
 NEWS RELEASE                                   ２０２２年１０⽉１１⽇ 

 HAPPY PANDA FES ２０２２ 
 みんなのパンダアートを⼤募集︕ 

 「パンダアートフェス コンテスト２０２２」  を開催︕ 
 募集期間︓２０２２年１０⽉２１⽇（⾦）〜１１⽉２９⽇（⽕） 

  アドベンチャーワールド（和歌⼭県⽩浜町）にて開催中の「HAPPY PANDA FES ２０２２」では、パンダアート 
 フェスとして、芸術の秋をパンダとともに楽しむ「パンダアートフェスコンテスト２０２２」や、「パンダフェス川柳 
 ２０２２」を開催いたします。 
  「パンダアートフェスコンテスト２０２２」は、募集作品テーマを  「パンダ×未来」  とし、ジャイアントパン  ダを 
 題材に、しあわせの輪を未来へと広げる  アート作品を２０２２年１０⽉２１⽇（⾦）から１１⽉２９⽇（⽕）ま  で募集 
 いたします。  特別審査員に、たかいよしかず様／かしわらあきお様（株式会社京⽥クリエーション代表取締役社  ⻑／ 
 取締役）を迎え、⼊選作品には賞⾦や副賞をご⽤意いたします。みなさまからのご応募をお待ちしております。 

  「パンダアートフェス コンテスト２０２２」について                        
  ■募集期間   ︓２０２２年１０⽉２１⽇（⾦）〜２０２２年１１⽉２９⽇（⽕） 
  ■作品テーマ  ︓  「パンダ×未来」 
  ■作品規定   ︓①テーマに沿って、⾃由に描いた平⾯作品 

        ②描画⽅法は問いません（デジタル、絵具、⾊鉛筆、切り絵、版画など）※写真や動画は不可 
        ③未発表のオリジナル作品 

  ■応募⽅法  
 １．オンライン応募   専⽤フォームからご応募いただきます。 
    ※１０MB以下のJPG、PNG形式のデジタルデータ 
  ※専⽤フォームはハッピーパンダフェス特設サイト内にて、１０⽉２１⽇より開設予定です 

 ２．郵送での応募    応募シートをプリントアウトしご記⼊の上、作品と⼀緒に郵送いただきます。 
    ※縦１００cm×横１００cm×厚さ６cm以内の現物（額縁を含む） 
  ※額縁に⼊れるなど作品を展⽰できる状態での郵送をお願いいたします 
  ※デジタル作品についてはプリントアウトしたもの 
  ※応募時の送料は応募者の負担にてお願いいたします 
  ※作品の返送をご希望の場合は結果発表以降に返送いたします（返却の送料はご希望者の負担となります） 
    ※応募シートはハッピーパンダフェス特設サイト内にて、１０⽉２１⽇より公開予定です 

          [宛先]     〒649-2201 和歌⼭県⻄牟婁郡⽩浜町堅⽥2399番地 
          アドベンチャーワールド パンダアートフェス コンテスト係 

 お問い合せは、アドベンチャーワールド経営企画室 広報課までご連絡ください。 

 （TEL︓0739-43-3365   Email︓  pub-iqtkcg@aws-s.com  ） 

mailto:pub-iqtkcg@aws-s.com


   ■特別審査員 
 たかいよしかず 様  株式会社 京⽥クリエーション 代表取締役社⻑/豊島区国際アー  ト・カルチャー都市プロデューサー/ 

 ⾼知県観光特使/⼆科会デザイン部会員 

 「HAPPY CREATOR」と称して、「⾒た⼈を元気づけられる作品づくり」をモットーに、 
 「絵本を通して⼦供たちに優しい気持ちを伝えたい」と情熱をもって創作活動に取り組んで 
 いる。明治「マーブルチョコ」キャラクターの「マーブルわんちゃん」、⻄宮市キャラク 
 ター「みやたん」、東京都豊島区マスコットキャラクター「そめふくちゃん」、 「怪談 
 レストラン」（童⼼社）のお化けギャルソンなど、多くのキャラクターをデザインすると  
 ともに、イラストレーターとしても活躍している。キャラクターソングの作詞・作曲も   
 ⼿がけるなど、マルチな才能で世の中に次々とハッピーを届けている。２００１年、    
 ２００３年、２００６年、２０１１年ボローニャ国際絵本原画展⼊選。 

 かしわらあきお 様   株式会社 京⽥クリエーション 取締役 

        新しいこと、ワクワク好き。アイデアマグマ、常時噴⽕中。 
 絵本作家、イラストレーター、デザイナー、プランナーと幅広く活動している。 
 著書に、「しましまぐるぐる」「あかあかくろくろ」（学研プラス）、         
 「あかちゃんごおしゃべりえほん」「あかちゃんごおしゃべりずかん」（主婦の友社）   
 などがある。 

    
   ■⼊賞作品の表彰について 

  パンダアートフェス コンテスト２０２２選考委員会と特別審査員が⼊賞作品を決定いたします。 
                                    

 優秀賞  ⼊賞数  賞 ⾦  副 賞 

 最優秀パンダ賞  １点  ３０万円  表彰状、刺繍⼊りNICIパンダぬいぐるみ 

 優秀パンダ賞  ３点  ５万円  表彰状、刺繍⼊りNICIパンダぬいぐるみ 

 ハッピーパンダ賞  ５点  １万円  表彰状、パークオリジナルグッズ 

 特別賞  ⼊賞数  副 賞 

 Smileキッズ賞 
 〜⼩学⽣以下の⽅限定〜 

 ３点 

 表彰状、副賞 

 未来のSmile賞 
 〜学⽣の⽅限定〜  ３点 

 園⻑賞 
 〜今津園⻑が選んだ作品〜  １点 

 審査員特別賞 
 〜２名の特別審査員それぞれが 

 選んだ作品〜 
 ２点 

     〇オンライン表彰式 
      ２０２２年１２⽉２５⽇（⽇）予定  （オンライン配信にて⼊賞作品発表します。） 
    ※⼊賞作品は公式HP、SNSにおいても発表予定です。 

 お問い合せは、アドベンチャーワールド経営企画室 広報課までご連絡ください。 
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 ■コンテスト応募規約 
 ・ご応募はお⼀⼈様１点のみ受け付けます。 
 ・作品の保管および返送には⼗分留意いたしますが、事故等による破損・紛失などの責任については負いかねます。  
 ・  ご応募いただいた作品の著作権は、当コンテストの主催者であるアドベンチャーワールド（運営会社︓株式会  社アワーズ）に 
  帰属するものとします。主催者は、応募者の許諾なしに応募作品を、主催者の運営するウェブサイト、アドベンチャーワールド 
  パーク内、および⽩浜町内の公共の施設において公開、展⽰、印刷、複製する権利を永久に有するものとします。 
 ・  公序良俗に反すると思われる作品や、コンテスト主催者の運営するテーマパークのイメージに適しないと判断  した作品について 
  審査対象から除外する場合があります。 
 ・以下の場合、審査対象外となる場合があります。 
       応募作品（画像及びタイトル・コメント）が公序良俗に反すると判断された場合特定個⼈や団体等への誹謗  中傷を含むと判断された場合 
   他サイト誘導、勧誘⾏為、宣伝⾏為を判断された場合 
   個⼈名、メールアドレス等、個⼈情報と思われる記載があった場合 
   コンテスト主催者の運営するテーマパークのイメージに適しないと判断した作品 
 ・応募の取り消し、応募内容の途中変更はできません。 
 ・お預かりした個⼈情報は、  選考に関わる⼿続きや資料送付に使⽤し、  第三者への提供はいたしません。 
 ・個⼈情報のお取り扱いについてはこちらをご参照ください  https://www.aws-s.com/privacypolicy/ 
 ・コンテスト応募規約に同意の上、ご応募ください。 

  ２０２０年・２０２１年コンテスト⼊賞作品の展⽰について                     
  ２０２０年、２０２１年に開催した、パンダアート作品を募集するコンテスト「アートで拡がる︕パンダSmile 
 コンテスト」「パンダアートフェスコンテスト２０２１」の⼊賞全３６作品をパーク内にて展⽰いたします。 

    ■展⽰期間  ︓２０２２年１０⽉１５⽇（⼟）〜１１⽉２９⽇（⽕） 
           ※期間を通して、全３６作品を⼊れ替えて展⽰いたします。 
    ■展⽰場所  ︓希少動物繁殖センター PANDA LOVE、センタードーム、ふれあいの⾥、憩いの⼤熊猫 

           ２０２０年度 最優秀賞        ２０２１年度 最優秀賞  

       
               にじいろ              きみにくぎづけ 
                 もも さん                やなちゃん さん 
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    HAPPY PANDA FES ２０２２について                                    
 ８⽉から１２⽉にかけてパンダファミリー７頭が誕⽣⽇を迎えます。期間中は、  「HAPPY PANDA FES  ２０２２」 
 として、誕⽣⽇パーティーや収穫祭・⾳楽フェスなど、パークやオンラインで参加・体験型のイベントプログラムを 
 連続開催いたします。 

 ■開催期間︓２０２２年９⽉３⽇（⼟）〜１２⽉５⽇（⽉） 
 ■特設サイト︓  https://aws-happy-panda.com/ 

 ■主なイベント 
 （１）収穫祭 
 （２）なりきりパンダフェス 
 （３）パンダアートフェス 
 （４）パンダミュージックフェス 
 （５）パンダファミリーオンライン誕⽣会 
   
 ※予告なく内容を⼀部変更する場合があります 各イベントの詳細は、随時公式ホームページでご紹介予定です︕ 

 アドベンチャーワールド「SDGs宣⾔・パークポリシー」  https://www.aws-s.com/parktheme-sdgs/ 

  アドベンチャーワールドは、「こころにスマイル 未来創造パーク」として、すべての⽣命にSmile（しあわせ）が 

  溢れる豊かな未来の地球の姿をパークで体現します。パークという”⼩さな地球”を通して、関わるすべての⼈の 

  ⼈⽣が豊かになるように、動物たちの⽣命がずっとつながっていくように、⾃然や資源が循環し再⽣するように、 

  未来のSmileを創り続けていきます。 

 SDGsについて 
 SDGsとは「持続可能な開発⽬標（Sustainable Development Goals）」 

 のことです。社会が抱える問題を解決し、世界全体で２０３０年をめざし 

 て明るい未来を作るための１７のゴールと１６９のターゲットで構成され 

 ています。２０１５年９⽉、ニューヨーク国連本部において１９３の加盟 

 国の全会⼀致で採択された国際⽬標です。 

 お問い合せは、アドベンチャーワールド経営企画室 広報課までご連絡ください。 

 （TEL︓0739-43-3365   Email︓  pub-iqtkcg@aws-s.com  ） 
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   温暖な紀伊半島の和歌⼭県⽩浜町にある陸、海、空の１４０種 １,４００頭の動物が暮らす「こころにスマイル 

   未来創造パーク」をテーマに掲げたテーマパークです。⼈間（ひと）、動物、⾃然を通して、 パークを訪れる⼀⼈ 

   ひとりが、前向きになるきっかけを創り、⼈⽣の未来へプラスの影響をもたらす存在でありたいと考えています。 

   そして、笑顔あふれる明るい豊かな社会の実現に寄与し、いつまでも必要とされるパークを⽬指しています。また、 

   ジャイアントパンダをはじめ、希少動物の繁殖に成功し、保護研究活動に努めています。 

 ■所在地 ︓和歌⼭県⽩浜町           ■公式HP     ︓  https://www.aws-s.com/    

 ■⾯積    ︓８０万平⽅メートル       ■Twitter         ︓  https://twitter.com/aws_official 

 ■オープン︓１９７８年４⽉２２⽇     ■Facebook    ︓  https://www.facebook.com/adventureworld.official 

   ■運営会社︓株式会社アワーズ          ■Instagram ︓  https://www.instagram.com/adventureworld_official/ 

 ■YouTube   ︓  https://www.youtube.com/c/adventureworld_official 
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