
博多張子師 河野正明 VS 表現者！『１００面相展』  

参加申込み用紙 

 (ふりがな) 
作家名 /屋号	 	 	 	 	 	   	 	 	 	 	   本  名                       
住	 所	  〒 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	     	 	  
電話番号	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	   FAX	 	 	 	 	     	 	 	 	 	 	 	  
携帯番号                 	 	       	 携帯メールアドレス                                        
PC メールアドレス                     	 	 	 	 	                 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
＜売上金お振込口座詳細＞ 銀行名：           支店名：              当 座 ・ 普 通           

                   口座番号：                 ご名義：                                          
※ 3Knot 会員様・参加経歴のある作家様／ご登録内容に変更のない方は、青字のみの記載で結構です。 

 
—ご希望の項目を○でお囲み下さい― 

 
＜狐面ご希望個数＞ 

 
１個	 	 	 ２個 

 
 

＜参加内容/複数可＞ 
	 	 	 	 作品展示のみ [非売]	 	 	 	  作品展示販売	 	 	 インターネット販売	  

 
備考欄）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  

 
お手数ですが下記の宛先へに 

ご提出（FAX・郵送・メール）下さい。 
※	 定員に達し次第締切とさせて頂きます。尚、ご提出後、３日以内に返信がない  

場合は、お手数ですがお電話にてご連絡頂きますようお願い申しあげます。  

＜お問い合わせ・出品申込み提出先＞ 
  特定非営利活動法人 3Knots 村上 智美  〒816-0964 福岡県大野城市南ヶ丘３丁目２−２７ 

MAIL : info@3-knots.org 	 TEL: 080−3940−9413  	 FAX: 092-982-3388 


