
芦屋市立美術博物館の前庭で手づくり品の販売やワークショップ、音楽ライブを開催。
“つくる”ことからうまれる喜びや発見をみんなでたのしむイベントです。

手づくり品の販売や、ワークショップを実施してくださる出店者を募集致します。

2020.2.4（火）
→2.28（金）

【募集期間】

2020年5 月30 日（土）/ 31 日（日）
10：00 ～ 16：00 

芦屋市立美術博物館 前庭 ※雨天中止

ART MARKET Ashiya “Let’ s make” Event
at garden in Ashiya City Museum of Art&history
May 30(sat)and31(sun),2020,10:00am-4:00pm



■出店日時：2020年5 月30 日( 土)・ 31 日( 日) 10：00 ～ 16：00

※雨天中止－中止の場合は当日朝7：30 に当館ホームページにて発表します。

■会場：芦屋市立美術博物館 前庭

■募集期間：２月４日（火）～ ２ 月２８日（金） ※必着

■メールは２月２９日（土）10：00まで受付

■募集ブース数：30 ブース（募集出店ブース30+美博館セレクトブース30＝約60店舗出店予定）

■ブースの大きさ：1 ブースあたり2.5ｍ×2.5ｍ（場所により多少の誤差が生じます）

・ブース内に立てるテントやテーブル等はお貸しできませんので、各自ご用意ください。

■出品内容

・個人またはグループによる手づくり品の販売, またはワークショップ（野外ブースで実施できるものに限る）の実施。

・骨董・リサイクル・古着等の既製品を販売することはできません。

・作者本人（またはグループ）が店頭に立ち販売してください。

・食品の販売は、店舗をお持ちの方で保健所の許可書をご提出可能な方のみ。＊内容により、お受けできない場合がございます。

＊初めてご出店される店舗様は、芦屋健康福祉事務所（保健所）で「営業許可（露店）」を取得してください。

・本の販売を主に取り扱っている店舗（インターネット店舗のみも可）に限り、本の出品も可能。

＊本雑貨（しおりやブックカバー等）はどなたでも出店可。

■応募資格

・2 日間出店できる方。※1 日のみの出店はできません。

・イベントの趣旨をご理解いただき、やさしい気持ちをもってイベントに参加してくださる方。

・イベントを一緒に楽しく盛り上げてくださる方。

■出店料

1 ブースにつき2 日間で8000 円。（イベント当日にお支払いいただきます。）

・雨天で1 日中止となった場合も出店料8000 円をいただきます。

・雨天で2 日間とも中止となった場合、出店料はいただきません。

1. 出店者募集要項の内容をご確認のうえ、出店申請書を当館ホームページよりダウンロードしてください。

2. 出店申請書に必要事項を記入し、E メールまたは郵便でお送りください。

≪郵便宛先≫〒659-0052 兵庫県芦屋市伊勢町12-25 芦屋市立美術博物館

「ART MARKET あしやつくるば」出店募集係 宛

≪E メール宛先≫tsukuruba@shopro.co.jp （件名を「2020 春 ART MARKET あしやつくるば 出店者募集」としてください。）

出店者募集要項及び指定の申請書用紙は当館のホームページからダウンロードできます。

http://ashiya-museum.jp (Office ソフトWord、アドビpdf 対応)

・インターネットの使用が難しい場合は当館までお越しいただくか、84円切手を添付しご住所を記載した返信用封筒をお送りください。

・提出いただいた申請書は返却できません。

・応募者多数の場合は抽選で決定します。抽選結果によっては、ご希望にそえない場合がありますので予めご了承ください。

・抽選結果に関するお問い合わせには一切お答えできません。

つくる” をキーワードに、誰かがつくったものに触れたり、自分自身でつくること

にチャレンジしてみたり、つくることを通して楽しい時間を過ごす

「 ART MARKET あしやつくるば」

公募出店ブース以外にも美術博物館がセレクトした雑貨や古書、おいしい食べ物な

どを販売するブースを約30 枠ご用意し、ゲストを迎えたワークショップや音楽ライ

ブも開催予定です。

子どもから大人まで、みんなで楽しい２日間を過ごしましょう！

出店者募集

- 2020 Spring -
Ashiya City Museum of Art & History

応募方法
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ART MARKET あしやつくるば 2020年春 公募出店者募集要項 

 

芦屋市立美術博物館の前庭で手づくり品の販売やワークショップを開催する「ART MARKET あしやつくるば」。 

本イベントは、「つくる」をキーワードとし、誰かがつくったものに触れたり、自分自身でつくることにチャレンジし

てみたり、つくることを通して楽しい時間を過ごすイベントです。 

本イベントでは公募出店ブースや美術博物館がセレクトした素敵な雑貨や古書、おいしい食べ物などを販売するブー

ス、合計約 60 のブースをご用意いたします。また、ゲストをお迎えしたワークショップや音楽ライブも開催予定です。 

つきましては、イベント開催に伴い手づくり品の販売またはワークショップを実施してくださる公募出店者を募集

いたします。 

みなさまのご応募を、お待ち申し上げております。 

 

■出店日時 

2020年 5月 30日(土)・31日(日) 10：00～16：00  

※雨天中止－中止の場合は当日朝 7：30 に当館ホームページにて発表します。 

■会場 

芦屋市立美術博物館 前庭  

■ブースの大きさ 

1 ブースあたり 2.5ｍ×2.5ｍ（場所により多少の誤差が生じます） 

・ブース内に立てるテントやテーブル等はお貸しできませんので、各自ご用意ください。 

■出品内容 

・個人またはグループによる手づくり品の販売または、ワークショップの実施 

 ※ワークショップの実施については、詳細をお尋ねさせていただく場合がございます。 

  また、内容によって実施をご遠慮いただく場合もございますので予めご了承ください。 

・骨董・リサイクル・古着等の既製品を販売することはできません。 

・作者本人（またはグループ）が店頭に立ち販売してください。 

・食品の販売は、店舗をお持ちの方で保健所の許可書をご提出可能な方のみ。 

 ※内容により、お受けできない場合がございますので予めご了承ください。 

 ※初めてご出店される店舗様は、芦屋健康福祉事務所（保健所）で「営業許可（露店）」を取得してください。 

・本の販売を主に取り扱っている店舗（インターネット店舗のみも可）に限り、本の出品も可能。 

・本雑貨（しおりやブックカバー等）はどなたでも出店可。 

■応募資格 

・2日間出店できる方。※1日のみの出店はできません。 

・イベントの趣旨をご理解いただき、やさしい気持ちをもってイベントに参加してくださる方。 

・イベントを一緒に楽しく盛り上げてくださる方。 

■出店料 

1 ブースにつき 2日間で 8,000円。（イベント当日にお支払いいただきます。） 

・雨天で 1日中止となった場合も出店料 8,000円をいただきます。 

・雨天で 2日間とも中止となった場合、出店料はいただきません。 

■募集ブース数 

30 ブース程度 
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※応募者多数の場合は抽選とさせていただきます。 

■募集期間 

 2020年 2月 4日（火）～2月 28日（金）必着  

※メールの場合は 2月 29日（土）午前 10：00 まで受付 

 

 

【出店までの流れ】 

１．出店の応募 

申請書用紙に必要事項を記入し、当館までお送りください。 

２．出店者の決定 

応募者多数の場合は抽選にて出店者を決定いたします。 

３．出店者の発表 

出店可否結果をご応募いただいたみなさまに郵送またはメールにてお知らせいたします。 

※3月下旬頃発送予定（2020年 3月 28日を過ぎても届かない場合は、当館までお問い合わせください。） 

 

４．チラシをお配りします 

開催の約 1 ヶ月前までにイベントのチラシ 20枚を出店者の方へ郵送いたしますので告知用にご活用ください。 

その際、ブース場所や当日の搬入・搬出などについての資料も併せてお送りいたします。 

※ブース場所は、運営の都合上当館にて決定いたします。ご了承ください。 

5．イベント当日までご準備ください 

 出店が決定してからのキャンセルはお受けできません。予めスケジュールを調整のうえご応募ください。 

 

【荷物の搬入・保管について】 

・前日搬入について 

▲ 5 月 29 日(金)14：00～16：00、事前搬入を受付けます。当館 1 階体験学習室または講義室（当日ご案内しま

す）を荷物置場としてご利用いただけます。事前搬入ご希望の方は、ご到着予定のお時間も申請書にご明記

ください。 

▲ 事前搬入にお越しの際は、館内受付までご到着のご連絡をお願い致します。 

※必須ではありませんので、当日搬入していただく事も可能です。 

▲ テント、テーブル、什器などの大きな荷物は野外ブースの枠内に置いていただいても構いません。その際、

高さのあるものは「低い位置まで降ろす」・「横に倒す」などして、風で飛ばないよう安全な状態にしてくださ

い。 

▲ 車での搬入の場合は、荷物を降ろした後すぐに車を移動させてください。 

▲ 正門前の道路は一方通行となっておりますので、十分にご注意ください。 

 

・１日目終了後から２日目朝までの荷物置場について 

▲ 1 日目終了後→翌 2 日目 9:00 まで体験学習室または講義室（当日ご案内します）を荷物置場として使用でき

ます。 

▲ 大きな荷物（テントや机など）は野外に置いたままでも構いません。その際、高さのあるものは「低い位置
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ご不明な点がございましたら、上記問合せ先までお気軽にお尋ねください。 

 

まで降ろす」 ・「横に倒す」などして、風で飛ばないよう安全な状態にしてください。 

▲ 荷物置場を利用できるのは上記下線部の時間のみです。それ以外の時間は利用することはできません。必ず

出店者ご自身で管理をお願いいたします。 

当館は、体験学習室または講義室、及び野外に置かれた荷物に対して一切の責任を負いません。出店者ご自身で

責任をもって管理してください。 

 

 

 

 

【イベント当日の駐車場利用について】 

美術博物館の駐車場は来館者用のためご利用いただけません。近隣のコインパーキングをご利用ください。 

 ご協力の程、よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

【応募方法】 

1.当館ホームページより出店者募集要項、出店申請書をダウンロードしてください。 

2.出店者募集要項の内容をご確認ください。 

3.出店申請書に必要事項を記入し、E メールまたは郵便でお送りください。 

≪郵便宛先≫〒659-0052兵庫県芦屋市伊勢町 12-25芦屋市立美術博物館  

「ART MARKET あしやつくるば」出店募集係 宛 

≪メール宛先≫tsukuruba@shopro.co.jp （件名を「2020春 ART MARKET あしやつくるば 出店者募集」 

としてください。） 

※出店が決定してからのキャンセルはお受けできません。予めスケジュールを調整のうえご応募ください。 

 

≪問合せ先≫ 芦屋市立美術博物館 

tel：0797-38-5432 fax：0797-38-5434 

 

・指定の申請書用紙は当館のホームページからダウンロードできます。 

http://ashiya-museum.jp  (Office ソフト Word、アドビ pdf対応) 

・インターネットの使用が難しい場合は当館までお越しいただくか、８４円切手を添付しご住所を記載した返信用封

筒をお送りください。 

・提出いただいた申請書は返却できません。 

・応募者多数の場合は抽選で決定します。抽選結果によっては、ご希望にそえない場合がありますので予め 

ご了承ください。また、抽選結果に関するお問い合わせには一切お答えできません。 

 

 

 

 

http://ashiya-museum.jp/


【公募】初応募・ご出店経験のある方（   年・春/秋）どちらかご記入ください。 

2020 年春 ART MARKET       

あしやつくるば   

出店申請書 

※2 月 28 日(金) 必着  

※メールの場合は 2 月 29 日(土) 10：00 まで受付【※三つ折可】 

連絡先：芦屋市立美術博物館 TEL(0797-38-5432) 

 

  

 出店者氏名  (フリガナ)   

代表者の氏名を記入してくださ

い。  
 住所 〒 

代表者の住所を記入してくださ

い。  
 電話番号 

 
代表者の電話番号を記入してく

ださい。 

 メールアドレス 当館からの連絡に使用させていただく場合がございます。 

代表者のメールアドレスを記入

してください。 ＠ 
 出店名 

※全角 15 文字まで(英数字は 2 文字で全角 1 文字にカウントします)。英字の大文字、小文字も分かりやすく 

く表記してください。（例）ArtMarket あしやつくるば(←スペース含め全角 12 文字) 

この出店名はチラシに掲載しま

すのでお間違えのないよう楷書

で記入してください。  

 

サイト・ブログなど 当館のホームページ、ＳＮＳなどでご紹介させていただく場合がございます。 

ホームページ、ブログ、SNS があ

れば、代表的なアドレスを１つご

記入ください。 

 

 カテゴリー ①販売のみ（MARKET） 

  ②ワークショップ実施（WORKSHOP） 

※販売とワークショップ両方実施される方もこちらに〇をつけてください。 

  ③食品・飲料（FOOD） 

     ※内容により、お受けできない場合がございますので予めご了承ください。 

     ※販売と食品両方実施される方もこちらに〇をつけて下さい。 

     ※初めてご出店される店舗様は、芦屋健康福祉事務所（保健所）で「営業許可（露店）」

を取得してください。 

  ④本・本雑貨（BOOK） 

     ※本の出店は店舗（ネットショップ可）で販売されている方のみ。 

     ※本雑貨（しおりやブックカバー）はどなたでも出店可。 

上記にあてはまらない販売物に関しましては、内容を記載の上、当館でジャンルを振り分けさせて

いただきます。 

あてはまるジャンルに1つ〇をつ

けてください。 

 

 

 

 

 
 

出店内容  
出品される作品について具体的

に記入してください。 

 

事前搬入について 
 
事前搬入を行う 
 

 事前搬入予定時間【   時   分】頃   
予定をお知らせください。   

搬入日時【5 月 29 日(金)14：00

～16：00】 

 電源使用について     
何に使用になるのか明記くださ

い。 

有   ・   無 
 出店内容の写真 

またはイラスト 
のり付け  

or 

メールに添付 
  （メール添付の場合は 200KB まで） 

・上記の出店内容の実物写真また 

はイメージイラストを貼付して

ください。 

※写真は 1 枚まで 

・・メールの場合は別添していただ

いても構いません。(200KB まで) 

※画像は、イベントの広報用画像

として使用させていただく場合

がございます 

 

・   事前搬入を行わない 
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