房イー・ディー、株式会社地域環境開発、

ナチュラルデザイン、株式会社ファーストクリエイト、株式会社マーキュリー、株式会社柳学アーキテクツ、株式会社吉田正志建築設計室〈50音順〉

賛助

協賛 伊藤忠商事株式会社、イトーピアホーム株式会社、NECネクサソリューションズ株式会社、株式会社エルプラス、株式会社大島、株式会社ガイアフィールド、

株式会社核建築設計事務所、有限会社QOLクリエイション、協立機電工業株式会社、株式会社後藤組 東京支社、坂田建設株式会社、株式会社GSコーポレーション、

株式会社シーファイブ、株式会社シーラ、株式会社住宅新報、新三平建設株式会社、株式会社第一ヒューテック、タカラスタンダード株式会社、

株式会社田中電気工業所、東京カレント株式会社、株式会社都市建コーポレーション、株式会社ニシヤマ建築デザイン、日ポリ化工株式会社、

株式会社不動産経済研究所、モーニングスター株式会社、株式会社ワークス〈50音順〉

特別協賛 株式会社アセットリード、伊藤忠都市開発株式会社、株式会社共同設計事務所、株式会社クロスファクトリー、

株式会社合田工務店 東京本店、株式会社陣設計、多田建設株式会社、株式会社PIM、ホクシン設備株式会社、

株式会社メイクス、株式会社明和、株式会社ワプル〈50音順〉

株式会社アーバネットコーポレーション主催

設置マンション概要

4月中旬 事前登録開始

2001年から続く学生限定の立体アートコンペ

「値段が高く手が届かない」、「どこで購入していいのかわからない」、「手に入れても置く場所がない」。

　日本においてアート、特に立体作品が生活文化のなかに入り込めない背景には、こうした理由が存在し

ています。弊社はそんな状況の改善に一役買うことができればと、これまで自社開発したマンションの共

用スペースに、彫刻や絵画などの芸術作品を展示することで建築空間を豊かにし、アートと日常生活の出

会い、そしてアートと建築の出会いをプロデュースしてきました。

「ART MEETS ARCHITECTURE COMPETITION」（AAC）は、そうした取り組みの一環として2001年

より始まった学生限定の立体アートコンペです。AACの特徴は、最優秀作品を買い上げ、マンションの

共有空間に常設展示するという点です。日本にはこうしたシステムの学生限定のコンペが無かったこと

もあり、AACは各方面から高い評価をいただいています。また、認知度も年々向上しております。

「アートのあるライフスタイル」の実現とともに、若手芸術家の発掘、支援、育成を目的としている

当コンペでは、多くの学生の方々のご応募をお待ちしています。

株式会社アーバネットコーポレーション　

2018年9月完成予定
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