
京都アートフリーマーケット 	 ２０１６秋《 出 展� 者 募 集 要 項 》 	  	  	  	 

 
１ 	 趣 旨 京都にゆかりのある若手作家・職人の作品を展�示・販売することのできる場を設けることにより、多

くの人がアートに親しく出会い、若手作家・職人が大きく育っていく機会とします。また、京都文化

博物館を中心とした地域の賑わいの創出に役立てます。 
 

２ 	 開 催 日 程 	 平成２８年９月１７日（土）から９月１９日（月・祝）まで 	 雨天決行 	 

 
３ 	 出展�の内容 若手作家・職人本人が制作したアート作品（美術、工芸等）の展�示・販売 
 
４ 	 出 展� 資 格 京都にゆかりのある１８歳以上４０歳未満の若手作家・職人の方で、自らが創作したアート作品を３

日間、自ら展�示・販売できる方（同条件で作家３人までのグループも可）。 
※模倣品、盗作品、類似品、仕入れ品、代理販売、危険品、食品、植物等「京都アートフリーマーケット」の趣

旨にそぐわないものは出展�いただけない場合があります。 
※１人((１グループ))で複数のブースに出展�することはできません。 
※年齢を偽ったり、４０歳以上の作家作品を４０歳未満のご家族等が代表者となって申込されるのは不可です。 

 	 

５ 	 募 集 部 門 以下の部門の中から１つを選択して応募してください。 

【美術工芸部門】 
日本画 	 洋画 	 版画 	 彫刻 	 写真 	 書 	 染織 	 陶芸 	 漆芸 	  
木工芸 	 金工芸 	 革工芸 	 ガラス工芸 	 人形 	 その他諸工芸 部

 	 

門

 

【その他部門】 上記以外（アクセサリー 	 手芸 	 雑貨 	 等） 
 	 

６ 	 応 募 方 法 ①京都アートフリーマーケット HPの¢｢申込フォーム£｣から申し込んでください。 
HPアドレス→ 	 http://web.kyoto-inet.or.jp/people/kafm/ 
②申込フォーム送信後、リーフ掲載作品画像 1点を下記アドレスにお送りください。 
メールアドレス→ 	 kafm@mbox.kyoto-inet.or.jp 
メールのタイトルは「京都アートフリーマーケット申込画像」としてください。 
画像は 200KB以上、3M以下。画像名は代表者の氏名にしてください。 
※HPからの申込ができない方は、申込用紙を郵送しますので事務局まで連絡ください。 
※年齢確認など、応募内容について個別確認を行うことがあります。 

 	 

７ 	 申込期間 	 平成２８年５月１３日（金）から平成２８年６月１２日（日）まで＜必着＞ 	 

※申込フォーム・画像メールの両方をお送りいただかないと申込が完了いたしません。 	 

 
８ 	 出展�者及び出展�ブースの決定 

【美術工芸部門】、【その他部門】の順番で募集部門ごとに公開抽選を行い、出展�者及び出展�ブース

と位置を決定します。（くじ引きの順に第１希望から第６希望または第７希望までのブースで決定し、

既に希望するブースが決定している場合は落選となります。） 
 抽選結果は、７月上旬までに応募者全員（落選の場合も含む）にメールで通知します。 

 ※【美術工芸部門】に割り当てたブース数よりも応募者数が少ない場合は、空きブース分を【その
他部門】に割り当て抽選を行います。 

 ※実行委員会において、応募された部門を変更・調整させていただくことがあります。 
※実行委員会推薦枠に空きが出た場合は、Ａブース枠とし抽選により出展�者を決定する場合がございます。 	 

 	 

９ 	 公開抽選会 公開抽選会を開催します（参加自由）。御覧になりたい方はお気軽にお越しください。 
会場：京都文化博物館別館２階講義室 	  
日時：平成２８年６月２５日（土）午前１０時３０分〜１１時３０分 

 	 

1100 	 出展�者説明会  出展�決定者を対象に出展�者説明会を開催します。代理の方の出席も可能です。 
会場：京都文化博物館別館ホール 	  
日時：平成２８年８月２０日（土） 	 午前１０時３０分〜１１時３０分 



 	  	  	  	  	  	  	  	  	 ※事前の出欠はとりません。欠席の方は８月中に説明会での配布書類等を受け取りにご来館下さい。 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ご来館が無理な方には、着払いにて配布書類等を送付させていただきます。 	 



1111 	 出展�場所・出展�料等（出展�料は３日間通しの料金） 

 	 ＊推薦８ブース＋美術工芸６６ブース＋その他７４＝１４８ブース 

※雨天決行です。屋外出展�者の荷物の保管場所は確保しますが屋内販売場所はありません。日よけ雨よけは各自で準備ください。 	 

※ブースＷ・Ｘについては、京都市男女共同参画センターの施設内にあることから、女性のみ（グループの場合は代表者が女性）出展�可能です。 	 

※WWAAZZAA 	 GGUU 	 ((京都国際工芸センター))会場は移転のため、今回から募集はなくなりました。ご了承ください。 	 

 	 

1122 	 販売補助者の登録とレンタル品申込 
代表者を含む共同出展�作家３人のほかに、当日の販売補助者を４人までご登録いただけます。 
販売補助者とレンタル品につきましては、出展�決定にご案内しますので期日までにお申し込みください。 

品 	 目 	 仕 	 様（幅×奥行×高） 	 価格（３日間通し） 	 備 	 考 	 

長机① 	 118800 ㎝×4455 ㎝×7700 ㎝ 	 11,,550000 円 	 

長机② 	 118800 ㎝×6600 ㎝×7700 ㎝ 	 22,,000000 円 	 
ブースタイプＡ〜Ｇのみ貸出 	 

小テーブル 	 9900 ㎝×4455 ㎝×7700 ㎝ 	 11,,550000 円 	 ブースタイプＡ�Ｎのみ貸出 	 

床机 	 118800 ㎝×9900 ㎝×4455 ㎝ 	 11,,550000 円 	 ブースタイプＡ〜Ｆのみ貸出 	 

パイプ椅子 	  	 550000 円 	 ブースタイプＡ〜Ｎのみ貸出 	 

コンセント 	 配線・電気使用料込み 	 22,,000000 円 	 ブースタイプＡ〜Ｃのみ貸出 	 

 ﾊfiﾞØｯ∏ｸ ﾊflﾟ»ﾈŸﾙ 	 

 	 

9900 ㎝×221100 ㎝ 	 

 	 

22,,000000 円 	 

 	 

ブースタイプＡ〜Ｃのみ貸出（プッシュピン可、釘打ち

不可） 	 

 	 

アームスポッ

ト 	 

 	 11,,550000 円 	  	 ブースタイプＡのみ 	 

1133 	 出展�料とレンタル品代金の支払い 
８月上旬頃に請求（郵送予定）しますので、指定する期日までにお支払いください。 
 

1144 	 その他注意事項 	 

 	  	 ●出展�料とレンタル品代金のお支払い後、病気などやむを得ない事情でキャンセルされる場合でも返金はいたしませ

ん。 
ご了承ください。 

 	  	 ●募集要項に定められた内容を遵守いただけない場合や運営上支障をきたす事が発生した場合、 	 

ブースタイプ 	 寸法（間口×奥行） 	 仕 	  	 様 	 出展�料 	 ブース数 	 

●美術工芸部門 	 

推 	 別館ホール内 	 
実行委員会 	 

推薦作家ブース 	 
約22..77ｍ×約11..88ｍ 	 

22..44mm 高バックパネル 22辺付 	 
アームスポット 22灯付 	 
※ワイヤー吊り下げ方式 	 
プッシュピン可、釘打ち不可 	 

1100,,000000 円 	  	  	  	 ８ 	 

Ａ 	 
約 22..77ｍ×約 11..88

ｍ 	 

22..44mm 高バックパネル 22辺付 	 
アームスポット 22灯付 	 
※ワイヤー吊り下げ方式 	 
プッシュピン可、釘打ち不可 	 

2277,,000000 円 	  	  	  	  	 ４ 	 

約11..88ｍ×約11..88ｍ 	 1177,,000000 円 	 １８ 	 
Ｂ 	 

別館ホール内 	 

約22..88ｍ×約11..22ｍ 	 1177,,000000 円 	  	 ５ 	 

Ｃ 	 

屋 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

 	 

内 	 

別館エントランス 	 約11..88ｍ×約11..33ｍ 	 

バックパネルなし 	 

※BB1133〜1177については背面パネル付、

アームスポット２灯付 	 

1144,,000000 円 	  	 ９ 	 

Ｅ 	  	 別館前デッキ 	 約11..88ｍ×約11..88ｍ 	 屋根（テント）あり 	 

 	 
1177,,000000 円 	 １１ 	 

Ｆ 	 別館中庭((中央)) 	 約11..88ｍ×約11..88ｍ 	 屋根（テント）あり 	 1100,,000000 円 	  	 ８ 	 

Ｇ 	 

屋

外 	 別館中庭 	 

公募ブース 	 

約22..44ｍ×約11..00ｍ 	 屋根（ひさし）あり 	 1100,,000000 円 	 １１ 	 

●その他部門 	  	  	 

 	 Ｔ 	 京都文化博物館東側 	 高倉通通路 	 約 22..55ｍ×約 11..00ｍ 	 屋根なし 	 44,,000000 円 	 １０ 	 

Ｋ 	 河合塾京都校 	 南側 	 約 11..88ｍ×約 11..88ｍ 	 屋根((テント))あり 	 88,,000000 円 	  	 ４ 	 

 	 Ｐ 	 中京郵便局 	 南側 	 約 11..55ｍ×約 11..44ｍ 	 屋根なし 	  	  	 66,,000000

円 	  	  	 

nnnn 	  	 

 	 

 	 ６ 	 

Ｎ 	 NNTTTT 西日本京都支店 	 南側 	 約 22..00ｍ×約 11..00ｍ 	 屋根なし 	 66,,000000 円 	 ２３ 	 

Ｗ 	 

屋 	 

 	 

 	 

外 	 

ウィングス京都 	 ((玄関前)) 	 屋根なし、長机１•･イス２付((無

料)) 	 
44,,000000 円 	  	 ４ 	 

Ｘ 	 男女共同参画センター 	  	 ((11 階)) 	 66,,000000 円 	  	 ８ 	 

Ｓ 	 

屋 	 

内 	 中京青少年活動センター 	 ((３ 	 

階)) 	 

中京青少年活動センター 	 ((33階)) 	 

約 22..00ｍ×約 11..55ｍ 	 パネルなし、長机１・イス２付、 	 

コンセント((無料)) 	 66,,000000 円 	 １９ 	 

 	 



 	  	  	 違約金の請求または出展�（次回以降も含む）をお断りする事がございます。 	 

 	  	  	  	 ・事務局から案内します所定の期日後にキャンセルされた場合 	 

 	  	  	 ・出展�料とレンタル品代金を期日までにお支払いいただけなかった場合 	 

 	  	  	  	 ・申込内容に偽りがあることが分かった場合 	 など 	 

 	 

 	  	  	 ＜駐車に関する注意＞ 
説明会会場及びアートフリーマーケット会場には出展�者用の無料駐車場はありません。公共交通機関をご利用いただ

くか、京都文化博物館の有料駐車場、周辺の有料駐車場などをご利用ください。 
 

【問い合わせ先】 	 京都±ｱ∞ｰƒﾄÃﾌÿﾘ∞ｰœﾏ∞ｰπｹØｯƒﾄ実行委員会事務局 	 EE--mmaaiill 	 kkaaffmm@@mmbbooxx..kkyyoottoo--iinneett..oorr..jjpp 	  	 

〒660044--88118833 	 京都市中京区高倉通三条上ル 	 京都文化博物館 	  	 
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