■■ A-line2018

出店要項（
出店要項（作家）
作家）

■■

A-line は、今年で 9 年目を迎え永続的な継続を目指して様々な改良を加えてきました。
始めた時には、県内のクラフト展は殆ど無かったのが、現在では大小合
大小合わせて
大小合わせて 20 以上が
以上が県内
各地で
各地で開催され
開催され、
され、他県と
他県と比較しても
比較しても「
しても「クラフト展
クラフト展が多い県」になりました。
その中で停滞感を防ぎ県内のクラフト展の活性化を牽引していくためにも、改良策を打たせ
て頂きます。
今回の審査から、
・全国の
全国の大型イベントへの
大型イベントへの出店実績
イベントへの出店実績
を考慮する事にし「販売力」を判断し、それも
それも選考基準
それも選考基準とさせて頂きます。
選考基準
※大型イベントに出店してなければ、参加出来ないという訳ではありません
青森県は、本州の端でありどこの県から参加するにしても「一番交通費がかかる場所」で
あるという現状を、我々A-line 運営側だけではなく、青森県内の作家さんとして参加している
方々にも強く認識して頂き、県内に沢山あるクラフトイベントを県内作家
県内作家の
県内作家の力で集客力を
集客力を上げれ
るようにすると共に、全国の大型クラフト展へ参加し、
青森県内に
青森県内に沢山ある
沢山ある、
ある、他のクラフト展
のクラフト展のレベルも上
のレベルも上げていって欲
げていって欲しい
と強く願います。
ですので、全国のクラフト展に参加していない作家さんに対しては、参加ハードルを上げ、他
県から来る作家さんより高
高い出店料とし、それでも販売利益を上げられ納得して審査を受けた
出店料
い方だけ応募してください。
そして高く支払って頂いた
「差額分」
差額分」は全て他県から
他県から来
から来る作家さんの
作家さんの「
さんの「もてなし費用
もてなし費用」（
費用」（交流会
」（交流会など
交流会など）
など）
に利用させて頂きます。
我々A-line は、全国のクラフト展にひけを取らない集客を頑張っていきます。出店者全てが全
国にひけをとらない制作技術そして販売力をつけて、イベント全体を盛り上げ継続できるよう、
ご協力の程お願い申し上げます。

■■開催日時・場所
[日時]
20１
20１9 年 7 月 6 日（土曜日）
土曜日） 10:00～17:00
20１
20１9 年 7 月 7 日（日曜日）
日曜日） 9:00～17:00
[場所]
モヤヒルズ オートキャンプ場
オートキャンプ場 〒030-0133 青森県青森市雲谷梨野木６
●雨天決行です。（
（注）中止条件は
中止条件は別紙「
別紙「A-line 出展者注意事項」
出展者注意事項」参照
（搬入／土曜 6:00～9:00）（搬出／日曜 17:00～18:30）
■■応募について
[申込料]
1 区画（3×3m）- 1,000 円（応募申込料は返却いたしません。）
応募申込料を郵便局で振込後、振込明細表またはそのコピーを応募用紙に同封の上、
実行委員会へ郵送してください。
（※応募用紙のみで振込明細表またはそのコピーがない場合、応募は無効となります。）
＜振込口座＞ゆうちょ
ゆうちょ銀行
ゆうちょ銀行

総合口座 18420

16280341 （口座名）
口座名）エーライン事務局
エーライン事務局

[出展参加料]
【作家】
作家】1 区画（3×3m）- 11,000 円
※全国の大型イベントへ参加していないで選考された場合 20,000 円
●青森県内の作家さんでも、他県のクラフト展への出店実績がある場合は 11000 円です。
●出展参加料は、選考決定後にお振り込みいただきます。
●出展者の都合により出展できなくなった場合、参加料の返却はできません。
[募集店数]
150（予定）
[応募方法]
応募用紙（
応募用紙（2 枚）および A-line 出展者同意書（
出展者同意書（1 枚）に必要事項をご記入の上、事務局まで必ず郵
送にてご応募ください。
（※メール・FAX での応募はできません。）
応募用紙には、展示・販売する最近の作品の種類と特徴がよくわかる写真・イラストを必ず貼付
して、説明してください。枚数が多い方が審査しやすい状況となりますので、枠
枠からはみ出
からはみ出して
も枚数を
枚数を重ねても構いませんので、アピールに努めてください。
ねても
（※写真・イラストの返却はいたしません。）

[応募〆切]
2019 年 4 月 5 日（金）必着
[選考方法]
応募資料をもとに、作品ジャンルのバランスを考慮して選考いたします。
[選考結果]
選考結果は、郵送にてお知らせいたします。（
（5 月中旬送付予定）
月中旬送付予定）
●選考に通られた方には、選考結果とともに「参加詳細」をお送りいたします。
[応募用紙]
応募用紙はコピーしたものでも受付いたしますが、感熱紙での受付はいたしません。
※フリクション等の熱に弱いインクも利用できません
■■応募資格
オリジナルのデザイン・アイデアで商品の製作・開発に取り組んでいる方で、開催日の 2 日間を
通して出展できる方。
（展示作品は出展者本人の仕事であることが必須。）
[注意事項]
●ショップオリジナルの作品を展示・販売できます。仕入れ品、預り品の販売はできません。
●法人やグループでの参加はできません。
●赤札表示や「000 円均一」等の山積み表示は禁止といたします。
●出展者本人や家族が作品の管理、販売を行なって下さい。
■■応募用紙送付先
●〒030030-0802

青森市本町 3-4-11 1F 雑貨屋さぼり
雑貨屋さぼり～
さぼり～な内

A-line 事務局
tel. 017-722-8820 / fax. 050-3737-8784
●ご不明な点ありましたら、事務局まで電話・FAX・E-mail でお問い合わせ下さい。
●電話でのお問い合わせの際は、11：00～18：00 の間にお願いいたします。

8．持ち帰り飲食物

大型イベント
（出店者80人以上）への出店実績

1.

9.ワークショップ中心 10.雑貨販売

2.

※イベント名を記入（3箇所まで）

※ワークショップ中心の場合は、
ワークショップの「タイトル」
「内容」
「所要時間」
「1回の金額」を明記してください
※雑貨販売の場合は、
「特化しているジャンル」が分かりやすいように明記してください（2種以内）

3.

A-line 出展者注意事項
１．開催中止について
（１）前日までの天気予報又は地震等の自然災害
以下の内容で中止となる場合は、早急に出展者へお知らせします。また、開催予備日、日延べはありま
せんのでご了承ください。
・開催日直前に災害による被害が会場で発生し復旧、開催困難な状況の場合
・台風が接近、または直撃し被害が及ぶおそれがある場合
・時間雨量が 20mm を超える予報の場合（大雨警報レベル）
・風速が 15m を超える予報の場合（暴風警報レベル）
・前線が近づいており気圧の谷が青森市付近にある場合（市危機管理課に従う）
・青森地震観測所が震度 5 弱以上を観測し、停電や市内の交通レベルの低下（液状化等）と市民生活へ
の影響（物資の不足等）がでている場合
２）当日の天気予報又は地震等の自然災害
以下の内容で中止した場合、出展料は 1 日目であれば 4000 円を返還し、2 日目であれば返還しない
こととする。
ア）時間予報（2 時間前予報）
・時間雨量が 20mm を超える集中豪雨等になる場合（大雨警報レベル）
・風速が瞬間最大風速 15m を超える場合（暴風警報レベル）
イ）地震発生時
・青森地震観測所が震度 5 弱以上を観測した場合（既往最大）（前文削除）
・八甲田山の火山性地震が発生した場合（レベル 3 入山規制以上の発表があった場合）
ウ）森林火災について
森林火災がモヤヒルズから半径 5km 以内で発生した場合は、速やかに開催を中止して警察・消防
の指示を仰ぎ、来場者と出店者の安全を確保する。
２．出展者の厳守事項
（１）傷害等暴力行為
来場者及び出展者間での障害等暴力行為があり、開催が難しくなった場合、青森地方裁判所に申し立て
をし、加害者及び被害者双方に対して損害賠償を申請する。
（２）禁止事項
以下の厳守事項を守られなかった場合、即刻、閉店していただきます。その際、出展料の返還はいたし
ません。また以下の内容で有事が発生した場合、全ての責任を発生者である出展者に帰するものとする。
・発電機の使用は完全自己責任とする。燃料を入れた携行缶
携行缶の
携行缶の持ち込みは禁止とする。
禁止
・可燃物
可燃物を
可燃物を利用したワークショップを
利用したワークショップを禁止
したワークショップを禁止する
禁止する。
する。
・会場内での喫煙場所以外での喫煙と可燃物近くでの喫煙の禁止
・会場内でのバーベキュー等、火器
火器の
火器の使用を
使用を禁止する。（モヤヒルズ内で泊を取る場合も同様）
禁止
・タープテント等の足には、1
1 張りにつき 100kg 以上のオモリ
以上のオモリ等
のオモリ等を付けること。
・指定した場所以外への排水を禁じます。
・会場内での政治活動、宗教の勧誘を認めない。

３．出展者の注意事項
（１）出展時の注意事項
出展物等の
先送りは
りは、
・出展物等
出展物等
の先送
りは
、A-line 開催日の
開催日の３週間前に
週間前に事務局へ
事務局へ届けることとし、それ以外は認めない。
ける
・出展時の搬入は、設営等の準備は各出展者でお願いします。
・出展場所は A-line 事務局にて事前に決めさせていただきます。
・作品の展示・管理・対応・販売は各出展者で行ってください。
・電源はありますが、場所によって届きにくい所もありますので、延長コードを準備して下さい。
延長コードは必ず全
全てドラムから出
てドラムから出して使用してください。
して
・ペットの同伴は自由ですが、ペットが絡んだ有事には自己責任でお願いします。
・駐車場にて車中泊、芝生にてテント泊が可能ですので、事前に事務局へ届けてください。
・事前に A-line のホームページで作家紹介をさせてもらいます。その際は応募用紙 2、3 に書かれた情
報や写真を使わせて頂きます。
・製作体験や実演販売は歓迎致します。また、ホームページ等でも事前案内いたします。
※【臨時駐車場につきまして】
・来場者の駐車場スペースを確保するために、出展者・
スタッフ共に、会場
会場から
会場から「
から「2km 程」離れた
「出展者臨時駐車場」
出展者臨時駐車場」
出展者臨時駐車場

にイベント開催時に駐車して頂きます。
臨時駐車場に駐車後、会場まで「
「小型バス
小型バス」
バス」にて
「開催前の朝・開催終了後の夕方」（計 2 回）
会場

送迎を繰り返します。
この事情を考慮し、作品の管理・貴重品の管理を自己責
任において対処してください。

以上の内容について、出展者には必ず同意のうえ、別紙「A-line 出展者同意書」へ直筆で署名のうえ、捺印
願います。（シャチハタは無効とします。）
問い合わせ先
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
〒030-0802
青森市本町 3-4-11 1F
雑貨屋さぼり～な内 A-line 事務局
tel. 017-722-8820 / fax. 050-3737-8784
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

A-line 出展者同意書
A-line 出展者注意事項の全てについて同意いたします。

開
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日

店舗名
氏 名

印

