
1/2 ページ

利⽤規約

どんぐりギャラリー利⽤規約
  当ギャラリーのご利⽤者様は以下への同意が必要ですので、お⽬通し下さい。 

1.）ご利⽤におけるお願い

■ご利⽤者の創作による作品展⽰のためのギャラリーです。 

■作品の搬⼊・搬出、関連作業は予約期間に含まれます。ご利⽤者様側で⾏って下さい。

■⾳(声や⾳楽)は⼤きくならないようご注意ください。屋外での⼤声はご遠慮下さい(住宅地につき)。

■会期中は、ご利⽤者様が常に会場にいなくても構いませんが、ギャラリースタッフも展⽰室内には常駐致しません。 

■販売作業は、ご利用者様側でおこなって下さい。販売作業は、ご利⽤者様側でおこなって下さい。(手数料はいただきません)

■展⽰室内での飲⾷は、” 飲み物” をメインとし、お菓⼦やおつまみを出す場合はそれに添える程度の少量にして下さい。

■⾷事(お弁当など)・喫煙は、屋外のベンチか、外⾷でお願い致します。

■強い⾹⽔、お⾹、アロマオイル、ハーブなどの” ⾹り” の使⽤はご遠慮ください。

■貸しギャラリーは、スペース貸しが主業務ですので、DM制作および作品展のPRはご利⽤者様側でおこなってください。

■当ギャラリー側でおこなうPR作業は次です。

 ※当ギャラリーや系列店での DM の設置(完成後100〜500 部ほどご送付下さい)

 ※Facebook やInstagramやTwitter などの WEB サイト上での告知 

■電柱や公道上で、作品展や道順の案内表⽰をしないで下さい。屋外表⽰は法律で規制されています。

■壁⾯や棚に” 粘着性のもの(両⾯テープ、粘着テープなど)” を貼らないでください。

■暴⼒、残虐(グロ)、⾃殺美化、猥褻、事件・事故現場写真の展⽰はご遠慮ください。

■⾃然災害、盗難、偶発的な出来事でご利⽤者様の所有物が損害を受けた場合、ギャラリー側ではその責任を負いかねます。 作品は、地震で壊れないように設置して下さい。

■当ギャラリーの壁⾯や備品を意図的に壊したときは修理実費をご請求いたします。 

■ご利⽤者様の個⼈情報は厳重に管理させていただきます。 

■ご利⽤者様とご購⼊者様間で⽣じたトラブルに関しましては、当店では ⼀切関知いたしかねますのでご了承ください。 

■ご契約後にご利⽤をキャンセルされた場合の返⾦はいたしかねます。 ⽇にちを変えての展⽰は可能ですのでご相談ください。 

■朝、ご利⽤者様が遅刻してもご連絡をいただければギャラリー側で展⽰を公開しておくことができます。突然の早退や⽋席も可です。当⽇でもお知らせ下さい。 

  ( スタッフは常駐いたしません。作品の破損や盗難などにつきましては責任を負いかねます。) 

■展⽰室の下⾒は作品展公開時間中でしたらご⾃由にご覧いただけます。 

2. ）料⾦について 

ご利⽤の予約は、契約書への署名・捺印、その際にギャラリー使⽤料をお⽀払い頂き予約完了となります。

 ( お振込も可能です。お振込の場合はご契約から 3 ⽇以内にお⽀払いをお願い致します。) 

■⽕曜 〜 ⽇曜 の6⽇間 (作業も含む)   30,000 円+税 [雑貨屋会員価格 20,000 円+税]

■⾦・⼟・⽇曜の3⽇間 (作業も含む)   28,000 円+税[雑貨屋会員価格 18,000 円+税]

■⽕・⽔・⽊曜の3⽇間 (作業も含む)   20,000 円＋税[雑貨屋会員価格 15,000 円+税]

 ＊雑貨屋会員価格とは

 HATTIFNATT の雑貨屋さんに出店中の作家様は会員価格にてご利⽤いただけます。 雑貨屋さんに出店している期間内でしたら何回でも割引が適⽤になります。 

 ただし、雑貨屋さんに出店してる期間にギャラリーの申し込みをしても、ギャラリーの展⽰前に解約されますと割引の適⽤ができなくなりますのでご了承ください。 

3. ）展⽰⽅法、ギャラリー内の⼨法などのご案内 

■⼀般公開時間/ 11〜18 時

■関係者の利⽤時間/ 10 時⼊室・19時までに退出

 ※上記時間外でのご利⽤は別途追加料⾦(1000 円 /30 分)がかかります。  

 ※初⽇と最終⽇の公開時間は、搬⼊展⽰・撤収作業時間にかかる時間を考えた上で、⼀般公開時間の範囲内でお決め下さい。

 ※宅配便での搬⼊・搬出は、事前にご相談下さい。ギャラリー側で対応できる時間が限られます。 

 ※最終⽇に宅配便を利⽤する場合は宅配業者へ集荷時間を確認し、必ずその⽇の集荷に間に合うよう梱包を完了して下さい。 
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■展⽰台、つり下げ棚は無料でご利⽤いただけます。

 ※A,B,C の 4 つの吊り下げ棚の場所は⾃由に変える事が出来ます。 (棚を使わない場合はスタッフにお伝えください。)

 ※⽊の横にある 2 つの展⽰台は固定の棚になりますので移動は出来ません。 

 ※コンセント有り。スピーカー有り ( 接続する iPod、⾳楽プレーヤー等はご利⽤者様ご⾃⾝でご⽤意ください ) 

■展⽰⽤具について

 ※天井から吊り下げるためのワイヤーフックはギャラリー側で8本貸し出しできます。

 ※壁⾯に刺せるものは⾍ピン ( ご利⽤者様でご⽤意ください )、画鋲 ( 針が細いものをギャラリー側で準備しております ) のみとなります。

 ※釘やお持ち込みの画鋲はご使⽤にならないでください。

 ※吊り下げ棚、展⽰台には⾍ピンや画鋲は刺さないでください。

 ※壁⾯や棚に” 粘着性のもの(両⾯テープ、粘着テープなど)” を貼らないでください。

 ご不明な点、ご質問等がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。 

  ギャラリー全体写真           天井を⾒上げた写真    

                                       幅 145cm 奥⾏き 310cm
                                       ⽩い壁の⾼さ 178cm
                                       天井までの⾼さ 300cm 

                                       ※椅⼦ 2 つ、⼩さなテーブルを貸し出しできます。  
                                        展⽰台をテーブルとして使って頂いても OK です。
                                        椅⼦かが3 つ以上必要な場合もご⽤意できますのでご相談ください。 

                                                                                                                                                                                          展⽰台 ( 移動できません ) 
   A棚×1(移動出来ます)          B棚×1(移動出来ます)         C棚×2(移動出来ます)                        ①横幅 88cm 奥⾏き 30cm 
   横幅 100cm 奥⾏き 14.5cm       横幅 60cm 奥⾏き 14.5cm      横幅 40cm 奥⾏き 14.5cm        ②横幅 70cm 奥⾏き 30cm 
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3. 展示方法、ギャラリー内の寸法などのご案内

■展示台、つり下げ棚は無料でご利用いただけます。
※A,B,Cの 4つの吊り下げ棚の場所は自由に変える事が出来ます。
※棚を使わない場合はスタッフにお伝えください。
※木の横にある2つの展示台は固定の棚になりますので移動は出来ません。
※コンセント有り。スピーカー有り (接続する iPod、音楽プレーヤー等はご利用者様ご自身でご用意ください )

■展示用具について
※天井から吊り下げるためのワイヤーフックはギャラリー側で８本貸し出しできます。
※壁面に刺せるものは虫ピン (ご利用者様でご用意ください )、画鋲 (針が細いものをギャラリー側で準備しております )
　のみとなります。
※釘やお持ち込みの画鋲はご使用にならないでください。
※吊り下げ棚、展示台には虫ピンや画鋲は刺さないでください。
※壁面や棚に” 粘着性のもの（両面テープ、粘着テープなど）” を貼らないでください。
ご不明な点、ご質問等がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。 

A棚 ×1( 移動出来ます )
横幅 100cm奥行き 14.5cm

ギャラリー全体写真 天井を見上げた写真
幅　　　　　　　145cm

奥行き　　　　　310cm

白い壁の高さ　　178cm

天井までの高さ　300cm

椅子 2つ、小さなテーブルを貸し出しできます。
展示台をテーブルとして使って頂いてもOKです。
椅子が3つ以上必要な場合もご用意できますので
ご相談ください。

B棚×1( 移動出来ます )
横幅 60cm奥行き 14.5cm

C棚 ×2( 移動出来ます )
横幅 40cm奥行き 14.5cm

展示台 (移動できません )
①横幅 88cm奥行き 30cm
②横幅 70cm奥行き 30cm

①

②

3. 展示方法、ギャラリー内の寸法などのご案内

■展示台、つり下げ棚は無料でご利用いただけます。
※A,B,Cの 4つの吊り下げ棚の場所は自由に変える事が出来ます。
※棚を使わない場合はスタッフにお伝えください。
※木の横にある2つの展示台は固定の棚になりますので移動は出来ません。
※コンセント有り。スピーカー有り (接続する iPod、音楽プレーヤー等はご利用者様ご自身でご用意ください )

■展示用具について
※天井から吊り下げるためのワイヤーフックはギャラリー側で８本貸し出しできます。
※壁面に刺せるものは虫ピン (ご利用者様でご用意ください )、画鋲 (針が細いものをギャラリー側で準備しております )
　のみとなります。
※釘やお持ち込みの画鋲はご使用にならないでください。
※吊り下げ棚、展示台には虫ピンや画鋲は刺さないでください。
※壁面や棚に” 粘着性のもの（両面テープ、粘着テープなど）” を貼らないでください。
ご不明な点、ご質問等がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。 

A棚 ×1( 移動出来ます )
横幅 100cm奥行き 14.5cm

ギャラリー全体写真 天井を見上げた写真
幅　　　　　　　145cm

奥行き　　　　　310cm

白い壁の高さ　　178cm

天井までの高さ　300cm

椅子 2つ、小さなテーブルを貸し出しできます。
展示台をテーブルとして使って頂いてもOKです。
椅子が3つ以上必要な場合もご用意できますので
ご相談ください。

B棚×1( 移動出来ます )
横幅 60cm奥行き 14.5cm

C棚 ×2( 移動出来ます )
横幅 40cm奥行き 14.5cm

展示台 (移動できません )
①横幅 88cm奥行き 30cm
②横幅 70cm奥行き 30cm

①

②

3. 展示方法、ギャラリー内の寸法などのご案内

■展示台、つり下げ棚は無料でご利用いただけます。
※A,B,Cの 4つの吊り下げ棚の場所は自由に変える事が出来ます。
※棚を使わない場合はスタッフにお伝えください。
※木の横にある2つの展示台は固定の棚になりますので移動は出来ません。
※コンセント有り。スピーカー有り (接続する iPod、音楽プレーヤー等はご利用者様ご自身でご用意ください )

■展示用具について
※天井から吊り下げるためのワイヤーフックはギャラリー側で８本貸し出しできます。
※壁面に刺せるものは虫ピン (ご利用者様でご用意ください )、画鋲 (針が細いものをギャラリー側で準備しております )
　のみとなります。
※釘やお持ち込みの画鋲はご使用にならないでください。
※吊り下げ棚、展示台には虫ピンや画鋲は刺さないでください。
※壁面や棚に” 粘着性のもの（両面テープ、粘着テープなど）” を貼らないでください。
ご不明な点、ご質問等がありましたら、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。 

A棚 ×1( 移動出来ます )
横幅 100cm奥行き 14.5cm

ギャラリー全体写真 天井を見上げた写真
幅　　　　　　　145cm

奥行き　　　　　310cm

白い壁の高さ　　178cm

天井までの高さ　300cm

椅子 2つ、小さなテーブルを貸し出しできます。
展示台をテーブルとして使って頂いてもOKです。
椅子が3つ以上必要な場合もご用意できますので
ご相談ください。

B棚×1( 移動出来ます )
横幅 60cm奥行き 14.5cm

C棚 ×2( 移動出来ます )
横幅 40cm奥行き 14.5cm

展示台 (移動できません )
①横幅 88cm奥行き 30cm
②横幅 70cm奥行き 30cm

①

②

2017/07改訂


