
ギャラリーご利用規定 

2019 年 7 月 1 日版 

 

 

公序良俗に反しない限り、自由です。 

 

「料金」fee 

6日間（月曜日から土曜日） 一律￥８５，０００．＿ 

料金は、予約時に半額をお支払い下さい。展示初日迄に残りをお支払いください。 

3ヶ月前を過ぎてキャンセルされる場合は料金の 50%を、1ヶ月前を過ぎてキャンセルされる場合は全額を、キ

ャンセル料としてお支払い下さい。 

 

「申込」Application 

申込み用紙(rental.pdf)に必要事項を記入して、メールに添付するか、ギャラリーに直接お持ち下さい。または、

メールにて必要事項を記入してのお申し込みも可能です。 

 

「搬入、搬出」loading,unloading           

搬入は基本土曜日開催中展示者の搬出後 18時頃からです。日時や運送による方法もご相談に応じます。 

搬出は、最終日 17時からです。 

 

「展示」exhibit 

展示時間は 12～19時の範囲です。基本的には、壁に釘打ちにより実施します。 

展示は、当ギャラリーもお手伝いします。 

ラベル、キャプションやポートフォリオ(経歴など)は、出展される方で原則ご用意下さい。 

パーテイ―などをされる場合は事前にご相談下さい。 

受付は、ギャラリーで代行出来ます。(無料)。 

 

「販売」sell 

販売は自由です。価格も自由に設定して下さい。販売手数料は頂きません。 

尚、お手伝いが必要な場合はお申し出ください。 

梱包や配送費は実費となります。クレジットカードにての決済や、銀行振り込み、PayPal支払いは所定の手数料

が必要となります。 

（企画展示の場合、作品の委託販売をします。販売手数料は 30％です。） 

 

 

 



「広報」advertisement 

案内はがき 200通を、展示会の約 1ヶ月前までにギャラリーにお届けください。美術愛好家、新聞各社、各美術

団体、アーテイスト、京阪神ギャラリーなど、作品に応じたところに展開します。個展なび、大阪スケジュール、

ホルベインアーチストナビ、KAB(kansai Art Beat）に掲載します。（内容によっては掲載されない場合があり

ます）また、当ギャラリーホームページや Facebookページにも掲載します。 

 

案内はがきを実費でお作りすることも可能です。 

一般的なもので 500部 2000円くらいです。 

 

「作品保全」others 

作品の取扱いには充分に注意しますが不可抗力により生じた損害については、その責任を負いません。当ギャラ

リーの責による大規模な損壊や紛失等については、設定された販売価格を上限として、損害を賠償します。当ギ

ャラリーの設備を汚損や破損などされた場合は、実費を負担して下さい。 

 

「注意事項」notes 

ギャラリー内は禁煙です。 

火気や水を使用する作品、空間演出は原則出来ません。 

 

利用規約は予告なく変更することがあります。ご了承ください。  

 

 

 



 

 

 

Gallery Terms of Use 

July 1, 2019 Edition 

 

 
Unless you violate public order and morals, you can exhibit. 

 

"Fee"  

6 days (Monday to Saturday) Flat ¥ 85,000. _ 

Please pay half the price at the time of booking.  

Please pay the rest on the first day of the exhibition. 

Please pay 50% of the fee if you cancel less than 3 months to exhibition, or the full amount if 

you cancel less than 1 month as a cancellation fee. 

 

"Application"  

Fill in the application form (rental1.pdf) and attach it to an email or bring it directly to the 

gallery. 

Alternatively, it is possible to apply by filling in the required items by e-mail. 

 

"Loading, unloading"  

Loading(Carrying in) is from around 18:00 after the previous exhibitor carried out on Saturday.  

The date and time and transportation can be consulted. 

Unloading is from 17:00 on the last day. 

 

"Exhibits"  

The exhibition time is in the range of 12:00-19:00. 

Basically, it is hung by nailing the wall. 

The gallery will help you hang your artworks. 

Labels, captions and portfolios (such as careers) should be prepared by the exhibitor. 

If you would like to have a party, please let us know in advance. 

The receptionist can be delegated on the gallery side. (free). 

 

"Sell"  

Sales are free. Please set the price freely. There is no sales commission. 



In addition, please offer if you need help. 

Packing and shipping costs will be actual costs. Payment by credit card, bank transfer, PayPal 

payment will require a certain fee. 

(In the case of planned exhibition, we will consign sale of works. The sales commission is 30%.) 

 

" PR "  

Please send 200 postcards to the gallery approximately one month before the exhibition.  

Art lovers, newspapers, various art groups, artists, Gallerys in Osaka, etc. will be deployed 

according to your work. It will be published on KOTENNAVI, Osaka Schedule, Holbein Artist Navi, 

KAB (kansai Art Beat). (It may not be published)  

Also, we will post it on our gallery homepage and Facebook page. 

It is also possible to make a postcard at your cost. 

 

" others "  

We take great care in handling the works, but we will not be liable for any damage caused by 

force majeure.  

In the case of large-scale damage or loss due to our gallery's responsibility, we will compensate 

the damage up to the sales price.  

Please pay the actual cost if the facilities in our gallery are damaged. 

 

“Notes” 

No smoking in the gallery. 

As a rule, we can not display works using fire or water. 

 

 

Terms of use are subject to change without notice. Please note. 


