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アルテリッカしんゆり（川崎・しんゆり芸術祭）の一環として開催される「アート市 in
アルテリッカ 2017」。市民のみなさんも一緒に‟芸術（アート）”に携わるという意味
も込めて、アーティスト自らが作品の展示・販売をするイベントです。自分の作った作
品を青空の下で展示・販売し、来場者とのふれあいを楽しんでみませんか！

日

時

会 場
参加費
≪応募概要≫

5 月 3 日(水・祝)、5 月 4 日（木・祝）
10：00～16：00
※荒天時中止、小雨決行
新百合ヶ丘駅南口ペデストリアンデッキ
１日・1 区画 8,000 円（２日間の場合 16,000 円）
申込みは HP から行ってください。

http://www.art-ichi.com

◇応募締め切りは 2017 年 2 月 28 日（火）必着です。
パソコン・スマホから
◇必要事項すべてを入力し、作品写真 1 点以上を添付してください。
◇応募者多数の場合は抽選により参加者を決定させていただきます。
◇インターネットがご覧になれない方のみ FAX での申込みを受付けます。応募用紙については、事
務局へお問合せください。写真は別送してください。
◇抽選結果は 3 月 3 日（金）頃に「アート市 in アルテリッカ」HP 上に店舗名を公開致します。
インターネットが閲覧できない方は事務局へお問合せください。 ※出展決定の際には、ホームペ
ージにてお店の紹介をさせて頂きます。
◇３月 28 日（火）ご出展いただく方を対象に説明会を行います。

1800

1800

【テントについて】業者設営のテントをすべての出展者様にご使用いただきます。
２店舗でひとつのテントを使っていただきます（テント一張りに２区画）
。
複数の作家さんでの共同出展も可。
【テント図面】
【サイズ】
【レンタル用品（１日）】
テント（2.7m×3.6m）
机（45 ㎝×180 ㎝）
１区画
店舗①
店舗③
：1500 円
（2.7m×1.8m）
イス
：500 円
机
テントのサイズをよくご
レンタル机はサイズを考慮のうえ、
（45cm×1.8m）
店舗④
店舗②
確認いただき、店舗レイア
ご注文ください。
ウトをお考えください。
注意：２日間出展する場合レンタル
2700

2700

用品は×２の金額となります。

テントの脇には花壇があり、スペースは狭くなります。

【お申込みの前によくご検討ください！】期日以降は一切のご返金ができません。ご了承ください。
会場である新百合ヶ丘駅ペデストリアンデッキは、ビル風の影響を受ける場合があります。屋外イベン
トのため急な天候変化が起こることや、予測不可能な風の影響を受ける場合もあることを前提として、
お申込みください。本募集要項をすべてお読みいただき、ご賛同いただける方のみお申込みください。

【問い合わせ先】NPO 法人しんゆり・芸術のまちづくり
TEL: 044-959-1020 メール：art1@shinyuri-art.com

※HP からご応募ください
URL：http://www.art-ichi.com/
後援：NPO 法人しんゆり・芸術のまちづくり

★【販売のきまり】
・飲食物の販売、火器の使用は禁止です。
・手作り品を販売する「アート市」ですので、自作の手作り品のみ販売してください。既製品、仕入れ
品、リサイクル品の販売はできません。業者の方も出展いただけません。
・販売商品すべてに店名入りのタグ又はショップカードをつけてください。(詳細は裏面参照)
・作品や商品の破損、盗難、紛失などのトラブルに関しましては、主催者側は一切の責任を負いません。

[抽選方法について]
3 月２８日、18 時の定刻になりましたら抽選会を行います。出席者が揃わない場合でも時間通りにスタートし
ますので時間厳守でお願いします。
受付の順にクジ（１～３６）を引き、クジ番号の早い方から配置図でお好きな出展場所をお選びいただきます。

3 月 28 日（火）18 時～

麻生区役所４階第 3 会議室

持ち物：認め印、筆記用具

※上記説明会では出展場所の抽選会、同意書押印、支払合計金額の確認を行います。
※説明会の前に抽選会を行いますので、必ず時間をお守りください。
※万が一欠席の場合は、抽選後の空スペースでの出展となりますのでご了承ください。
※上記日程で参加できない場合でも、代理の方を立てる等して必ずご出席ください。
※説明会会場の都合で、１店舗代表者１名様のご出席でお願い致します。
※遅刻や欠席の場合は必ずご連絡ください。ご連絡なく欠席された方は出展いただけません。
※駐車場の台数に限りがありますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。

ボランティア内容・スケジュール

運営ボランティアスタッフ募集！
ご好評頂いているアート市の継続と発展
のため、ご出展頂く皆様によるアート市
を目指したいと考えております。運営に
もご参加頂き、一緒にアート市を盛り上
げてくださる方を募集いたします。

■説明会当日・・・・何名でも
[日時]３月 28 日(火)17：00～（予定）
[場所]麻生区役所４階第●会議室
[内容]会議室より机の運びだし、
受付、チラシの配布作業・・・等
■アート市当日お手伝い、撮影補助など

※HP(パソコン・スマートフォン)からご応募ください。

URL：http://www.art-ichi.com
主催：川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしんゆり）2017 実行委員会
開催・運営：NPO 法人 しんゆり・芸術のまちづくり
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★【お支払いについて】
※お支払いは振込のみになります。
出展料・備品レンタル代を含めた合計金額をご確認いただき、4 月 1 日（土）以降、一週
間以内に参加費・レンタル代を銀行振込にてお支払いください。
※振込手数料は出展者様のご負担とさせていただきます。
※期日以内にご入金が確認できない場合はご出展いただけません。
※必ずお申込み代表者と同じ名義でお振込ください。お振込名義が異なる場合、お申込みが確
定しないことがございますのでご注意ください。
お振込みの確認をもって正式に出展決定とさせていただきます。
銀行名）
支店名）
口座番号）
口座名）
フリガナ）

川崎信用金庫
４月１日より前には振り込まないでください
新百合丘支店
０１７１５２０
特定非営利活動法人しんゆり・芸術のまちづくり 理事 白井勇
トクヒ）シンユリ・ゲイジュツノマチヅクリリジシライイサム

★【キャンセル・ご返金について】
※出展申込み後、4 月 1 日（土）以降はキャンセル料が発生いたします。

3/31（金）まで
4/1（土）～4/15（土）
4/16（日）～当日

出展料：全額返金 レンタル備品：返金なし
出展料：50％返金 レンタル備品：返金なし
いかなる場合も返金不可

※荒天等の止むを得ない事情で開催を中止した場合もご返金できません。
※返金手数料は出展者負担となります。
※お申込み後のキャンセルは、チラシ印刷のため 3 月 15 日（水）までにご連絡ください。
★【レンタル品のついての注意事項】
※3 月 17 日（金）以降の変更・返金はできません。
※２日間出展の場合は、レンタル代金も２倍となります。
★【注意事項】
・作品、商品の販売及び、破損、紛失、盗難、その他のトラブルに関して、主催者側は一切の責任を負
いません。
・会場は風の影響を受けやすい立地のため、商品が飛ばないように各自で風対策をしてください。
・会場に駐車場はありません。近隣の駐車場をご利用の場合は、台車等で搬入してください。
・お知らせ頂いた個人情報については、本催しのご案内以外には使用致しません。
・参加者数がイベントの最低開催人数に満たない場合はイベントの開催ができない場合があります。
・必ず受付で、スタッフパスを受け取ってから準備を開始してください。終了後は受付でスタッフパス
を返却してください。9：00 受付開始。

★荒天時の止むおえない事情で開催を中止した場合や、当日の途中撤収となった場合も
一切のご返金はできません。 ご了承ください。

【天候対策について】
屋外イベントのため、急な天候変化や予測不可能な風の影響などへの対策を各自お願いします。
新百合ヶ丘駅南口ペデストリアンデッキは、ビル風の影響を受けやすい立地のため、風の影響を考えた
店舗レイアウトをお願いします。
ﾍﾟｰﾊﾟｰ類や布小物、アクセサリーなど軽い商品を扱う場合は特に気をつけてください。
当日、風が強くなってきたら早めの対応を臨機応変に行ってください。
風対策には「固定」の仕方を工夫することが有効です。
「ガムテープ、両面テープ、クリップ、ひも、テグス、タコ糸、文鎮、アクリル板、ネット、網」などの
グッズも有効です。
イベント終了後は原状復帰とゴミの持ち帰りにご協力ください。

★【荒天時の対応】
・荒天時は中止と致します。翌日を荒天と判断した場合は、開催日前日の 19 時までに「アート市 in アル
テリッカ」HP 上にてお知らせ致します。
・前日の段階では中止としなかったが、当日荒天となった場合は事務局にお問い合わせください。
・アート市開催後に悪天候となった場合、安全上撤収をお願いする場合がございます。
・７ｍ/秒以上の風力の場合は開催途中でも中止となることがあります。ただし、場所によっては開催する
場合があります。安全のため、テントの天幕を外すこともあります。

★【テントについて】
・業者設営のテントをすべての出展者様にご使用いただきます。
・レンタル机を使用する場合は、必ずテーブルクロスをご使用ください。
・ゴミはお持ち帰り頂きますようお願い致します。
・連日出展される場合でも、作品・その他全ての荷物を必ずお持ち帰り下さい。
■タグ又はショップカードの取り付けについて■
毎回商品についてお客様から問い合わせが多くありますので、
販売商品すべてに店名入りのタグ又はショップカードを付けてください。
例：品物と別にカードを用意しておく、もしくはシールや焼印などで予め品物に店名を入れておく等
今までの問合せ例

・追加で購入したいがお店の連絡先が分らない。
・頼んだものと違う商品が袋に入っていた。等

主催者が会場内で撮影する写真などは印刷物や広報活動に使用させていただく場合がございます。
NPO しんゆり・芸術のまちづくりの Facebook ページです。
「アート市 in アルテリッカ」のグループに参加していただけると情報投稿ができます！

https://www.facebook.com/shinyuriart/?ref=aymt_homepage_panel
【問い合わせ先】
NPO 法人しんゆり・芸術のまちづくり 事務局
〒215－0021 川崎市麻生区上麻生 1-7-11 クラウンビル 201
TEL: 044-959-1020 FAX: 044-951-2156
メール：art1@shinyuri-art.com
しんゆり芸術のまち HP： http://shinyuri-art.com/
アート市 in アルテリッカ HP http://www.art-ichi.com
アート市 in アルテリッカについて、何かご意見やご要望がございましたら、
事務局までお願い致します。今後のイベント運営の参考にさせていただきます。

