
HiLiNE WiNTER FES 2013
アート物販お申し込み要項



■アート物販 開催概要

開催日：2013 年 12 月 15 日 ( 日 )

時間：昼の部 -アート物販　10：00~14：00

場所：SENDAI CLUB JUNK BOX( 仙台フォーラス地下 2F)

※一部ブースに限り、夜の音楽ライブ時間内可能です。詳しくは（4）ページへ

※その他、アート展示として 1会場、音楽ライブとして 2会場設けています。

■HiLiNE WiNTER FES とは？

「HiLiNE WiNTER FES 2013」は HiLiNE 実行委員会による「ライブ初心者に優しいイベント」「アートと音楽の共存するイベント」

「地域活性化のためのイベント」をコンセプトに作られた仙台の冬フェスです。本イベントにより仙台の街を盛り上げ、お客

様に笑顔になってもらうことを目的としています。

■アート物販の目的

HiLiNE 実行委員会は、本イベントにおける「アート物販」を「アーティストとお客様の交流の場」として考えています。現代

はインターネット等により、手軽にモノの売り買いができるようになりました。ですが、アーティストの作品へかける思いや

こだわりは、対面だからこそ伝わるものがあると考えます。さらに、他のアーティストと共に物販を行うことで刺激を受け、

新たなジャンル開拓や今後の作品への創作意欲向上につながると考えます。当日は単なるモノの売り買いだけではなく、そう

したコミュニケーションやふれあいを楽しんで頂ければと思います。

■なぜライブハウスで開催するのか

私たちHiLiNE 実行委員会は「ライブ初心者に優しいイベント」「アートと音楽の共存するイベント」「地域活性化のためのイ

ベント」をコンセプトに活動しています。これを達成するために最適な場所はライブハウスだと考え、会場に選びました。さ

らに天候に左右されず、広瀬通駅前、フォーラス地下 2階という好立地は他にないと考えます。
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至仙台駅

■出店資格

一般または学生（高校生・大学生・大学院生・専門学校生 ) の方。プロ・アマチュアは問いません。

※お申込み代表者は 16 歳以上の方で、当日出品・来場されるアーティストに限ります。

※アーティストとお客様の交流を重視したイベントのため、委託販売はご遠慮ください。

※製作者+売り子による販売は可能です。売り子は出来る限り、作品の説明ができる方でお願い致し

ます。

※当日は年齢確認のために身分証明証の確認をさせていただくことがあります。予めご了承ください。

【学割】学生さん応援します♪

高校生・大学生・大学院生・専門学校生の方は【学割】の対象となります。グループで参加の場合は、

「全員が学割対象者」であることが条件となります。

※尚、当日確認のため学生証をご提示いただきます。グループで参加の場合は、全員が学生であるこ

とが条件となります。学生証をお忘れになった場合は、追加料金＋500 円が発生しますのでご注意く

ださい。

18 歳未満の方へ

代表者が 18歳未満の場合は「保護者同意書」を当日提出して頂きます。お忘れになった場合は入場
できませんのでご注意ください。
・学校単位で申し込む場合は、担当教員の記入で構いません。

・当日、教員の方が同伴される場合は同意書の提出は必要ありません。

・出店者全員が 18 歳未満の場合は全員分の提出をお願いします。

(1)

■出店場所

SENDAI CLUB JUNK BOX( 仙台フォーラス地下 2F) で、あらかじめ決められたブース内で作品の販

売を行うことができます。

http://www.junkbox.co.jp/sendai/

「SENDAI CLUB JUNK BOX」仙台市青葉区一番町 3-11-15



■出店申込締め切り

第１回締め切り　10/15( 火 )21：00
第 2回締め切り　11/5( 火 )21：00

※第 1回の抽選で当選した方は特典として、優先的に紹介文等の情報をHiLiNE 公式 HP(http://hiline.jp/ 内 )
に掲載することができます。掲載内容詳細につきましては、追ってご連絡いたします。ご希望の方はその旨を
申込の際にメール本文にご記入ください。
※出店申込のメールを受信致しましたら、必ずこちらから返信致します。1週間以上返信が無い場合は、恐れ

入りますが art@hiline.jp までご連絡をお願い致します。

※応募者が多数の場合は抽選にて決定させて頂きます。予めご了承ください。

(2)

■販売する作品について

・作品はオリジナル作品に限らせていただきます。また以下の作品は販売することができません。その他、イ

ベントの趣旨に会わないと判断した場合、お断りさせて頂くこともございます。 

（著作権を著しく侵害するもの・無許可でのロゴの使用・露骨な性的描写を扱ったもの・会場内で火気を必要

とするもの・化粧品・生き物・飲食物）

・当日その場で製作する ( 例：似顔絵 ) ことも可能ですですが、他の出店者様のご迷惑となる、会場を汚す可

能性のある画材は控えて頂くようお願い致します。

■会場・ブースについて

・以下から希望ブースと、希望ブース数をお申込みの際にお選びください。

(A) ブース 85×50cm程度の机＋椅子 1脚　
(B) ブース 40×40cm程度の机＋椅子 1脚

・ブース数は一般：1名義 2個まで　学割：1名義 (A) ブースのみ 1個までとなります。

・(A) ブースと (B) ブースを重複して申し込むことはできません。 

・ブース範囲は机の前 20cm以内までです。それ以上を越えて販売することはできません。

・ブースの場所を選ぶことはできません。あらかじめこちらで決定させていただきます。

・2ブースお申込みの場合は、必ず隣同士でご用意させて頂きます。知人同士で隣接を希望される場合は、

1名義で 2ブースをお申込みください。

・1つのブースにつき、当日入場できる出店者様は 2名までとさせて頂きます。

・各ブース代は机、椅子 (1 脚 ) 込の料金となります。追加でご用意する、椅子等の有料備品については追って

発表予定です。

※フライヤーは会場内でのみ配布可能です。

※当日会場内で BGMを流します。各ブース内で BGMを流す等の行為はご遠慮ください。

※ゴミはお持ち帰りください。



振込先（ゆうちょ銀行）：名義　HiLiNE 実行委員会（ハイラインジッコウイインカイ）
○ゆうちょ銀行からのお振込み　：１８１９０　２２７６９１９１　　　
○他金融機関からのお振込み：八一八支店　店番号８１８　（普）２２７６９１９

■出店料について

出店料：(A) ブース 1,500 円　(85×50cm程度の机＋椅子 1脚）

　　　　(B) ブース 3,500 円　(40×40cm程度の机＋椅子 1脚）

※(A) のみ学割あり：1,000 円　学割についての詳細は (2) ページをご覧ください。

※(B) ブースは、小サイズの机ですが、会場内の比較的良い場所へ優先して配置致します。さらに、同会場

で開催する音楽ライブ -夜の部の間も販売可能です。ただし演奏中は話し声や騒音等が出ないようにするた

め販売はできません。ライブの開演前・転換中・終演後のみの販売になります。 

・出店料は出店決定後、10日間以内に各金融機関よりお振り込みください。
またお支払い後、出店をキャンセルされた場合は理由の如何を問わず、出店料を返却することはできません。

キャンセルされる場合は、ご連絡いただけますようご協力お願いいたします。

■その他

・出店に際しての作品や貴重品等に関する事故、盗難、破損及び出店者の事故等の問題に対して、主催者は

責任を負いかねます。また、その他のトラブルに対して主催者は関与しません。

・ご記入頂いた情報は、本イベント開催のため、出店申し込み者との連絡のみに使用いたします。

・当日、販売で参加される方の交通費は各自負担です。

・作品は、当日会場まで直接お持ちいただきます。宅急便等での搬入はできません。

■お問い合わせ

何かご不明な点等ございましたら、下記までお問い合わせください。

(mail)art@hiline.jp

(Twitter)@HiLiNEjp

(3)



■出店申し込み方法

＊印のある項目はすべて必須項目です。下記の 1~アンケート 3番までの全文をコピー &ペーストし、必要個所をご記入の上、メールにて

art@hiline.jpにお申し込みください。メールの件名は必ず「HiLiNE WiNTER FES 2013 アート物販参加希望」としてください。

1. お申込み代表者様連絡先

＊氏名（本名）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

＊氏名（ふりがな）：

＊年齢：　　　　才

＊メールアドレス：

2. 出店者情報（ a または bどちらかを記入）

a. 個人参加の場合

＊アーティスト名 :

＊アーティスト名（ふりがな）：

b. 団体参加の場合

＊団体名：　

＊団体名（ふりがな）：

3. 出店時のお店の名前：

※2のアーティスト名または団体名と同じ場合はその旨を記載してください。

4．＊出店ジャンル :

 ※例 : 雑貨、イラスト、絵画など。ただし手作り品に限ります。 

5. 作品の内容がわかるサイト・ブログ・SNS の URL

(http:// 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)

※ブース配置の資料とさせていただきます。

※サイトを開設していない等の場合は、イメージ画・写真をお申込みメールに添付願います。

イメージ画・写真の場合は２枚まで、データは jpg または pdf 形式とします。

6. 希望ブース とその種別

＊第一希望：(    ) ブース　×　　　個　　　　

＊第二希望：(　) ブース　×　　　個　

＊学割または一般：

※ブースの詳細については (2) ページをご覧ください。

※学割の希望は必ずご記入ください。記入されなかった場合は「一般」となり、申し込み後の変更はできません。

7.＊HiLiNE 公式 HPでの作品紹介

第 1 回締め切りまでに申し込んだ方は特典として、作品等の情報をHiLiNE 公式 HP に掲載することができます。ご希望の方はその旨をこちらにご

記入ください。出店が正式に決定しましたら、詳細のご連絡をさせて頂きます。

「希望する」または「希望しない」：

＜ご意見・アンケートのご協力をお願い致します＞

1. 持ち込み備品について

当日電源を必要とするスポットライトの持ち込みを可能にする方向で調整中です。（電源使用料有料・後日申込制）ご希望の方は、どのようなライ

トを持ち込みたいかをお書き添えいただけると助かります。

また、ライト以外に持ち込みたい特殊備品がございましたらご相談ください。持ち込み備品詳細は後日発表します。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

２．普段どのような音楽を聞きますか。

当日会場内で、音楽を BGMとして流す予定です。そこで、皆様が普段どのような音楽をお聞きになっているかを是非教えてください。ご協力お

願いします。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

3. イベントに対するご意見や意気込み等ございましたら、ご記入ください。

（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

(4)



保護者同意書
HiLiNE WiNTER FES2013 に参加するにあたり、参加者が 18歳未満の場合は保護者 (学校単位で申し込む際は担当教員 )
の同意が必要です。以下の内容をご確認していただいてからご記入をお願いします。

■HiLiNE WiNTER FES2013 とは？

「HiLiNE WiNTER FES 2013」は HiLiNE 実行委員会による「ライブ初心者に優しいイベント」「アートと音楽の共存する

イベント」「地域活性化のためのイベント」をコンセプトに作られた仙台の冬フェスです。本イベントにより仙台の街

を盛り上げ、お客様に笑顔になってもらうことを目的としています。

■アート物販開催内容

雑貨やイラスト、写真などアートに関する作品の販売会を開催します。出店対象は高校・大学・大学院生・専門学校生、

一般、プロアマチュアを問いません。

開催日：2013 年 12 月 15 日 ( 日 )

時間：昼の部 -アート物販　10：00~14：00

　　　夜の部 -音楽ライブ　17：30~21：30　

場所：SENDAI CLUB JUNK BOX( 仙台フォーラス地下 2F)

＜出店に関しての注意事項＞

・出店に際しての作品や貴重品等に関する事故、盗難、破損及び出店者の事故等の問題に対して、主催者は責任を負いかねます。

・当日の不慮の事故、病気、天変地異による被害関して主催者は責任を負いかねます。

・未成年の飲酒、喫煙には法律により禁止されています。当日、飲酒・喫煙に関するトラブルに対して主催者は関与しません。

・当日お客様との、販売作品・接客・売買上のトラブルに対して主催者は責任を負いかねます。事故やトラブルが発生しないよう

努めてください。

・他店やお客様の様子を無断撮影等することによる著作権侵害等は、如何なる場合においても禁止されていますのでご遠慮ください。

HiLiNE  WiNTER  FES 2013 に出店することに同意します。　　　　　　　　　　　平成　　年　　月　　日

フ　リ　ガ　ナ

出店者氏名

フ　リ　ガ　ナ

保護者名
(または担当教員名 )

続
　
柄

印

電話番号　　　　　(　　　　)　　　　-　　　

※ご記入頂いた情報は、本イベント開催にのみ使用させて頂きます。他で使用することは一切ありませんのでご安心

ください。
《記入上の注意事項》

・保護者の方がご記入ください。( 保護者直筆 )　　

・万年筆またはボールペンでご記入ください

・漏れのないようにご記入ください


