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徒歩０分の貸しギャラリー・貸しスペース
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検索

インターネットからのご予約、空き状況の確認も行えます

G 貸しギャラリー
GALLERY RENTAL

大小２つの会場を企画に合わせてマルチに使用可能です
１単位 (６日間 ) の展覧会開催が 60,000 円から
和洋絵画・書・陶芸・絵手紙・写真等幅広いジャンルの展覧会に ...
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大崎ウエストギャラリー

〒141-0032 東京都品川区大崎3・6・7 パークハイツ大崎３F TEL 03・3490・4177 http://www.space-gallery.net

SPACE RENTAL
S 貸しスペース
週・曜日・時間を指定、長期の計画が立てられます
１回あたり（２時間 30 分）の利用が 10,000 円から
同じフロアにあるギャラリーを発表の場として利用可能です

第２会場 ( 展示壁面約 30m)

第１会場 ( 展示壁面約 50m)
1 単位 (６日間 )

1 単位 (６日間 )

100,000 円 ( 税込 )

60,000 円 ( 税込 )

150,000 円 ( 税込 )

100,000 円 ( 税込 )

キャンペーン期間中につき特別料金でご案内中

キャンペーン期間中につき特別料金でご案内中

貸しギャラリー概要

申込方法

JR山手線大崎駅徒歩0分という立地のよさに加え、４室の展示スペースを企画に合わせて
マルチに使う事が可能です。ご来場される方々にゆったりとご鑑賞いただけるだけでなく、
出会い溢れるスペースとしてもご利用いただけます。和洋絵画・書・陶芸・絵手紙等の発表
の場としてはもちろん、美術骨董、写真など幅広いジャンルの芸術の発表の場としてリーズ
ナブルなお値段でご利用できます。

（1）事前にご希望の日程の空き状況をお確かめください。また、当ギャラリーの下見をお勧
めします。
（2）申込書の受付はご利用希望日の１年前からです。申込書をお送りしますのでのでご請
求ください。
（3）別紙「ギャラリー利用申込書」（コピー可）に必要事項をご記入の上、郵送、FAX、 HP、

また、2009年春から、新たに、講習会やお教室などの設備を揃えた１室もオープン。展覧
会に合わせたお話会や講習会等にも、ご利用いただけます。

メールのいずれかにてお申込みください。その際、どのようなものを展示するのか簡単に
説明をお願いします。作品のコピーや写真などでも可能です。
(4）お申込みの使用目的と異なる目的に使用すること、又申込者以外の使用は固くお断り
いたします。利用権の転貸、譲渡は出来ません。

利用料金

キャンペーン期間中につき特別料金でご案内中

会 場

期 間

時 間

料 金

第１会場

１単位６日間 ( 木〜火 )

10:30〜17:30

150,000 円 ( 税込 ) 100,000 円 ( 税込 )

第２会場

１単位６日間 ( 木〜火）

10:30〜17:30

100,000 円 （税込） 60,000 円 ( 税込 )

※第１会場 ・ 第２会場合わせてのご利用の場合は、 利用料金は 150,000 円でご利用いただけます

（5）日程が決定しましたらご利用案内「ギャラリー利用受付票」をお送りいたしますの で、必
ず内容を確認し、疑問の点があればお問い合わせください。利用受付票の発送と予約
金の入金を確認した時点で正式なお申込とさせていただきます。

ご利用規約
＜ご利用料金のお支払方法について＞

＜作品等の保全＞

受付票受理日より10日以内に指定口座へ予約金(使用料の半額)を内金としてお振込ください

自然災害、盗難、その他、偶発的な出来事で作品及び販売品が損害を受けた場合、当

。振込手数料等はご利用者様のご負担とさせていただきます。(全額をお振込みいただいても

ギャラリーでその責任は負いません。額装された作品は、壁から落ちたり、地震で倒れな

結構です)

いよう展示して下さい。

残金は開催日の15日前までにお振込ください。
＜作品の展示・撤去について＞
＜キャンセルの扱いについて＞

作品の展示は主催者本人様が中心になって、行っていただきます。

ご利用日の90日前までのお申し出は無料。

ただし、作品の壁への打ち付けや、額の飾り付け等、あらかじめご希望があれば、ギャラ

ご利用日の90日前以降のお申し出は、ご利用料金全体の半額を徴収させていただきます。開

リーの展示スタッフがお手伝いすることも可能です。また、ライト、机等、備品の設置や調

催30日前のキャンセルは全額お支払いただきます。

節は、ギャラリースタッフが行いますので、お声かけください。作品の展示方法について
は、ご相談ください。

＜案内状について＞
案内状の制作～発送は、出展者様でご手配ください。

＜作品の搬入・搬出について＞

（ギャラリーのロゴ、住所、地図につきましては、当社のデータをご利用いただけます。）

搬入に関しては前日13時以降。搬出に関しては、展覧会終了後21時までに終わらせる
ようにしてください。ご利用１週間前より、展示物をお預かりすることはできます。

＜作品販売について＞
作品販売「可」です。ギャラリー側には販売手数料を納めていただきます。掛率に関しては要

＜その他＞

相談。なお、販売作業はご利用者側で行なっていただきます。

・会期中は、第一会場に関しましては、ギャラリーの常駐スタッフがおりますが、作品の管
理、販売、接客等すべて、ご利用者側の責任で行なってください。天災、盗難、その他、

＜展覧会のPRについて＞

偶発的な事件、事故の場合、当ギャラリーでは一切責任を負いません。各種保険に加入

作品展のＰＲは、作家様側でおこなってください。当ギャラリーとしては、前もってＤＭをギャラリ

ご希望の場合は、必ずご自身でご加入ください。第二会場に関しましては、ギャラリー常

ー内に設置すること、２ヶ月ごとに発行しているギャラリー通信内での紹介、ホームページ上で

駐スタッフはおりません。

の告知をさせていただきます。

・オープニングパーティーに関しましては、別途ご相談ください。

また、会期中、ギャラリー入り口にはA3(縦)サイズでの看板を、１階エントランス部分には、規定

・ ギャラリー内、施設周辺は、すべて禁煙とさせていただきます。

のサイズのポスターを掲出することが可能です。

設備・備品
180cm

180cm

窓(190cm)

窓(190cm)

230cm

窓(130cm)

300cm

860cm
(5)

460cm
65cm

120cm

(7)

｜展示用品

第２会場

ワイヤーフック、クロス（紺・白）、アクリル版、

150cm

入口
500cm

第１会場

展示壁面（約 50m）
展示壁面（約 30m）

65cm

440cm

(4)

可動式スポットライト、蛍光灯

机（180cm×45cm、150cm×45cm）高さ70cm

470cm
第１会場
第２会場

460cm

65cm

入口

入口

(1)

ピクチャーレール有（ワイヤー、フック等貸し出し）

｜照明設備

410cm

m

0c

24

350cm

WC

第１会場 約50m（ビニールクロス（ホワイト）貼り）
※天井高240cm（構造上一部低くなっている箇所もあります）
第２会場 約30m（ビニールクロス（ホワイト）貼り）
※天井高240cm（構造上一部低くなっている箇所もあります）
（壁への作品固定方法＝虫ピン○、釘×、テープ×)

窓(190cm)

630cm

控え室

880cm

物品販売

370cm

180cm

物品販売

物品販売

受 付

(8)

460cm

(2)

(6)

｜壁面の長さ

280cm

(3)

物品販売

窓(190cm)

ポスターフレーム（A1、A2、A3、A4サイズ）、
テレビ（有料）、プロジェクター（有料）、看板、
屋外ポスター設置

｜その他
応接セット、パイプ椅子、お茶セット、
冷蔵庫（第１会場のみ）

１

２

３

７

４

５

６

８

（机の配置例）40人まで利用可能。

１

ホワイトボード

(2)

２

流し台

(1)

WC

貸しスペース概要
・立

地 ・
・
・JR大崎駅徒歩１分。
(東海道・山陽新幹線の停車駅、
品川駅から１駅・わずか３分)
(山手線・埼京線・湘南新宿ライン)

150cm机(二人用)

地方にお住まいの方のご利用にも便利です

・利用料金・
・
・半年以上の申し込みで、
１回(2時間30分)あたりの利用料金が１万円。

※万が一、
予定が合わなくなっても、60日前までにご連絡いただければキャンセル料金はかかりません

・予

約 ・
・
・半年先、
１年先の計画が立てやすい。
毎月予約する手間が省けます。

設備・備品
｜床面積

床面積65㎡（カーペット敷）
天井高240cm

｜机・椅子

机（150cm×45cm 25本、180×45cm 2本）
パイプ椅子 45脚

｜定員

40名まで

｜備品

・プロジェクター設備
※パソコンを使用する場合はご自身でご用意ください。
・書画カメラ
・ホワイトボード

｜設備

・トイレ２カ所
・流し台完備

｜その他

・講師専用お預かりBOX有り

・作品発表・
・
・同じフロアにある最大４室のギャラリースペースを発表の場として利用可能。
年間利用者には特別価格で提供

・ 定休日 ・
・
・日曜日・祝日 ※継続利用プランでの利用日が祝日と重なってしまう場合はご相談下さい

利用料金
３ヶ月以上継続利用プラン

１回のみ利用プラン

（毎月１回、３ヶ月以上継続利用)

時間帯(火〜土曜)

利用料金

9:15〜12:00

WC

入口

（１回のみのご利用）

時間帯(火〜土曜)

利用料金

9:15〜12:00

12:15〜15:00

各10,000円(税込)

12:15〜15:00

15:15〜18:00

１回あたりの利用料金

15:15〜18:00

各15,000円(税込)

※授業開始は、9:30、12:30、15:30以降から

※授業開始は、9:30、12:30、15:30以降から

＜キャンセル料について＞

＜キャンセル料について＞

・ご利用日の60日前まで 無料

・ご利用申し込み後のキャンセルはできません。

・ご利用日の59日前以降 10,000円

※尚、予約申し込みはご利用日の30日前からとなります。

＜３ヶ月以上継続利用プラン＞

毎月１回、３ヶ月以上継続利用)していただける方に限ります

ご利用申込・お問い合わせ
事前にご希望の日程の空き状況をお確かめください。
ご利用申し込み前に、利用規程を必ずご確認ください。
お申し込みは、郵送、FAX、インターネットにて受け付けております。郵送・FAXの場合は、
「利用申込書」をご請求いただくか、インターネットからダウンロードしてください。
インターネットからの空き状況の確認、ご利用申込みが便利です。
ご不明な点などありましたら、お電話(03-3490-4177)にてお気軽にお問い合わせください。
・継続６ヶ月以上の予約は、ご利用開始日の６ヶ月前より受け付けます。
※１年単位の継続予約の場合は、優先的に、６ヶ月前より予約ができます。
・継続３ヶ月〜５ヶ月の予約は、ご利用の２ヶ月前より受け付けます。

＜１回のみ利用プラン＞
ご利用申込・お問い合わせ
事前にご希望の日程の空き状況をお確かめください。
ご利用申し込み前に、利用規程を必ずご確認ください。
お申し込みは、郵送、FAX、インターネットにて受け付けております。郵送・FAXの場合は、
「利用申込書」をご請求いただくか、インターネットからダウンロードしてください。
インターネットからの空き状況の確認、ご利用申込みが便利です。
ご不明な点などありましたら、お電話(03-3490-4177)にてお気軽にお問い合わせください。
※お試し利用プラン(１回のみのご予約)は、ご利用日の30日前よりご予約可能です。

使用料のお支払いについて
預かり金(保証金)のお支払い
予約申し込み後１週間以内に、預かり金として、２万円をお支払いいただきます。お支払
いに関しては、郵便振替または、銀行振込(振込手数料はお客様負担)となっています。
預かり金のお支払い完了を予約の確定といたします。
※預かり金は、利用予定回数終了後にお返しするか、最後の２回の利用料金としてご利
用できます。

ご予約申し込み後、ご利用料金をお支払いいただきます。
ご予約申込後、１週間以内に、当社指定の郵便振替または銀行振込(振込手数料はお
客様負担)でお支払いください。ご利用料金をお支払い後の変更はできません。

キャンセル料について
ご利用確定後の変更はできません。
なお、キャンセルの際は、100％のキャンセル料を頂くことを予めご了承ください。

使用料のお支払いについて
料金のお支払いは、３ヶ月分を初回利用日にお支払い下さい。
３ヶ月または４ヶ月継続をお申し込みの方は、預かり金(保証金)を使用料の一部として利
用できます。
振込をご希望の場合は、初回ご利用日の１週間前までに、当社指定の郵便振替または銀
行振込(振込手数料はお客様負担)でお支払いください。

キャンセル料について
・ご利用日の60日前まで 無料
・ご利用日の59日目以降 10,000円

貸しギャラリー・貸しスペースのお申し込み・お問い合わせ
〒141-0032
東京都品川区大崎3-6-7 パークハイツ大崎３F
TEL 03-3490-4177／FAX 03-3490-3358
URL http:///www.space-gallery.net
大崎ウエストギャラリー 展覧会担当：島田鉄也
展覧会に関してご不明な点、絵手紙の展示に関するお問い合わせなどお気軽にお問い合わせください。

