


 1.  使用目的

 2.  使用期間

 3.  使用時間

 4.  搬入搬出

　

 5.  使用料金

 6.  申し込み方法

 7.  支払方法
 

 8.  案内状

 9.  販売

10. その他

■ 表現方法の種類は問いません。　現代美術を中心とする作品の発表の場として、ご利用して頂けます。

■ 月曜から土曜日(1クール)　日曜日休廊・祝日開廊

■ 昼12時から午後7時まで (最終日は、午後5時まで)。

■ 作家側で行って下さい。
　 搬出は、土曜日午後５時から７時まで。　搬入は土曜日午後７時からを原則とします。
　 その他、事情がある場合は、ご相談に応じます。

■ ¥125,000(1クール)　2クール以上のご利用の場合も、ご相談にのります。

■ お申し込みは、所定の申し込み用紙にてお願い致します。

■ 支払料金は、お申し込みの際に予約金として半額納めて頂き、残額は、開催日の前日までに納めて頂きます。
    尚、申し込み後のご解約につきましては、使用者側の都合による場合には、ご返金致しかねます。

■ 案内状は、使用者側で作成をお願い致します。　会期の3週間前までにご持参ください。

■ 展示作品の販売の場合は、販売手数料として、作品価格の30%をお支払いして頂きます。

■ 会場内での、作品の監視保全については、使用者の責任でお願い致します。
    作品の取扱に関しては、当ギャラリーにおいても細心の注意は致しますが(セキュリティーはセコムにより完備)、
    会場内での火災・盗難・その他不慮の事故等による損失・破損に関しては、責任を負いかねます。
■ ご使用の際の汚損・変形等は、使用者側にて、原状回復をお願い致します。
■ 画廊設備を汚損・破損の場合は、実費のお支払をお願い致します。
■ 申し込み時の使用目的と異なった目的に使用される事や、使用権の転貸・譲渡も固くお断り致します。
■ まずは、会場をご覧のうえ、何なりとお気軽にご相談下さい。
■ 表現内容によっては申し込みをお受けできないこともございますので、予めご了承をお願い致します。

- 画廊規約 -

TEL/FAX : 06-6363-2536
E-Mail : info@galleryhot.com 
E-Mail : hotgallery21@hotmail.com
URL : http://galleryhot.com/
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[ 使用規約 ]
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[ ギャラリー仕様 ]

10. ギャラリー仕様 ■
    Gallery Specifications
                     ・壁、天井 : 白色
                       walles and ceillng : white
                     ・床 : 薄グレー
                       floor : light gray
                     ・入口 : 高1.90m 幅0.90m
                       Entrance : height1.90m, width0.90m
                     ・有効壁面 : 19.09m×3m(天井高) 
                       available wall space : 19.09m×3m(Ceiling height)
                     ・床面積 : 33�
                       floor space : 33�
                     ・スポットライト(壁面ごとに調光可)・ダウンライト(調光可)・蛍光灯(壁面ごとに調光可)
                       spot lights/down lights/fluorescent lights (lighting can be adjusted for all walls)
                     ・１階エントランス通路にも展示可。
                       works may also be displayed in the first floor entrance hall.
11.その他
   Other
                  ●会場内での、作品の監視保全については、使用者の責任でお願い致します。
　　　　　　　　　　Surveillance and protection of displayed works is the responsibility of the user.
　　　　　　　　　　作品の取扱に関しては、当ギャラリーにおいても細心の注意は致しますが(セキュリティーはセコムにより完備)、会場内での火災・盗難・その他不慮の事故等による損失・破損に関しては、責任を負いかねます。
　　　　　　　　　　The gallery takes sufficient precautions in handling works(full security is provided by SECOM). However,the gallery shall bear no liability for loss or damage incurred through fire,or accident.
                  ●ご使用の際の汚損・変形等は、使用者側にて、原状回復をお願い致します。
                    The user is responsible for cleaning up,repairing,and in general returning the gallery to its original state.
                  ●画廊設備を汚損・破損の場合は、実費のお支払をお願い致します。
　　　　　　　　　　The user must refund the gallery for all permanent stains or damage to the gallery facilities.
                  ●申し込み時の使用目的と異なった目的に使用される事や、使用権の転貸・譲渡も固くお断り致します。
　　　　　　　　　　The gallery may not under any circumstances be used for any purpose other than that stated on the application form. Transfer of rights of usage through sublet or any other form of release is strictly forbidden.
                  ●まずは、会場をご覧のうえ、何なりとお気軽にご相談下さい。
　　　　　　　　　　Drop by and take a look at the gallery anytime.    
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- Gallery agreement -

TEL/FAX : 06-6363-2536
E-Mail : info@galleryhot.com 
E-Mail : hotgallery21@hotmail.com
URL : http://galleryhot.com/

Gallery H.O.T
NISHITENMA-FUKUOKA-BLDG.-1FC, 3-6-3 Nishitenma, Kita-ku, Osaka, JAPAN

 1. Purpose 

 2. Period 

 3. Time 

 4. Set-up

 5. Usage Fee

 6. Applications 

 7. Payment 

 8. Announcements

 9. Sales 

10. Other

■ All styles and media are welcome. We want to provide a space for the presentation of mainly modern work.

■ Monday through Saturday(1 show),closed Sundays, but open Sundays which fall on holidays.

■ 12:00 to 19:00(to 17:00 on last day of show)

■ All installation is to be done by the artists. All works are to be taken down between 5 and 7 pm Saturday,
    as installation for the next show is to befin as of 7 pm on Saturday. 
    Special circumstances will be taken into consideration.

■ ¥125,000(per show). Terms negotiable for shows longer than on week.

■ Applications can be made using the application form.

■ Half of the fee is to be paid up front as a down payment,with the other half to be paid by the day beforethe opening.
    In the event that the contract is cancelled due to circumstances affecting the artist,no reimbursement of funds
    will be possible.

■ Invitations and announcements are to be handled by the artist. Please bring them to the gallery three weeks
    before the show opens.

■ The gallery shall receive a 30% sales charge on all works sold during the exhibit.

■ The gallery takes sufficient precautions in handling works(full security is provided by SECOM). 
    However,the gallery shall bear no liability for loss or damage incurred through fire,or accident.
■ The user is responsible for cleaning up,repairing,and in general returning the gallery to its original state.
■ The user must refund the gallery for all permanent stains or damage to the gallery facilities.
■ The gallery may not under any circumstances be used for any purpose other than that stated on the application
    form. Transfer of rights of usage through sublet or any other form of release is strictly forbidden.
■ Drop by and take a look at the gallery anytime.   
■ Because of the expression contents, there is a case not to be able to receive an application. 
    Please understand it beforehand.

[ Usage Guidelines ]



TEL/FAX : 06-6363-2536
E-Mail : info@galleryhot.com 
E-Mail : hotgallery21@hotmail.com
URL : http://galleryhot.com/

- Gallery agreement -

TEL/FAX : 06-6363-2536
E-Mail : info@galleryhot.com 
E-Mail : hotgallery21@hotmail.com
URL : http://galleryhot.com/

Gallery H.O.T
NISHITENMA-FUKUOKA-BLDG.-1FC, 3-6-3 Nishitenma, Kita-ku, Osaka, JAPAN

[ Gallery Specifications ]

height

floor space



使用申込書
Application Form

＊使用規約を承認の上、展覧会場の使用を申し込みます。
    I have read and consent to the usege guidelines. 

申込者氏名
Applicant Signature
Name in block letters

住所
Address

電話番号
Tel

ファックス
Fax

携帯電話
Mobile 

受付日
Date　　　　年　　　月　　　日

展覧会名
Name of Exhibit

使用期間
Date of Exhibit form

使用料金
Usage Fee

予約金
Down Payment

残金
Balance

■ 備考

　　　年　　　月　　　日より　　　年　　　月　　　日まで

〒

印

（　　　　）

（　　　　）

（　　　　）




