Exhibition of the JPS

展
日本写真家協会 写真公募展
第

45 2020
回

展 2020 the 45th Exhibition of the JPS

東京展

第 45 回 2020JPS展

5.1

［土］

5.16

［日］

第 46 回 2021JPS展

5.22

6.6

［土］

［日］

恵比寿ガーデンプレイス内

東京都写真美術館

B1F展示室

開館時間 10:00〜18:00 月曜休館（ 5月 3日［月・祝］は開館）

関西展

第 45 回 2020JPS展・第 46 回 2021JPS展 同時開催

6.22

6.27

［火］

京都市美術館別館
第 45回 2020JPS展

文部科学大臣賞

［日］

2F

開館時間 10:00〜18:00

柴田 ただしげ「神使｣ 3枚組

名古屋展

日本写真家協会 写真公募展
第

46 2021
回

第 45 回 2020JPS展・第 46 回 2021JPS展 同時開催

展 2021 the 46th Exhibition of the JPS

7.27

8.1

［火］

愛知県美術館

［日］

ギャラリー H ･ I 室

開館時間 10:00〜18:00
（金は 20:00、 最終日 17:00 まで）
＊各会場とも入館は閉館時刻の 30 分前まで

■ 2020JPS展会員作品部門

「Professional Members Exhibition 2020」
「令和元年」
■ 2021JPS展会員作品部門
「Professional Members Exhibition 2021」
「プロフェッショナル・フォト」
各会場で同時開催
●

入場料 各会場共通 一般 700（ 560）
円／学生以下、 65 歳
以上、 障害者手帳をお持ちの方とその介護者は無料
＊（ ）は 20 名以上団体

●

展示作品収録の図録はJPS事務局および各会場にて販売

［主催］
東京展

［共催］公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都写真美術館
［後援］文化庁／東京都（2021）
／京都府教育委員会（2021）
関西展 ［後援］文化庁／京都府（2021）
京都市（2021）
／京都市教育委員会（2021）
名古屋展 ［後援］文化庁／愛知県／愛知県教育委員会／名古屋市（2021）
名古屋市教育委員会（2021）

公益社団法人日本写真家協会

JPS展

〒 102-0082 東京都千代田区一番町 25 番地 JCIIビル 303

TEL 03-3265-7453 FAX 03-3265-7460
第 46回 2021JPS展
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文部科学大臣賞

後藤 芙美子「大河を渡る｣ 4枚組

www.jps.gr.jp

2021/02/24 16:24

1976年にスタートしたJPS展は今年で第 46回を迎えます。多数の作品が集まる
水準の高い公募写真展であり、その意欲的で多彩な展示は高い評価を得ています。

展

Exhibition of the JPS

開催延期になりました2020JPS展から、写真を愛好する皆様により刺激を与える意味
からも、JPS会員作品部門を充実させ、プロ写真家集団ならではのダイナミックで
刺激的な展示を行います。ハイレベルで魅力的な作品をご期待ください。
公益社団法人日本写真家協会 会長

日本写真家協会写真公募展

第 45 回 2020JPS展

2020 the 45th Exhibition of the JPS

日本写真家協会写真公募展

第 46 回 2021JPS展

2021 the 46th Exhibition of the JPS

会員作品部門

会員作品部門

高砂淳二

野町和嘉

「Professional Members Exhibition 2020」
「令和元年」同時開催

「Professional Members Exhibition 2021」
「プロフェッショナル・フォト」同時開催

【Professional Members Exhibition 2020

【Professional Members Exhibition 2021

出展予定会員】加藤恵美子／熊切大輔／小澤

出展予定会員】安珠／井村淳／小林紀晴／

太一／清水哲朗／高砂淳二／田沼武能／中村

齋藤康一／清水薫
（故）
／野町和嘉／ハービー・
山口／秦達夫／峯水亮／宮武健仁／山岸伸

征夫／野町和嘉／前川貴行／水谷たかひと／
三好和義／山口規子（以上 12名 五十音順）
加藤恵美子

（以上 11名 五十音順）
清水薫
（故）

一般公募部門

東京都知事賞

野町和嘉

一般公募部門

河本花波「パパ、はじめてのおむつ替え」単写真

東京都知事賞

前田 泉「燐火」単写真

18 歳以下部門

金賞

西原洋一郎

「休憩時間」単写真

18歳以下部門最優秀賞 村田主喜「香港Revolution」5枚組

18 歳以下部門

金賞

黒住 憲治「出会い頭」単写真

【副賞提供社（20年実績）】 株式会社 アイデム／朝日新聞出版／株式会社アスカネット／株式会社 アマナ／株式会社 市川ソフトラボラトリー／ヴァイテックイメージング株式会社／ウエスタンデジタル合同会社／株式会社 栄光舎
／エプソン販売株式会社／ LPL商事株式会社／ OM デジタルソリューションズ株式会社／株式会社ガードフォース ジャパン／カールツァイス株式会社／株式会社 キタムラ／キヤノンマーケティングジャパン株式会社／清里フォト
アートミュージアム／株式会社 クレヴィス／株式会社 ケンコー・トキナー／株式会社 玄光社／株式会社 宏栄／株式会社コスモス インターナショナル／サイバーグラフィックス株式会社／株式会社Sakura Sling project ／株式会社
シグマ／株式会社 写真弘社／写真文化首都 北海道「写真の町」東川町／スリック株式会社／株式会社 セコニック／株式会社ソフトウェア･トゥー／ソニーイメージングプロダクツ＆ソリューションズ株式会社／株式会社 タムロン／
デジタルカメラグランプリ事務局／凸版印刷株式会社／株式会社 ニコンイメージングジャパン／株式会社 日経ナショナル ジオグラフィック／一般財団法人 日本カメラ財団／株式会社 日本カメラ社／株式会社 日本写真企画／ハク
バ写真産業株式会社／パナソニック株式会社／株式会社ピクトリコ／株式会社 風景写真出版／富士フイルムイメージングシステムズ株式会社／株式会社 フレームマン／株式会社プロ機材ドットコム／プロフォト株式会社／ベルボ
（五十音順）
ン株式会社／株式会社 堀内カラー／三菱製紙株式会社／光村印刷株式会社／株式会社モーターマガジン社／ライカカメラジャパン株式会社／リコーイメージング株式会社／株式会社ワン・パブリッシング（CAPA編集部）
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18歳以下部門最優秀賞

江坂 尚起「野生」単写真

［問い合わせ］JPS 展事務局 TEL 03-3265-7453
展覧会は、 諸般の事情により中止・変更させて
戴くことがあります。予めご了承ください。
● 最新情報は必ずホームページでご確認ください。
●

www.jps.gr.jp
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