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施設のご案内

◎
◎
◎
◎
◎
◎

海岸通ギャラリー・CASOには SpaceA、B、C、D、X、Y、と６つの展示スペースがあります。
それぞれのスペースは ５ｍを超える天井高と下図に示す５ｍ前後の壁面高を誇る大空間が最大の特徴と言えます。
大きなサイズの作品の展示は元より、ゆったりとしたゆとりある展示が作品に違った趣を提供できる空間です。
各スペースでは高窓や天窓を通した自然光の演出も可能ですし、遮蔽幕を利用した暗室化も可能です。
１スパン（搬入日：月曜日、展覧会期間：火曜日から日曜日）、または１日単位の利用が可能です。
１スパン利用の場合、搬入は月曜日をフルタイム（11：00～19：00)でご利用いただけますので、余裕を持って展示してい
ただくことも可能です。

ギャラリースペース（1F）

搬入・搬出日に限り、4～5台程度の駐車場をご提供できます。
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ラウンジ、マルチユースルーム（2F)
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ラウンジ：56.4㎡
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5.52

マルチユースルーム：22.0㎡

２階ラウンジは W11ｍ×H2.3ｍ総ガラス張りの見晴らし良い空間。出展者様、来館のお客様は自由に
使用できます。また、マルチユースルームはワークショップ等に向けたレンタルスペースとしてご利用可能です。
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施設の使用規定

■使用目的
主に現代美術作品の展示会場としてご使用いただきます。
（個展・グループ展・卒展、撮影スタジオ、各種発表会・商談などにご利用いただけます）
◇遵守事項

・火気の使用はできません。 ・使用目的と異なる使用、使用権の転貸、譲渡はできません。
・コンセントの使用、照明器具の持ち込みは事前にご連絡が必要です。
・音を発する場合やパフォーマンス等で隣室に影響する場合も事前のご連絡をお願い致します。
場合により、お断りすることがあります。
・これら規定に違反した場合は直ちにご使用を中止していただきます。なお、使用料は返却いた
しません。
・保険加入の判断を含め使用者の責任で対応してください。
・天災等不可抗力による作品の損傷について、当ギャラリーはその責任を負いません。
・ギャラリーの設備、備品等を破損、汚染された場合、その回復に要する費用をご負担いただきます。

◇作品の管理
◇設備損傷
■使用料金（消費税別）
1F ギャラリースペース
スペース 面積㎡
A

174㎡

壁面ｍ
45.4ｍ

１ 日 単
１スパン（7日) 料 金
１週間料金 ２週間料金 火・水・木・金 曜日
200,000円
34,000円/日
380,000円
150,000円
25,000円/日
285,000円
130,000円
247,000円
22,000円/日

B

134㎡

41.0ｍ

C

134㎡

34.7ｍ

D

64㎡

31.0ｍ

90,000円

171,000円

15,000円/日

X

134㎡

39.0ｍ

130,000円

247,000円

Y

48㎡

26.7ｍ

80,000円

152,000円

全室合計

688㎡

217.8ｍ

780,000円

位 料 金
超過時間料金
祝日・土・日 曜日 火・水・木・金 曜日 祝日・土・日・月 曜日
40,000円/日 4,500円/時 5,000円/時
30,000円/日 3,000円/時 3,500円/時
26,000円/日

3,000円/時

3,500円/時

2,000円/時

22,000円/日

18,000円/日
26,000円/日

3,000円/時

2,500円/時
3,500円/時

14,000円/日

16,000円/日

2,000円/時

2,500円/時

1,482,000円 132,000円/日 156,000円/日 12,500円/時 15,000円/時

（７日単位使用）

１スパン規定

◆予約受付
１年前からお申込みを受け付けます。
◆使用期間
１週間をワンスパンとします。展覧会期間は火曜日から日曜日までの6日間です。＊月曜日休館（搬入日）
◆使用時間（開館時間）
11：00～19：00（最終日のみ～17：00） ＊最終日は17：00～19：00を搬出時間とします。

１日単位規定

◆予約受付
ご利用開始希望日の３ヶ月前から、お申込みを受け付けます。（空きスペースのある場合に限ります）
◆使用期間
１日単位でご使用いただけます。 展覧会は月曜日を除くお好みの日を設定することができます。
◆使用時間（開館時間）
11：00～19：00を原則といたします。（ご使用時間の件は 必ず スタッフに ご相談 ・ ご確認 ください）

超過時間料金

◇超過時間使用 ： お申し出により、CASOは最大9：00～21：00の間を開館対応可能時間としています。
・CASOの標準開館時間は11：00～19：00ですが、 事前申請 いただくことにより、標準開館時間の前後2時間を
超過時間として対応することが可能です。 ご使用料金は上の表、右端の通りです。 超過時間料金はレン
タルされたスペースの合算になりますが、全室合計欄記載の金額を時間当たり上限といたします。
・事前申請がない場合の明らかな時間超過の場合は超過時間使用料の2割増し を申し受けさせていただきます。

その他

◇フォークリフトオペレータの手配
・CASOではスポットライトの取り付けなど高所作業も含め、 出展者様のセルフ作業 になりますが、1スパン単位で
A室をご使用の出展者様に限り、予約いただければ無料で手配いたします。
・その他の場合、フォークリフトオペレータをご要望の際には別途ご予約とご利用料金が必要です。
フォークリフト使用料ならびにオペレータ料金＝10,000円（半日）（消費税別）

２F マルチユースルーム
・約5.5ｍ×4ｍ（約22㎡）のマルチユースルームは ワークショップやカルチャースクールに適したスペースです。
使用時間帯
ご使用料金

①11：30～13：30 ②14：00～16：00 ③16：30～18：30
3,000円
3,000円
3,000円

①+② or ②+③
5,500円

・使用申し込みを含め、詳しくはCASOスタッフにご相談ください。机や椅子は無償でご提供できます。

①+②+③ 終日
7,500円

１スパン （週間利用）
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ご利用案内

■ご利用案内
◇お車をご利用のお客様
・CASOでは搬入日・搬出日に限り、乗用車で数台分程度の駐車スペースをご用意することが可能です。
出展者様の数によりましては対応できかねる場合もございますので事前申請をお願い致します。
また、ご使用日には必ずスタッフへお申し出の上、駐車許可証をお受け取りになり、指定場所へ駐車願います。
◇貸し出しスペースのご使用方法
・お申込みをいただきますと、ご利用になられるスペースの展開図をお渡しいたします。 その寸法範囲内はご自由
にご使用いただけますが、隣室との出入り口に該当する部分等は良識の範囲内で通行の妨げにならないように
ご注意お願いいたします。 詳しくはスタッフにお尋ねください。
・搬入から搬出はすべてご使用者で行ってください。
・展示作業に関わる必要な金具・工具類一式はご使用者ご自身でご用意ください。
一部、高所作業向け専用器具等はCASOにも常備していますのでご相談ください。
・また、展示台や机・椅子、遮蔽暗幕など無償貸出できる備品もございますのでスタッフに事前にご相談ください。
◇原状回復
・搬出時にはご使用者の責任で原状回復作業を行っていただきます。 ＊最終日の17：00～19：00。
主な原状回復作業とは壁面補修、床清掃、及び設備・備品等を元通りの状態に復旧いただくことです。
・壁面修復用のパテやペンキは当ギャラリーがご用意している指定部材をご使用いただきます。
◇梱包材のお預かり
・搬入時にご使用になり、搬出時に再使用される梱包材に関しましてはお預かりできるスペースがございますので
お申し出ください。
・CASOにはゴミ箱がございません。 搬入・搬出時ならびに展覧会中のゴミ類はすべてお持ち帰りください。
◇解約
・お申し込み後の解約については、予約金は返却いたしません。
・使用期日前１ヶ月を過ぎての解約の場合、使用金額を全額ご負担いただきます。
■お申込み方法、および展覧会開催までのながれ

１．お申し込み

【 使用希望日のおよそ1年前より受付 】
・「使用申込書」に記入の上、作品写真、作家略歴等の 資料を添えて お申込みください。

２．使用料支払い

【 申込書提出の月末 】
・申込書に基づき請求書を発行いたしますので、申込書提出の月末までに予約金として半額
をお支払いください。 ＊展覧会開始の10日前までに残額をお支払いください。

３．プレスリリース

【 使用開始の約2ヶ月前 】
・新聞・雑誌等への広報資料として、展覧会主旨・作家略歴・作品写真等をご送付ください。

４．事前打ち合わせ

【 使用開始の約1ヶ月前 】

・展示室の備品や展示に関する確認のため、使用開始の1ヶ月前までにCASOスタッフと事前
の打合せをお願い致します。 超過時間使用が見込まれる場合やフォークリフトオペレーター
の予約、貸し出し備品のお申込みなども1ヶ月前までにお伝えください。

５．案内状

６．搬入・搬出

【 使用開始の約1ヶ月前 】
・CASOでの使用分として、使用開始の1ヶ月前までに案内状を100枚納入してください。
・当ギャラリーからの発送を希望される方はCASOスタッフにご相談の上、上記の100枚と別に
必要な数量をご用意ください。
【 搬入 前日（月曜）11：00～19：00 】

【 搬出 最終日（日曜）17：00～19：00 】

・搬入から搬出はすべてご使用者で行ってください。
・展示に必要な金具、工具類等はご使用者で準備してください。
・搬出時に使用される予定のある梱包資材等はお預かりできるスペースがございます。
・展示後の不要になった梱包資材や廃材等、及び展覧会中のゴミ類はお持ち帰りください。
・使用期間終了後は壁面補修等を行い、設備・備品等を元通りの状態に復旧してください。
・壁面補修用のパテ・ペンキ及びその道具類はCASOが用意いたします。
＊使用後は十分に洗浄し指定場所へご返却下さい。
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１日単位使用
ご利用案内

■ご利用案内
◇お車をご利用のお客様
・CASOでは搬入日・搬出日に限り、乗用車で数台分程度の駐車スペースをご用意することが可能です。
出展者様の数によりましては対応できかねる場合もございますので事前申請をお願い致します。
また、ご使用日には必ずスタッフへお申し出の上、駐車許可証をお受け取りになり、指定場所へ駐車願います。
◇貸し出しスペースのご使用方法
・お申込みをいただきますと、ご利用になられるスペースの展開図をお渡しいたします。 その寸法範囲内はご自由
にご使用いただけますが、隣室との出入り口に該当する部分等は良識の範囲内で通行の妨げにならないように
ご注意お願いいたします。 詳しくはスタッフにお尋ねください。
・搬入から搬出はすべてご使用者で行ってください。
・展示作業に関わる必要な金具・工具類一式はご使用者ご自身でご用意ください。
一部、高所作業向け専用器具等はCASOにも常備していますのでご相談ください。
・また、展示台や机・椅子、遮蔽暗幕など無償貸出できる備品もございますのでスタッフに事前にご相談ください。
◇原状回復
・搬出時にはご使用者の責任で原状回復作業を行っていただきます。 ＊17：00～19：00。
主な原状回復作業とは壁面補修、床清掃、及び設備・備品等を元通りの状態に復旧いただくことです。
・壁面修復用のパテやペンキは当ギャラリーがご用意している指定部材をご使用いただきます。
◇梱包材のお預かり
・搬入時にご使用になり、搬出時に再使用される梱包材に関しましてはお預かりできるスペースがございますので
お申し出ください。
・CASOにはゴミ箱がございません。 搬入・搬出時ならびに展覧会中のゴミ類はすべてお持ち帰りください。
◇解約
・お申し込み後の解約については、入金していただいた使用料を返却いたしません。

■お申込み方法、および展覧会開催までのながれ
出来るだけ、お申込み前に内覧をお願い致します。

１．お申し込み

【 使用希望日の ３ヶ月前 より受付 】
・「使用申込書」に記入の上、作品写真、作家略歴等の 資料を添えて お申込みください。

２．調整・協議確認

【 申込み書等 到着後10日以内 】

・お申込み書、ならびに資料等を確認の上、日程・時間調整等をさせていただきます。
・日程・時間調整等のご連絡、ご了解を得たうえで請求書発行プロセスに進みます。

３．使用料支払い

【 請求書到着後10日以内 】
・申込書に基づき請求書を発行いたします。 請求書がお手元へ到着次第10日以内に指定
口座へお支払いください。
・入金確認をもって、申し込みの正式な受理とさせていただきます。

４．事前打ち合わせ

【 使用開始の約1ヶ月前 】

・展示室の備品や展示に関する確認のため、使用開始の1ヶ月前までにCASOスタッフと事前
の打合せをお願い致します。 超過時間使用が見込まれる場合やフォークリフトオペレーター
の予約、貸し出し備品のお申込みなども1ヶ月前までにお伝えください。

５．搬入・搬出

・時間厳守でお願いします。
・搬入から搬出はすべてご使用者で行ってください。
・展示に必要な金具、工具類等はご使用者で準備してください。
・搬出時に使用される予定のある梱包資材等はお預かりできるスペースがございます。
・展示後の不要になった梱包資材や廃材等、及び展覧会中のゴミ類はお持ち帰りください。
・使用期間終了後は壁面補修等を行い、設備・備品等を元通りの状態に復旧してください。
・壁面補修用のパテ・ペンキ及びその道具類はCASOが用意いたします。
＊使用後は十分に洗浄し指定場所へご返却下さい。

