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大道芸ワールドカップｉｎ静岡2018 開催概要
１ 開催概要
名

称

⼤道芸ワールドカップ in 静岡 2018

主

催

⼤道芸ワールドカップ実⾏委員会 （以下「実⾏委員会」という。）

共

催

静岡市

開催期間

2018年10⽉30⽇(⽕) 〜 11⽉4⽇(⽇) の 6⽇間
うち⼤会期間は、11⽉1⽇（⽊） 〜 11⽉4⽇(⽇) の 4⽇間

会

静岡市駿府城公園、静岡市⺠⽂化会館、及び静岡市市街地（JR静岡駅周辺市
街地及びサテライト会場）

場

開催⽇程
10/30(⽕)

・ワールドカップ部⾨出場者オリエンテーション
・ウェルカムパーティー （⾃由参加・会場未定）

10/31(⽔)

・オン部⾨出場者 オリエンテーション (参加必須・会場未定)
・プレビューショー (全員参加必須・静岡市⺠⽂化会館⼤ホール ※予定)

（

）

・通常パフォーマンス、ワールドショーケース
⼤ ・ナイトパフォーマンス、プレミアムナイトショー
会
期 ・通常パフォーマンス、ワールドショーケース
11/2(⾦)
間 ・ナイトパフォーマンス、プレミアムナイトショー
４
1 1 / 3 ( ⼟ ) ⽇ ・通常パフォーマンス、ワールドカップ部⾨審査
間 ・ナイトパフォーマンス、プレミアムナイトショー（ワールドカップ部⾨審査
予定⽇）
11/1(⽊)

11/4(⽇)

・通常パフォーマンス、ワールドショーケース
・ファイナルステージ （全員参加必須・ワールドカップ審査結果発表･表彰式）

※ 2018年の開催は、11⽉1⽇(⽊)から11⽉4⽇(⽇)までの4⽇間に決定していますが､ワールドカップ部⾨審査、
ナイトパフォーマンス等の⽇程は現在調整中のため変更となる場合があります。
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２ カテゴリー区分
本⼤会は、2カテゴリー3部⾨ （ワールド、オン、フリンジ部⾨） により構成されます。

カテゴリー１ （指定演技ポイントで演技を⾏うパフォーマンス）
名

称

内

ワールドカップ部
⾨
オン部⾨
【ﾎﾟｲﾝﾄﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ】

容

世界各国から、15組程度のグループ⼜はアーティストが招待され、市⺠
審査によるコンペティションの対象となる部⾨。
実⾏委員会が直接セレクションするため、⼀般募集はしておりません。
世界各国から、35組程度のグループ⼜はアーティストが招待され実施
される部⾨。

＊部⾨により、招聘及び参加条件に違いがありますのでご注意ください。

カテゴリー２
名

（指定エリア内を回遊する演技を⾏うパフォーマンス）
称
内
容

オン部⾨
【ﾛｰﾋﾞﾝｸﾞ･パフォーマ
ンス】

世界各国から、10組程度のグループ⼜はアーティストが招待され実施
される部⾨。実⾏委員会が⽤意する、ＭＣ及び ＰＡ（⾳響機器）は
原則無し。

＊本書はカテゴリー1の募集要項です。カテゴリー2の募集要項は別途ございます。

カテゴリー３
名

称

フリンジ部⾨

（フリンジ部⾨）
内

容

国籍を問わず、30組程度のグループ⼜はアーティストが⾃主参加して
実施されます。ジャンルにとらわれず、ポイント・路上に限らない多
様な場所でのパフォーマンス、アーティストを幅広く求める部⾨とな
ります。
従来の枠内のパフォーマンスを含め、新しいアーティストの参加はも
ちろん、ベテランアーティストの既存とは異なる新しいジャンルのパ
フォーマンス、挑戦的パフォーマンスも歓迎します。

＊本書はカテゴリー1の募集要項です。フリンジ部⾨（カテゴリー3）の募集要項は、⼤道芸
ワールドカップin静岡Webサイトでご確認ください。
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大道芸ワールドカップｉｎ静岡 2018 カテゴリー１
参加グループ及びアーティスト募集内容
1 カテゴリー１ 募集部門
1） オン部⾨

【ポイント・パフォーマンス】 25組程度 (＊国籍は問いません。)

２ 参加条件

《共通事項》
１） 路上の限られたスペースで演技可能なパフォーマンスであれば、ジャンルは問いま
せん。むしろ既成のジャンルにとらわれないパフォーマンスを歓迎します。
２） 国籍、年齢、性別、プロ、アマ、団体、個⼈の別は問いません。ただし、⽇本国内在
住のこと
３） 公序、良俗に反するパフォーマンス、危険なパフォーマンス、第三者に迷惑を及ぼ
す⾏為を含むパフォーマンス、不当に動物を虐待すると思われるパフォーマンス､オー
トバイまたは⾃動⾞を使⽤するパフォーマンス、特定の宗教･信条に偏るパフォーマン
ス､特定の企業名を印象付けるパフォーマンス、政治的主張のあるパフォーマンス等で
の参加はできません。
４） パフォーマンス中、またはその前後に物品の販売を⾏うことは禁⽌します。
５） 実⾏委員会と出場者の間で取り交わす契約に定める事項に従うこと。

《オン部⾨参加者⽇程条件》
１） 10/31 のオリエンテーションへの出席並びにプレビューショーへの出演、⼤会最終
⽇(11/4)に開催されるファイナルステージに出場並びに 11/1〜11/4 までの⼤会期間
中、最低3⽇間の参加が可能なこと。

３ 申込受付期間
2018年4⽉3⽇(⽕)必着

2018年4⽉10⽇（⽕）

*締切後の応募は⼀切受付けられませんのでご承知おきください。

４ 参加申込方法
次の、①〜③までの提出物を申込受付期間内に郵送またはe-mailにてご提出ください。
１）郵送の場合：
次の①〜③までの提出物を申込期間内に郵送にてご提出ください。
①カテゴリー１ 参加申込フォーム（1部）
②DVDに記録された映像資料（⼤会で演じるパフォーマンスの内容の分かるもの）
＊信号⽅式：NTSC⽅式、コード：コード２⼜はコードａｌｌ（コード０・リージ
ョンフリー）
＊他の機器で再⽣できるようファイナライズは必ず⾏ってください。
③写真 ２枚（素顔（上半⾝）、演技中 各１枚）
＊写真裏⾯に、グループ⼜はアーティスト名をご記⼊ください。

２）e-mailの場合：
次の、①〜③までの提出物を申込受付期間内にe-mailにてご提出ください。
①カテゴリー１ 参加申込フォーム （１部）
＊Excelファイル⼜はPDFファイルにてご提出ください。
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②

Web上にアップされた動画(⼤会で演じるパフォーマンスの内容が分かるもの)
＊動画をアップしたURLを参加申込フォームにご記載ください。
＊動画のタイトル・コメントは、審査⽤と分からないようにしてください。

③写真 ２枚 （素顔（上半⾝）、演技中 各１枚）
＊演技中の写真はファイルサイズ1メガ以上でお願いします。

注１） ご応募いただきました書類、DVD、写真等につきましては、返却できません。あら
かじめご承知おきください。
注２） ご提出いただいたDVD・Web上にアップされた動画が視聴不可の場合、セレクショ
ンの対象外となりますのでご注意ください。
注３） 写真は、素顔・演技中 どちらのものかわかるよう明確にしてください。

５ セレクション （参加者の決定）
参加者は、実⾏委員会が参加申込フォーム及び映像資料に基づきセレクションを⾏い決定
します。

６ 結果通知
審査結果は、2018年4⽉末⽇まで(予定)に、実⾏委員会より、代表者宛て通知いたします。
また、追って契約に必要な書類を送付いたします。

７ 参加申込先
①

郵送申込

〒420-0034

静岡市葵区常磐町⼀丁⽬８‐６ 常磐町アイワビル ６階
⼤道芸ワールドカップ実⾏委員会事務局
TEL： 054-205-9840 （平⽇10:00〜18:00）
Webサイト http://www.daidogei.com

②

FAX：

054-204-9920

e-mail申込

⼤道芸ワールドカップ実⾏委員会事務局
e-mail: entry@daidogei.com
注）写真はメールに添付可能ですが、動画ファイルをメールに添付しない
でください。
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各部門別詳細参加条件

ワールドカップ部門

１ ワールドカップ部門の審査方法について
１）審査は、⼤会期間中実⾏委員会が指定した⽇に⾏います。
２）審査は、実⾏委員会が指定した審査ポイントで⾏います。
３）審査は、実⾏委員会が選考した市⺠審査員及び特別審査員により⾏われます。
４）審査対象の演技の演技時間は7分から25分とします。7分未満⼜は25分を超える演技を
⾏った者は失格となります。
５） 審査により、チャンピオン、シルバー賞、ブロンズ賞が該当する演技者に贈られます。

２ 各賞及び賞金
ワールドカップ部⾨の各賞と賞⾦は、次の通りです。
☆ チャンピオン
賞⾦： 200万円 （税込み）
(翌年のスペシャルゲストとしての出場権が与えられます｡)
☆ シルバー賞
賞⾦：
50万円 （税込み）
(翌年のワールドカップ部⾨出場権が与えられます。)
☆ ブロンズ賞
賞⾦：
30万円 （税込み）
(翌年のワールドカップ部⾨出場権が与えられます。)

各部門別詳細参加条件

オン部門 （カテゴリー１）

1 オン部門参加条件
１） 出場者は、10/31 のオリエンテーションへの出席並びにプレビューショーへの参加
及び⼤会最終⽇(11/4) に開催されるファイナルステージに出場並びに11/1〜11/4
までの⼤会期間中、最低3⽇間の参加が条件となりますので、最低4⽇間の拘束とな
ります。
２） 演技回数は1⽇3回以上（ナイトパフォーマンスは除く）とし、1回の演技時間は20分
を基本とします。その他の場合は実⾏委員会との協議の上決定するものとします。
(別紙 参加申込フォームに演技時間をご記⼊ください。)
３） 出演料はありません。
４） ⾷事代は、演技者1⼈につき1⽇あたり3,500円（源泉税別）、4⽇間拘束の場合：14,
000円（源泉税別）、5⽇間拘束の場合：17,500円（源泉税別）です。
５） ⾷事代は、個々の契約に基づき、本⼤会終了⽇に、実⾏委員会が現⾦でお⽀払いし
ます。
３） 出演料は、演技者1⼈につき、4⽇間拘束の場合：72,000円（源泉税別、⾷事代含む）、
5⽇間拘束の場合：90,000円（源泉税別、⾷事代含む）です。
４） 出演料は、個々の契約に基づき、本⼤会終了⽇に、実⾏委員会が現⾦でお⽀払いし
ます。
５） ⽇本国内の交通費は、別途、実⾏委員会が実費をお⽀払いします。
６） 宿泊は、実⾏委員会の指定する宿泊施設をご利⽤いただきます。
宿泊費⽤は、実⾏委員会が負担します。
７） 指定の演技場所における演技終了後の投げ銭の受け取りは認めます。
８） 募集要項に記載のない事項については、出場者、実⾏委員会協議のうえ処理するもの
とします。

各部門別詳細参加条件

フリンジ部門
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1 フリンジ部門の内容
⼤道芸ワールドカップin静岡として次のステージに向かい、フェスティバルの可能性を広
げるべく、新たにフリンジ部⾨を設けます。
フリンジ部⾨は、新しいアーティストの発掘・育成を⽬的とする登⻯⾨としてだけでなく、
様々なアーティスト、幅広いパフォーミングアーツを募集します。

２ 参加条件
《共通事項》
１） 路上に限らない多様な場所でのパフォーマンスや、既成のジャンルにとらわれない
パフォーマンスを歓迎します。
２） 国籍、年齢、性別、プロ、アマ、団体、個⼈の別は問いません。
３） 公序、良俗に反するパフォーマンス、危険なパフォーマンス、第三者に迷惑を及ぼ
す⾏為を含むパフォーマンス、不当に動物を虐待すると思われるパフォーマンス､オー
トバイまたは⾃動⾞を使⽤するパフォーマンス、特定の宗教･信条に偏るパフォーマン
ス､特定の企業名を印象付けるパフォーマンス、政治的主張のあるパフォーマンス等で
の参加はできません。
４） パフォーマンス中、またはその前後に物品の販売を⾏うことは禁⽌します。
５） 実⾏委員会と出場者の間で取り交わす出演承諾書に定める事項に従うこと。
※詳細はフリンジ部⾨募集要項をご覧ください。

３ フリンジ部門出場者日程条件
１）11/1〜11/4までの⼤会期間中、最低2⽇間の出場が可能なこと。

４ 参加申込のご案内
2018年のフリンジ部⾨の募集要項は、⼤道芸ワールドカップin静岡Webサイトにてご確認
ください。
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