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世田谷アートフリマ in 文学館 出展案内 

世田谷アートフリマ in文学館への出展についてのご案内です。 

内容をよくご確認の上、お申込みください。 

 

日時：2012 年 11 月 3 日(土祝) 11 時～17 時 

会場：世田谷文学館(京王線「芦花公園駅」最寄) １階 文学館サロン 

http://www.setabun.or.jp/ 

主催：世田谷アートフリマプロジェクト/(公財)せたがや文化財団 生活工房/世田谷区 

アートフリマＨＰアートフリマＨＰアートフリマＨＰアートフリマＨＰ        http://artfleama.net/http://artfleama.net/http://artfleama.net/http://artfleama.net/    

 

出展の申込み出展の申込み出展の申込み出展の申込み方法方法方法方法    

2012201220122012 年年年年 10101010 月月月月 5555 日日日日((((金金金金))))必着必着必着必着にて、にて、にて、にて、おおおお申込みください。申込みください。申込みください。申込みください。 

� インターネットインターネットインターネットインターネットの場合の場合の場合の場合（←推奨）（←推奨）（←推奨）（←推奨） 

世田谷アートフリマ ホームページ http://artfleama.net/ の専用申込みフォームからお申込みく

ださい。    

� 郵送の場合郵送の場合郵送の場合郵送の場合 

出展申込み用紙（7・8ページ）を記入の上、下記まで郵送してください。 

【宛先】〒154-0023 東京都世田谷区若林 1-11-10 世田谷 233 気付 

「世田谷アートフリマ in文学館」出展申込み係 

� FAXFAXFAXFAX の場合の場合の場合の場合 

出展申込み用紙（7・8 ページ）を記入の上、世田谷アートフリマプロジェクト宛にお送りください。 

【FAX 番号】03-5430-8539(担当 世田谷 233 中根) 

 

問合せ先問合せ先問合せ先問合せ先 

【メール】 

setagaya@artfleama.net までお願いします。 

件名を「世田谷アートフリマ問合せ」と明記してください。 

【電話での問合せ先】    

� 世田谷アートフリマへの出展について 

担当 世田谷 233・中根 TEL:03-5430-8539(12：00～20：00、毎火/第 1・3水定休) 

� 世田谷アートフリマ全般について 

公益財団法人せたがや文化財団 生活工房 世田谷アートフリマ担当・長谷川 

TEL:03-5432-1543(10：00～18：00) 

http://www.setagaya-ldc.net/ 



世田谷アートフリマ in文学館 出展者募集要項 

 2

募集要項募集要項募集要項募集要項    

出展者について出展者について出展者について出展者について    

出展の条件は以下の通りです。 

・個人またはグループで作成したオリジナル作品の出展に限ります。(例：雑貨小物、衣類、ポストカー

ド等) ※リサイクル品によるフリーマーケットではありません。  

・世田谷区内在住・在勤・活動者に限りません。 

・応募者多数の場合は審査・抽選となります。その際、世田谷区内在住・在勤・活動者を優先する場合が

あります。(地域性を重視したイベントですので、ご理解、ご了承ください)。 

・グループでも個人でも応募可能です。応募は一組につき 1通です。 

※その他ご不明な点はお問合せ下さい。 

 

出展ブースについて出展ブースについて出展ブースについて出展ブースについて    

出展ブースは、「通常ブース(フルブース)」と「ミニブース」があります。 

ブースサイズにはぐれぐれもご注意ください。 

ブースサイズ 出展料 ※当日に徴収 

【出展ブース】 

計 36 ブース程度を予定 

（フル 24／ハーフ 12） 

(1) フルブース 

(幅 180cm×奥行 150cm) 

フルブース 1,500 円 

 

(2) ミニブース 

(幅 90cm×奥行 150cm) 

※ブースは縦長です。 

ミニブース 1,000 円 

 

� 1 組につき 1 ブースのみ申込み可能です。 

� 販売物の陳列、スタッフの常駐スペースおよび荷物（在庫などの）管理は、すべてブース内にてお願

いいたします。 

� ブース内での有料ワークショップは出来ません。 

� 出展ブースの配置ですが、主催者側にて同ジャンルのブース隣接回避など様々な状況をみながら決定

しております。なお、開催の数日前にブース配置図をアートフリマ HP で公開する予定です。 

 

什器の貸出什器の貸出什器の貸出什器の貸出についてについてについてについて    

以下の什器を貸出しております。レンタル料はかかりません。貸出数に上限があるのは、広さと什器数の

都合です。もちろんブース内であれば持ち込みの什器を設置していただいて構いません。 

フルブース 

(幅 180cm×奥行 150cm) 

・長机１台(幅 180cm×奥行 45cm×高さ 70cm) 

・椅子（最大で３脚までお貸出しできます。） 

ミニブース 

(幅 90cm×奥行 180cm) 

※ブースは縦長です。 

・木製展示台(幅 60cm×奥行 60cm×高さ 40cm)１台 

・椅子１脚 （ブースの広さの都合上１脚しか置けません） 
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出展可否のご連絡出展可否のご連絡出展可否のご連絡出展可否のご連絡    

2012012012012222 年年年年 10101010 月月月月 10101010 日（日（日（日（水水水水）までに）までに）までに）までに原原原原則則則則メールでご連絡いたします。メールでご連絡いたします。メールでご連絡いたします。メールでご連絡いたします。    

※おかげ様で毎回たくさんのご応募をいただいております。今回もおそらく審査および抽選にて、出展の

可否を決定させていただくことになると思われます。出展可否の結果につきましては、必ずご確認いただ

きますようお願いいたします。 

 

出展キャンセルについて出展キャンセルについて出展キャンセルについて出展キャンセルについて    

出展決定後にキャンセルされる場合は 2012 年 10 月 20 日（土）までにご連絡ください。それ以降は、出

展料の半額のキャンセル料が発生いたします。 

 

出展上の出展上の出展上の出展上の諸諸諸諸注意注意注意注意    

� 宅配便等による出展作品の搬入出を受け付けます。「世田谷文学館アートフリマ担当者」宛に 11111111 月２月２月２月２

日着日指定日着日指定日着日指定日着日指定にて送付ください。搬出時には宅配便の着払い伝票を希望者に配布します。 

[住所]〒157-0062 東京都世田谷区南烏山 1-10-10 「世田谷文学館アートフリマ担当者」宛 

� 当日に文学館前等で車を使用しての搬入出はご遠慮願います。 

� 当日の出展者受付は当日の出展者受付は当日の出展者受付は当日の出展者受付は 10101010 時から時から時から時からとなります。文学館正面玄関よりお入りください。なお 10時以前は正

面玄関が施錠されて入場できませんのでご了承ください。 

� 受付時に出展料を運営スタッフにお支払いください。 

� スタッフの常駐、荷物管理など、すべてブース内にてお願いいたします。 

� ブースの位置については主催者側にて、同業種の隣接回避など、さまざまな状況をみながら決定しま

す。場所は当日のご案内になりますので、あらかじめご了承ください。 

� 展示・販売に必要な物品(つり銭・包装紙・紙袋・装飾に要するもの)は出展者側でご用意ください。  

� 出展作品ごとに値札を付け、価格を明示してください。 

� 期間中の商品管理・売上金の管理・お客様へのアフターケア等は、出展者の責任で行なってください。 

� 出展者が会場内で火気使用、楽器の演奏、食品・生物の販売はできません。また電気(コンセント)

も使用できません。  

� 開催中の運営、隣接ブースとの調整等につきましては、主催者の指示に従ってください。 

� 会場となる世田谷文学館「文学サロン」内は原則飲食禁止です。 

� 文学館１階に軽食・喫茶スペース「どんぐり」がございますが、混み合うことも予想されますので、

出展者の方はお弁当などをご用意いただいた方が良いかもしれません。なお、館内に飲食可能な出展

者用休憩室を設けますので、そちらもご利用ください。 

※出展者・参加者みんなでつくるイベントです。何卒ご協力をよろしくお願いいたします。 
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申込用紙記入要項申込用紙記入要項申込用紙記入要項申込用紙記入要項 

世田谷アートフリマ・オフィシャルサイト(http://artfleama.net/)の専用申込みフォームからの応募を

推奨しております。 

申込みフォームが使えない場合は、添付の出展申込み用紙に必要事項をご記入のうえ、世田谷アートフリ

マプロジェクト宛て（1 ページ「出展の申込み先」参照のこと）に郵便、FAX のいずれかでご応募くださ

い。 

 

応募の締切応募の締切応募の締切応募の締切    

2012 年 10 月 5日(金)必着とさせていただきます。 

 

出展可否のご連絡出展可否のご連絡出展可否のご連絡出展可否のご連絡    

2012 年 10 月 10 日（水）までに原則メールでご連絡いたします。 

 

申込用紙の各項目について申込用紙の各項目について申込用紙の各項目について申込用紙の各項目について    

(1) グループ名・屋号および出展者一覧への掲載確認 

グループ名や屋号（またはアーティストネーム）をご記入ください。 

(2) 氏名 

グループで出展希望される場合は、代表者の方の氏名をご記入ください。個人の方は本名をお書きく

ださい。  

(3) ホームページ(リンク先 URL) 

ホームページや作家活動ブログをお持ちの方で、出展者一覧への掲載可の場合はリンクします。（出展者の

方々の情報をより広くお伝えする目的で、vol.16 よりアートフリマ公式ホームページに出展者一覧を作成し公開しています。） 

(4) 住所 

グループで出展希望される場合は、代表者の方のご住所をご記入ください。郵便番号もご記入くださ

い。  

(5) 連絡先 

グループの場合、代表者の方の連絡先をご記入ください。連絡のとりやすい時間帯等もお書き添えく

ださい。  

(6) 出展作品 

今回出展希望される作品の、主に使用されている素材、ジャンル、概要についてご記入ください。 

(7) 活動履歴 

アートイベントなどの参加実績、または普段の活動(委託販売店舗)などをご記入ください。 

(8) 今回出展希望される作品数をご記入ください(予定数でもかまいません)。 

 

(9) 販売価格帯 

今回出展希望される作品の販売価格帯をご記入ください(予定でもかまいません)。 
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(10) 参加スタッフ数 

当日のスタッフ数(予定数でもかまいません)をご記入ください。 

(11) 世田谷とのつながり 

あなたと世田谷とのつながりを教えてください(今住んでいる、働いている、活動しているなど)。 

(12) 希望ブース 

希望されるブースを選んで○で囲んでください。 

(13) 貸し出し什器 

机・展示台・椅子の貸出をご希望の方は、それぞれご希望の数をお知らせ下さい。上限が決まってい

るのは、広さと設備の都合です。 

(14) 搬入方法 

手持ちか宅配便利用かを選んで○で囲んでください。 

(15) アンケート 

世田谷アートフリマをどこで知ったか該当するもの全て○で囲んでください。 
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世田谷アートフリマ世田谷アートフリマ世田谷アートフリマ世田谷アートフリマ    出展出展出展出展申込み申込み申込み申込み用紙用紙用紙用紙    2012 年 10 月 5日(金)必着    

(1)グループ名・屋号・アーテ

ィストネーム(ふりがな)        

 

 

(2)氏名(ふりがな)  

(3)ホームページ(リンク先

URL)公式ホームページ出展者一覧へ

の掲載可の場合はリンクします。 

 

 

公式ホームページ出展者一覧への掲載（どちらかに○をお付けください） 

可 ・ 不可 

(4)住 所 〒 

 

 

(5)連絡先 

※携帯電話のメールアドレスも可です

が、こちらからのメールがブロックさ

れてしまうケースがありますので、で

きればパソコンのメールアドレスをご

記入ください。 

E メール： 

携帯電話／電話： 

FAX（あれば）： 

電話の時間帯などのご都合 ※ご都合のよい時間帯などがあればお書き下さい 

 

(6)出展作品 

なるべく具体的にお願いします。 

 

■主として使用されている素材例 

布、フェルト、革、ガラス、陶磁器、

貴金属、天然石など 

 

■作品のジャンル例 

アクセサリー、衣類、生活雑貨、オブ

ジェ、絵、イラスト、写真、書籍など 

 

主として使用されている素材  

 

 

作品のジャンル 

 

 

作品の概要 
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(7)活動履歴 

アートイベントなどへの参加実績、普

段の活動(委託販売店舗)など。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)展作品数 約     点 

(9)販売価格帯 (      ) 円 ～ (      ) 円くらい 

(10)参加スタッフ数 (      ) 人 

(11)世田谷とのつながり 

あなたと世田谷とのつながりを教えて

ください。(今住んでいる、働いている、

活動しているなど) 

 

(12)希望ブース 

※希望に添えない場合もございます。 

希望ブース 

フルブース ／ ミニブース   

(13)貸し出し什器等 

希望を書いてください。不要な場合は

○で囲んでください。 

※希望に添えない場合もございます。 

フルブース  ・長机 １台 ／ 不要 

・椅子 (      ) 脚※最大で３脚まで／ 不要 

ミニブース ・展示台 １台 ／ 不要 

・椅子１脚  ／ 不要 

(14)搬入方法 手持ち ・ 宅配便利用  

(15)世田谷アートフリマをど

こで知りましたか？ 

※該当するものを○で囲んで下さい。 

情報ガイド／世田谷アートフリマ公式サイト／インターネット／チラ

シ・ポスター／新聞・雑誌／ラジオ・テレビ／過去に出展したことのある

知人から／遊びに行ったことがある／知人・友人などの口コミで／その他 

 


