
■応募作品規定■
カテゴリーの別を明確にすることで、投票する側が同じ基準をも
って審査できると考えます。コンテストの審査の公平を期すため
に以下の事項を守って下さい。
過去に何度か出品されている方でも若干規定を改訂していますの
で再度確認して下さい。
●頭のてっぺんからかかとまでを身長とします。（カテゴリー A 〜 D の場合、
四つん這いにさせた場合も頭のてっぺんからかかとがベアの身長になります。）
●２体以上の集合作品は全てカテゴリー E（グループ）になります。
※カテゴリー A・B・C・Ｄはあくまでもベア一体のみの作品です。ベア以外の
動物と一緒にいる作品、背景を絵で表現したり、ジオラマのようなもの等にの
せてある作品は、カテゴリーＥとなります。
例えば、ベアはヌードでも椅子に座っている場合、椅子がベア以外の小物とみ
なされカテゴリーＥとなります。
●カテゴリー A・C の服を着ていないベアは、全くのヌードということです。
付け襟、帽子、髪飾り、アクセサリー類はつけることはできません。
●ファーの切り替えで異なる色のファーを使用した場合に、洋服を着ているよ
うに見える場合は、カテゴリー B・D にエントリーしてください。
●ベアが他の動物の着ぐるみを着て変装しているのは、洋服に含まず小物の扱
いとし、カテゴリー E になります。
●カテゴリー B・D のドレスの中に含まれるものは、靴、帽子、バッグ、マフラ
ー、傘など一般的な装いの一部と判断できるものまでです。そのシチュエーシ
ョンでの装いとして不自然でないものは付ける事ができます。（例：騎士の楯剣、
妖精の杖、おばあさんの杖など。但し衣装の中で小物が洋服のテーマの主にな
るような作品はカテゴリー E となります）また、バッグではあってもベアやそ
の他の動物の型のリュックサックやポーチ、ベアやその他の動物の形のマフ（手
を暖める筒型の防寒具）などは洋服に付属の装いに含まれません。
●果物・野菜や花などの入ったバスケットは、装いではないので小物となります。
●ペットを連れていたり、お人形、ぬいぐるみを持っている場合はカテゴリー
E になります。

■カテゴリーの区別■
Ａ−身長 15cm 未満　服を着ていないベア　１体のみの作品
Ｂ−身長 15cm 未満　服を着ているベア　　１体のみの作品
Ｃ−身長 15cm 以上　服を着ていないベア　１体のみの作品
Ｄ−身長 15cm 以上　服を着ているベア　　１体のみの作品
Ｅ−グループ（集合体・マルチプル）　　 ２体以上の作品
※サイズ　横幅 45cm ×奥行き 35cm ×高さ 50cm 以内
※サイズは必ずお守りください。
　※ A 〜 D は、ファーを使用し、テディベアのすべての部分が型紙をおこ
　　して作られているもの。但し、手のひら、足のひら、耳の内側、オー
　　プンマウスの口の中、舌はのぞく。
　※ E は、主人公のテディベアは必ずすべてファーであること。
　※顔などに型をとったもの（フェルト、樹脂など）を使用している場合
　　は異素材になります。

■賞の種類■
　A 〜 E の中より最も得点の高かった作品
　・グランプリ　　１作品　
　各カテゴリーより
　・金賞　　　　　各１作品（合計 5 作品）
　・銀賞　　　　　各１作品（合計 5 作品）
　・銅賞　　　　　各１作品（合計 5 作品）
　A 〜 E の中から
　・日本テディベア協会賞　　１作品
　・アイデア賞　　　　　　　１作品
　・新人賞　　　　　　　　　１作品
　※該当作品がない場合は “ 該当者なし ” とさせていただく場合があります。

第 30 回日本テディベアコンテスト部門

第 30 回日本テディベア with Friends コンベンション

日本テディベア協会コンテスト応募要項
■応募資格■　会員なら誰でも応募可能。

■応募条件■※全てのコンテスト共通
１．応募は協会会員、及び加盟店・加盟企業・加盟美術館に所属の方
　　（各１名）に限ります。
２．会員はテディベアコンテスト、異素材テディベアコンテスト、アニ
　　マルコンテスト、ベリーマンベアコンテストの全てに出品すること
　　が出来ます。但し、テディベアコンテストは A 〜 E のいずれか 1
　　カテゴリーのみしか出品できません。
３．2021 年開催の第 29 回日本テディベアコンテスト・第 13 回アニマ
　　ルコンテスト・第 4 回異素材テディベアコンテストにて、グラン
　　プリ・金賞・銀賞・銅賞を受賞されました方は、2022 年（第 30 回
　　コンテスト）にて 2021 年に受賞された同じカテゴリーには出品す
　　ることはできません。他のカテゴリーにご出品ください。
４．応募作品は、製作者のオリジナルに限ります。
　　他人の作品を真似たもの（海外の作品も含む）、他人の型紙・市販
　　の本の型紙を使用したもの、及び他人が作ったコスチュームや市販
　　のコスチュームを使用のものは、オリジナルとはなりません。
　　（入賞後、オリジナルでないことが判明した場合入賞を取り消す場
　　合もあります。）
５．応募作品は、未発表のものに限ります。
　　テディベア協会主催のコンテスト以外も同様です。その作品を何ら
　　かのコンテストに応募した時点で、その作品が受賞していなくても
　　既に発表している事になります。既に販売している自作のベアと同
　　じタイプのベアももちろん未発表とはなりません。また、SNS など
　　にて発表しているものも応募できません。（入賞後、未発表でない
　　ことが判明した場合入賞を取り消す場合もあります。）
６．授賞式に必ず参加できること。但し代理人でも可。
７．当日、決められた時間に作品を搬入・搬出できる方（代理人でも可）
　　に限ります。搬入・搬出ともに協会では作品をお預かりできません。
　　搬入・搬出とも本人または代理の方が指定の時間に必ず行なって下

　　さい。作品は２日目の午後 4：00（予定）まで展示しますので、こ
　　の時間以前に持ち帰る事はできません。

■出品料■　 各部門 1 作品につき 5,500  円（税込）
　※出品をキャンセルされても返金はございません。

■審査方法と発表■
　協会でお願いする審査員の他、個人出展者、企業出展者、海外出展者及び一
　般来場者の投票を 7 月 30 日（土）16 時迄（予定）、受付けます。
　審査員の方々のお名前は当日コンテスト会場に掲示します。
　審査員投票の得票数と一般入場者の得票数の割合を 50：50 となるように審
　査員、一般それぞれの「一票あたりの指数」（全体の投票数により変化します）
　を算出します。そして作品ごとの審査員、一般の得票数にそれぞれの指数を
　掛け、その合計得点がその作品の得点となります。得点をもとにカテゴリー
　ごとの各賞・グランプリを決定します。
　入賞の発表は 7 月 31 日（日）午前 14 時（予定）、会場の館内放送にて発表、 
　14 時 30 分（予定）より受賞式と写真撮影会を行います。

■搬入■　　
2022 年 7 月 30 日（土）9：00 〜 10：00 受付（予定）
　　　　　　　　　　（飾り付けは 10：15 まで）　
コンベンション当日朝は受付が大変混雑します。時間に余裕を持ってお
越し下さい。時間内に作品の飾り付けが終わらなかった事に関する責任
は負いかねます。会期中は作品に触れる事はできません。上記の時間以
外の受付はいたしません。

■搬出■　　2022 年 7 月 31 日（日）16：10 〜 16：30
スタッフの指示に従い搬出して下さい。忘れ物のないよう各自でお持ち
帰り下さい。この時間以外の搬出は認められません。作品の引き取りが
遅れますと会場撤去作業に影響がでます。時間厳守にご協力下さい。



の切り株のようにしたり、ビーズやスパンコール等で装飾したり特殊なペイン
トを施したりする事はできません。敷物も不可。既製品のスタンドを使用して
もかまいません。（但しスチールか木製のシンプルなものに限ります）
※当日、受付した応募作品がお申込みカテゴリーと著しく異なる場合、こちら
の判断でエントリーカテゴリーを変更させていただきます。
公平を期すために、また、このコンテストを権威のあるものにしていくためにも
出品される皆様のご理解とご協力をお願い致します

●既製の洋服や、購入した他人の製作の洋服などをそのまま着せる事は禁止し
ます。
●パンダは、カテゴリー F（アニマル）になります。
●投票期間中は作者名は無記名で展示しますので、ベアの足の裏など見える場
所にサインを入れたり、ブランドタグの縫い付け、登録する作品名にご自分の
名前、ブランド名を入れないで下さい。
●カテゴリー A・B・C・D でベアを立たせたい場合のスタンドは１色とし、木

メールにてお申込みの方はこちら※必要事項 1 〜 10 を必ずご記入ください。

宛先　npo-jtba@jteddy.net
件名　コンテスト出品申込
出品カテゴリーは以下の通り
テディベアコンテスト　A 〜 E
アニマルコンテスト　F
異素材コンテスト　H
ベリーマンベアコンテスト　M

※テディベアコンテスト、異素材テディベアコンテスト、アニマルコンテスト、ベリーマンベアコンテスト全てに申込みをされる方は、
各 1 通ずつメールをお送りください。

■カテゴリーの区別■　
　アニマル　Ｆ　単体またはグループ
※サイズ　横幅 45cm ×奥行き 35cm ×高さ 50cm 以内
※サイズは必ずお守りください。

第 14 回アニマルコンテスト部門
■応募規定■
★アニマルのカテゴリーは、Ｆのみの１カテゴリーとします。
★作品の足の裏にサインを入れたり、見える部分にブランドタグなどは
縫い付けないで下さい。

■賞の種類■
・グランプリ　１作品・銀賞　１作品・銅賞　１作品
・日本テディベア協会アニマル賞　１作品
　※該当作品がない場合は “ 該当者なし ” とさせていただく場合があります。

以上の応募条件や応募作品規定をよくお読みの上お申し込み下さい。
応募についてご不明な点がある場合には早めにお問い合わせ下さい。

〈コンテスト応募方法〉※ハガキでの申込みはなくなりました。
■応募締切■　　2022 年 4 月 15 日（金）必着（郵便の場合当日消印有効）※すでに会員さんには募集要項をお送りしてあります。

同封の出品申込書またはメールにて必要事項をご記入の上、協会までお送り下さい。出品料は締切日までに
同封の振替票にてお振込ください。
※出品申込書をお送りいただいていても、出品料のお振込が確認できなかった場合には出品申込を取り消させていただきます。

※出品をキャンセルされても返金はございません。

第 5 回異素材テディベアコンテスト部門
■カテゴリーの区別■
　異素材　H　単体またはグループ　
※羊毛フェルト、編みぐるみなどファー以外で作られたもの。
※サイズ　横幅 45cm ×奥行き 35cm ×高さ 50cm 以内
※サイズは必ずお守りください。

■応募規定■
★テディベアに限ります。
★作品の足の裏にサインを入れたり、見える部分にブランドタグなどは
縫い付けないで下さい。

■賞の種類■　
・グランプリ　１作品・銀賞　１作品・銅賞　１作品
　※該当作品がない場合は “ 該当者なし ” とさせていただく場合があります。

【主催・協力】ベリーマンベアジャパン
2022 年、テディベア誕生 120 周年を迎えます。
これを記念して「ベリーマンベアコンテスト」を
開催いたします。みなさまの想像力溢れた作品を
お待ちしております。
■カテゴリーの区別■　
　ベリーマンベア　M　　単体またはグループ
※異素材でも構いません。
※サイズ　横幅 45cm ×奥行き 35cm ×高さ 50cm 以内
※サイズは必ずお守りください。

テディベア誕生 120 周年記念「ベリーマンベアコンテスト」部門New

※必要記入事項（下記必ずご記入くだ
さい）
1. カテゴリー　左記参照
2. 会員番号
3. お名前
4. ご住所
5. 携帯電話番号なければ自宅電話番号
6. メールアドレス

7. 出品者のお名前（20 文字以内）
8. 出品者名のふりがな
9. 作品名（20 文字以内）
10. 製作サイズ 15cm 以下かどうか
　15cm 未満か 15cm 以上のどちらかを記
入してください。
※上記 1 〜 10 を漏れのないように記入して
ください。

■応募規定■
★ベリーマンベアのカテゴリーは、M のみの１カテゴリーとします。
★作品の足の裏にサインを入れたり、見える部分にブランドタグなど
は縫い付けないで下さい。
★コンテスト後にテディベアミュージアム・イベント等への展示への
貸し出しにご了承いただける方。

■賞の種類■
・グランプリ　１作品・銀賞　１作品・銅賞　１作品
※ベリーマンベアについては、下記をご確認ください。
https://berrymanbear.jp
※ベリーマンベアの作品を販売される場合はベリーマンベアジャパンへお知

らせください。


