
KG＋SELECT 2019 Grand-Prix
Atsushi Fukushima

KG＋2019 Public Award
Armelle Kergall

Paris Gallery“FIRST FLOOR”Prize
Chika & Ichio Usui

KG+ IN TOKYO 2019

[ 共催 ] 京都市 / 京都市教育委員会
[ 後援 ] 京都府 / 京都商工会議所 /京都ブランド推進連絡協議会

[ 協力 ] 

[ メインスポンサー ] 株式会社 グランマーブル / 株式会社シグマ 　[ 協賛 ] 株式会社モトックス / ワコールスタディホール京都 / DMG 森精機株式会社 / 写真新世紀 / ハイアット リージェンシー 京都 / フィンエアー / 京都駅ビル開発株式会社 / さき
ぞうグループ / 株式会社 SCREEN ホールディングス / アニエスベー / 富士フイルム イメージングシステムズ株式会社  / アインシュタインスタジオ　[ 協力 ] フォトフィーバー / 特定法人京都藝際交流協会 JARFO / 京都信用金庫 / コギコギ株式会社
　[ 共催 ] 京都市 / 京都市教育委員会　[ 後援 ] 京都府 / 京都商工会議所 / 京都ブランド推進連絡協議会  
[Main Sponsor] GRAND MARBLE Corporation / SIGMA CORPORATION　[Sponsor] MOTTOX INC. / WACOAL STUDYHALL KYOTO / DMG MORI CO., LTD. / NEW COSMOS OF PHOTOGRAPHY / HYATT REGENCY KYOTO / FINNAIR / KYOTO STATION 
BUILDING DEVELOPMENT CO.,LTD / SAKIZO / SCREEN Holdings Co., Ltd. / agnés b. / EINSTEIN STUDIO / FUJIFILM imaging Systems Co.,Ltd　[Partner] fotofever / (NPO) Kyoto Society for Inter-Art Exchange JARFO / THE KYOTO SHINKIN BANK / 
COGICOGI, Inc　[Co-organizer] Kyoto City / Kyoto Municipal Board of Education　[Supported by] Kyoto Prefecture / The Kyoto Chamber of Commerce and Industry / Kyoto Brand Promotion Council  

KG＋ in Tokyo 2019 を開催いたします。KG＋は、これから活躍が期待される写
真家やキュレーターの発掘と支援を目的に、2013 年より京都市内でスタートし
た公募型アートフェスティバルです。また、KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭と
連携し、同時期に開催することで国際的に活躍する写真家やアーティスト、国
内外のキュレーター、ギャラリストとの出会いの場と国際的な情報発信の機会
を提供することを目指します。
中でも、2019 年より始まった "KG＋SELECT" は、専門家による審査で選出され
たグランプリ受賞者が次年度の KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭に参加できる
ことにより、サテライトイベントと世界的なメインプログラムとの架け橋とな
る魅力ある公募展です。2019 年は公募より選ばれた 12 組のアーティストのう
ち３組に、「グランプリ」「パブリックアワード」「パリファーストフロアギャラ
リー」賞が授与されました。今展示では、グランプリを受賞した福島あつし、
来場者投票によるパブリックアワードに選ばれたアルメル・ケルガール、パリ
ファーストフロアギャラリー賞を受賞したチカ＆イチオ ウスイの 3 組の作品を
展示いたします。ご高覧いただければ幸いです。

KG＋2019 is in Tokyo. Founded in 2013, KG＋ is an open-entry art festival 
dedicated to discovering and fostering the talent of photographers, curators, 
and gallerists alike. As a satellite program of the KYOTOGRAPHIE International 
Photography Festival held concurrently each spring in Kyoto, KG＋ affords an 
ideal forum for meeting and sharing information with the international 
photographic arts community, along with a participatory public outreach 
environment for visitors and local citizens.
KG＋SELECT is a part of the KG＋ festival, where one of the artists is selected as 
Grand-Prix by a jury to be invited to participate in the following year’ s 
KYOTOGRAPHIE. It is an attractive open-entry exhibition which connects this 
satellite event and main program recognized worldwide. In KG＋2019, 3 artists 
out of 12 artists were awarded: Grand-Prix, Public Award, and the Paris Gallery 
“FIRST FLOOR” Prize. In the Tokyo exhibition the three artists ar exhibited: 
Atsushi Fukushima who won Grand-Prix in KG＋2019, Armelle Kergall elected 
as Public Award, Chika & Ichio Usui won Paris first floor gallery prize. Please
enjoy the exhibition.

2020 OPEN CALL 作品受付中 www.kyotographie.jp/kgplus

[ 主催・問い合わせ ]
KG＋実行委員会
www.kyotographie.jp/kgplus｜info_kgplus@kyotographie.jp
604-8115 京都府京都市中京区雁金町 373 みよいビル 202｜075-205-5403

[Organizer]
KG＋ Excutive Committee
www.kyotographie.jp/kgplus｜info_kgplus@kyotographie.jp
#202, Miyoi Bldg. 373,  Karigane-cho, Nakagyo-ku, Kyoto  604-811
Phone: +81(0)75-205-5403

展覧会・レセプションのご案内 Infomation about exhibition and reception

記

Application period: [KG＋SELECT] Early Nov. - Dec. 20th, 2019    [KG＋] Early Nov. - Jan. 20th, 2020

KG＋2019 Sponsors

[ 会場 ] 
[ 日時 ] 2019 年 12 月 10 日 ( 火 ) - 15 日 ( 日 )     [ 開廊時間 ] 12:00 - 18:00
[ イベント・レセプション ] 12 月 14 日 ( 土 )
14:30-15:30
「朗読と書道のパフォーマンス」  by Armelle Kergall & Haruka Imako ( 今子青佳 書道家 )
15:30-18:00 
 「アーティストトーク・レセプション」
[ 住所 ] 〒107-0062 港区南青山 1-15-2 南青山スタジオフラット B1-Ⅱ
[ WEB ] www.art-u-room.com

[Venue] 
[Date] December 10th - 15th, 2019      [Open Time] 12:00 - 18:00
[Event & Reception] December 14th [Sat] 
14:30 - 15:30
“Reading & Calligraphy performance” by Armelle Kergall & Haruka Imako ( 
Calligrapher)
15:30 - 18:00
“Artist talk & Reception”
[Address] Minami Aoyama Studio Flat B1-Ⅱ, 1-15-2, Minami Aoyama, Minato-ku, Tokyo
[Web] www.art-u-room.com

KYOTOGRAPHIE INTERNATIONAL PHOTOGRAPHY FESTIVAL SATELLITE EVENT


