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玉山銀行【E.SUN Awards】活動要項 

 

一、 活動の主旨： 

E.SUN Awards は、美しいふるさと台湾への深い愛が出発点です。心に

訴えかける画家たちによって描かれた玉山の自然、人間文化、芸術の美

を通じて、台湾の大地を愛する心を伝えます。 

 

二、 主催機関： 

玉山金融控股公司、玉山銀行、玉山文教基金会 

 

三、 テーマ： 

玉山国立公園の自然風景、人間文化の特色をモチーフとし、玉山の美を

伝える。 

 

四、 応募資格：（1つ選択、重複不可） 

一般部門：中華民国の国籍を有する者。年齢不問。 

学生部門：中華民国の国籍を有する普通高校・職業高校以上の学校に在

籍する学生（社会人専門クラスを除く）。 

国際部門：中華民国の国籍を有しない者。年齢不問。 

 

五、 作品規定 

(1) 応募点数：応募作品は 1人 1点とし、必ず応募者本人が制作し、署名

したものであること。 

(2) サイズ：30 号（91x72.5cm）以下。 

(3) 素材：油彩、アクリル、日本画。 

(4) 応募作品が次の項目のいずれかに該当した場合、受賞資格を取り消

し、すでに支給した賞金、賞状等を全て返還していただきます。 

• 他者の作品を盗作、模写、模造した場合。 

• 著作権法またはその他の法令に違反した場合。 

• コンペやコンテストへの参加等、既に作品が発表されている場合。 

• その他の要項の規定に違反した場合。 

 

六、 審査方法： 

主催機関が招聘した芸術関係の著名な学者、専門家等からなる審査員団

により、第一審査及び本審査が行われます。 

(1) 第一審査：オンライン応募。応募データは、ご自身でバックアップ

を行ってください。応募期限までに「玉山 30 E.SUN Awardsウェブ 

サイト」にて応募情報を入力し、応募作品の写真データ及び関連情
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報をアップロードしてください。入力が不完全な場合は受け付けで

きません。 

 

URL：

https://www.esunbank.com.tw/event/drawesun/esunbank.html 

写真データのファイル形式：JPGまたは PNG 

写真データのファイルサイズ：10MB以下（8-10MBが望ましい） 

(2) 本審査：第一審査の入選者から提出された原作品を審査します。 

 

一般部門・学生部門の本審査作品受付： 

本審査で提出する作品は第一審査と同一のものでなければなりません。

2022 年 10月 14 日（金）17:30 までに、原作品を主催機関まで直接提出

するか、または配送によって提出してください。提出の際は、作品を保

護するため、額装を施した上で厚手のダンボールで包装し、完成した作

品の写真（解像度 300dpi以上）のファイルの入った光ディスクを添付し

てください。提出時に主催機関が発行する受領証は、作品の返却時に必

要となりますので、大切に保管してください。作品の輸送中に運搬や振

動等によって作品が損傷しても、主催機関は賠償の責任を負いません。 

 

国際部門の本審査作品受付： 

本審査で提出する作品は第一審査と同一のものでなければなりません。

主催機関から入選者に対し、メールで入選の旨と作品の受付に関する注

意事項をお知らせし、デジタル方式にて審査を行います。 

 

作品の返却： 

一般部門、学生部門の本審査で選外となった作品は、結果の発表後 3週

間以内に、主催機関から配送されるか、または応募者が直接引き取り返

却されます。 

 

入賞作品の発表： 

本審査での受賞作品は 2022 年 10月 31 日（月）に玉山銀行ウェブサイト

トップページにて発表されるとともに、主催機関により書面で受賞者に

通知されます。 

 

授賞： 

主催機関により入賞者を招待し、日時を定めて授賞式を行います。 
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七、 日程 

実施項目 時間（台北時間を基準とする） 場所 

第一審査応募受付 2022 年 8 月 31 日（水）23:59 まで 
ウェブサイトで受

付 

第一審査入選発表 2022 年 9 月中旬までに発表 
玉山銀行ウェブサ

イトトップページ 

本審査用原作品受付 2022 年 10 月 3 日（月）～14 日（金） 玉山銀行（本店） 

本審査結果発表 2022 年 10 月 31 日（月） 
玉山銀行ウェブサ

イトトップページ 

授賞式 2022 年 11 月。別途招待状を送付 玉山銀行 

展覧会 2022 年 11～12 月 玉山銀行 

選外作品の返却 本審査結果の発表後 3週間以内 玉山銀行（本店） 

※本審査の作品受付時間：当行営業日の月～金曜日 8:30-17:30。土・日は受付不可。 

※本表の時間は台湾・台北の現地時間を基準としています。時間及び場所は暫定的であり、実際の状況に

応じて、主催機関により変更される場合があります。変更の際はウェブサイトにてお知らせいたします。 

 

 

八、 賞 

一般部門： 

賞 人数 賞 

最優秀賞 1 名 賞金新台湾ドル 100 万元、賞状、受賞作品集 10 冊 

特選 1～3名 賞金新台湾ドル 50 万元、賞状、受賞作品集 10 冊 

優秀賞 1～5名 賞金新台湾ドル 20 万元、賞状、受賞作品集 10 冊 

※賞金には所得税が含まれます。中華民国の税法の規定により、賞金からは所得税法で定められた所得

税 10％（海外税率 20％）及び二代健康保険料 2.11％が差し引かれます。主催機関により源泉徴収票が

発行されますので、受賞者は、本年度の個人総合所得税申告の際に併せて申告してください。 

 

学生部門： 

賞 人数 賞 

最優秀賞 1 名 賞金新台湾ドル 30 万元、賞状、受賞作品集 10 冊 

特選 1～3名 賞金新台湾ドル 20 万元、賞状、受賞作品集 10 冊 

優秀賞 1～5名 賞金新台湾ドル 10 万元、賞状、受賞作品集 10 冊 

※賞金には所得税が含まれます。中華民国の税法の規定により、賞金からは所得税法で定められた所得

税 10％（海外税率 20％）及び二代健康保険料 2.11％が差し引かれます。主催機関により源泉徴収票が

発行されますので、受賞者は、本年度の個人総合所得税申告の際に併せて申告してください。 
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国際部門： 

賞 人数 賞 

最優秀賞 1 名 賞金 36,000 米ドル、賞状、受賞作品集 10 冊 

特選 1～3名 賞金 18,000 米ドル、賞状、受賞作品集 10 冊 

優秀賞 1～5名 賞金 7,200 米ドル、賞状、受賞作品集 10 冊 

※賞金には税が含まれ、中華民国の税法の関連規定に従って処理されます（海外税率 20％）。 

※国際部門の賞金は、米ドルにて受賞者の口座に振り込まれます。為替レートは振込日のレートが基準

となります。応募者本人の口座情報を提出していただく必要があります。 

 

九、 注意事項 

(1) 応募作品は要項の規定に合致していなければなりません。紛争が発

生したり、それにより主催機関が損害を受けたりした場合は、応募

者が全責任を負うものとします。 

(2) 優秀賞以上の受賞作品の所有権及び著作財産権は玉山銀行に帰属し

ます。 

(3) 一般部門及び学生部門の本審査への出品作品に対する保険：補償責

任は保険証書に記載された条項に準じます。 

• 保険期間：本審査への出品作品の受領日から作品返却まで 

• 補償限度額：本審査への出品作品は 1点につき新台湾ドル 5万元 

(4) 作品の応募を以て本要項の規定の遵守に同意したものと見なしま

す。その他の記載のない事項については、玉山銀行ウェブサイト

（www.esunbank.com.tw）の最新情報にてご確認ください。 

(5) 国際部門の受賞作品の輸送については、主催機関が美術品輸送業者

に受け取りを委託するとともに、輸送、保険及び台湾への輸入に関

する費用を負担します。 

 

十、 その他 

(1) 審査結果は全て玉山銀行ウェブサイトトップページにて発表される

とともに、主催機関により書面で入選者に通知されます。 

(2) 本要項の記載についての解釈は、主催機関の判断を基準とします。 

(3) 本要項に記載のない事項については、随時、補足・修正し発表します。 

 

十一、連絡先 

名称：玉山銀行「E.SUN Awards」活動 

所在地：105 台北市松山区民生東路三段 117 号 

電話：+886-2-21751313 ＃8127 劉佳蕙（副理） ＃8126 謝依珊（科長） 

メール：esun-awards@esunbank.com.tw 


