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CREMA GALLERY　長期利用規約

■ 1. ご利用について
当ギャラリーは、アート作品全般（平面・立体造形・書・写真からクラフトまで）の展示・即売会、
ファッション・雑貨などのポップアップショップ・オーダー会にご利用いただけます。
また、展示に即したワークショップ・教室なども行っていただけます。
個展から複数名のグループ展も可能です。

※禁止事項
・飲食は禁止です。（おもてなし・ティスティング・販売含む）
・匂いの発生するもの（お香・アロマなど）は使用禁止です。
・火気は使用禁止です。危険物（ガソリン・灯油・ガス等）の持ち込みも禁止です。

■ 2. ご利用時間と料金
ご利用時間は搬入・準備から片付け・搬出までを、
下記に定める基本時間（+ 延長時間）にてご利用ください。

基本時間　　11:00−19:00（搬入・搬出含む)
基本料金　　1 週間（搬入出日を含む）120,000 円（税込）

※ GW 期間を含む場合、特別料金設定 180,000 円（税込）
2 週間（搬入出日を含む）200,000 円（税込）
※ GW 期間を含む場合、特別料金設定 300,000 円（税込）
※ 7 日間を 1 単位とする
※ご利用期間中の平日に祝日や日曜祝日の振替休日が含まれる場合、

祝日追加料金として 15,000 円 / 日 ( 税込 ) が加算されます。
延長料金　　平日　 1 日 20,000 円（税込）

土日祝 1 日 35,000 円（税込）
※ GW 期間は特別料金設定 1 日 45,000 円（税込）

10:00−11:00の間で開始最長 1 時間まで、30 分 /5,000 円（税込）
19:00−21:00の間で終了最長 2 時間まで、30 分 /5,000 円（税込）

※終了予定時間より、10 分が経過した時点から延長料金が発生いたします。
時間延長については、必ずご利用一週間前までに申請してください。
申請時期によっては、延長をお受けできない場合もございます。
申請無しの延長につきましては、30 分 /10,000 円（税込）が加算されます。
事前申請なくして延長料金が発生した場合、最終日に現金にてお支払いいただきます。

割引適用　　下記に該当する場合は、基本料金のみ割引が適用されます。
・クリマ出展者・学生・シニア（65 歳以上）割引→ 10％引き
※割引の併用は出来ません。クリマとは、弊社が主催する展示即売イベント「クリエーター
ズマーケット」の略称となります。当イベントへ出展経験がある方は、割引が適用されます。
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■ 3. お申し込み方法
お申し込みは、利用日の 6 ヶ月前から可能です。
利用申込書に必要事項を記入しメール添付にてお送りください。
また、ギャラリー HP、SNS で告知に使用する資料写真数点（3 ～ 5 枚）を合わせてお送りください。

※お申し込み内容によっては、お断りする場合もございます。

■ 4. ご利用までの流れ
希望日の空き確認
→利用申込書提出
→請求書送付
→ご入金確認後、予約確定。

ご希望の場合は仮予約申込み（1 週間のみ有効）が出来ます。お見積り作成も承っております。
お客様のご都合による利用日程変更に関しましては、ご利用予定の 2 週間前までにお申し出ください。 
それ以降のご変更の場合はお客様都合のキャンセル扱いとなります。

■ 5. お支払いについて
請求書到着より 1 週間以内に、請求書に記載の金額をお支払いください。
支払金額は全額一括、または半額ずつ 2 回払いが可能です。
半額ずつ 2 回払いの場合は開催 2 ヶ月前までに残金をお支払いください。

■ 6. キャンセルについて
利用者様のご都合によるキャンセルについては、お支払いいただいた料金のご返金はいたしかねます。
※台風などの、自然災害による中止・営業時間を繰り上げての閉店などについては、

随時ご相談の上で対応いたします。
（当ギャラリーでは、従業員の安全確保のため「警報」発令を目処に臨時休業・繰り上げ閉店いたします。）

※緊急事態宣言等によるご利用の見合わせにつきましては、ギャラリー所在地（愛知県名古屋市）が
宣言対象の場合にのみ無料で日時変更及び、キャンセル料無しでキャンセル受付をいたします。

■ 7.DM 制作について
・長期利用の場合弊社での印刷代行は 100 部までは無料です。
それ以上の増刷は別途見積りを作成いたします。
・弊社へ印刷代行を依頼する場合（開催 2 ヶ月以上前に予約確定した利用者様に限ります。）
ご自身で制作された DM データ（案内状・ハガキサイズ）を弊社までお送りください。

・弊社へ DM 制作・印刷代行を依頼する場合（開催 2 ヶ月以上前に予約確定した利用者様に限ります。）
別途見積りを作成いたします。

・利用者様の DM 制作に関して弊社ロゴ・地図等のデータをご提供いたします。
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■ 8. 搬入・搬出・駐車場について
搬入・搬出はご利用時間内（基本時間 + 延長）でお願いします。
・荷物の搬入は配送業者による事前搬入が可能です。（配送日の指定は開催前日のみ可能） 
・荷物の搬出は梱包し伝票を貼った状態で開催最終日の翌営業日に、

配送業者に弊社で引き渡すことが可能です。（着払いのみ）
・荷物サイズが配送業者の規定より大きくなる場合は、必ず配送業者に事前確認してください。
・作品の損害保険の手配、運搬手配は行っておりません。
専用駐車場はございません。近隣のコインパーキングをご利用ください。

■ 9. 展示について
搬入、展示、搬出作業は利用者様で行ってください。
大きな立体物の展示は必ず事前に相談してください。（搬入経路確認の為）

→組立・解体が必要なものは利用者様ご自身で行ってください。
壁面での展示については、原則ワイヤーフックをお使いください。
壁面への釘・画鋲等の針の太さは 1mm 以下のものをご使用ください。ネジ類は使用禁止です。
上部窓面への装飾はできません。下部窓面・ドア部への装飾は跡が残らない吸盤等のみ使用可能です。
壁・床へのマーキング（鉛筆等での印付け）・ペイントは禁止です。
粘着テープ類（ガムテープ・両面テープなど）は全面使用禁止です。
※釘・画鋲などのご用意はありますが数に限りがある為、可能な限りご自身でご用意ください。

・撤収時
現状復帰確認を行いますのでスタッフまでお声掛けいただき確認にお立会いください。
※展示による、著しい内装・什器・備品の破損・汚れが発生した場合、修繕費用を別途請求いたします。
（小さな穴を塞ぐ程度のパテは、ご用意しております）

■ 10. 会場運営、作品管理・販売について
・展示期間中の来場者の受付・案内・対応は、ご利用者様側の責任においてお願いいたします。

（混雑時、ビル共用部で他テナントに迷惑の掛からないよう配慮をお願いします。）
・展示期間中の不慮の事故・災害等での作品の損失・破損に関して、弊社は一切の責任を負いかねます。
・出展作品、出品者（展示者）の個人に関わる、法律上の責任を負いかねます。
・BGM・音響は他テナントに迷惑の掛からないよう調整・配慮をお願いします。
・電子機器を利用の際は、コンセントを抜いて退出して下さい。

(個別スイッチ付きの延長コードはOFFにして下さい。)
・ギャラリー入居ビル入り口のポスター掲示板を無料でご利用可能です。

（掲示板サイズ　H1300╳W900：A1 サイズ程度まで）

■ 11. その他

・Wi−Fi利用可能です。
・オープニングパーティー等をご希望の方は、ご相談ください。
・バックヤードのご利用方法はご相談ください。

※■ 1,3,4,6,8−11は短期・長期で共通です。

- 長期・第一版

・展示方法



木製丸椅子 6 脚
(W33cm×D33cm×H43cm)

姿見 ラック
（キャスター付 ）1 台
(W35cm×D35.5cm×H172cm)

カウンターテーブル 1台　常設（撤去不可）
(W120cm×D84cm×H92cm)

備品一覧

木製ハンガーラック4台 ブラウン
（W102.6cm×D54cm×H173.3cm）

木製ハンガーラック6台 ブラック
（W100cm×D45cm×H148cm）

テーブル（組立式） 8 台
(W183cm×D92cm×H71cm)

※ご自由にお使い下さい。
なお、組み立て･設置はご利用者様で行っていただき、
最終日には必ず分解し元の場所にお戻し下さい。



フリガナ

氏名

フリガナ

会社名
※法人契約の場合のみ

フリガナ

TEL

WEB

展示会名

ご利用形態

展示内容

ご利用期間

延長時間

有・無

5000円/0.5hr

荷物配送

ポスター掲示

ご利用経験

DM制作

支払い

割引申請

備考

※上記必要事項をすべて記入したものを、以下のアドレスにデータ添付してお送りいただくか、

ギャラリー宛に郵送ください。合わせて展示PR用の作品画像を数点お送りください。

メール添付での送付先：gallery@creatorsmarket.com

郵送での送付先：〒460-0008　愛知県名古屋市中区栄3-25-39　サカエサウススクエア3D　クリマギャラリー宛

※ギャラリー記入欄

MAIL

CREMA GALLERY
長期（1週間以上）利用申込書

申込日　20　　年　　月　　日

住所
〒

□ポップアップショップ　□オーダー会　□展示会　□その他（ ）

20　　年　　月　　日（　）〜　　月　　日（　） 日間

　過去に当ギャラリーを利用したことが、　有（ 回程度）　・　無

　　月　　日（　） 〜 〜

　　月　　日（　）〜　　月　　日（　） 〜 〜

　　月　　日（　） 〜 〜

　配送業者による搬入が、開催前（　有：ダンボール　　箱程度・無　）開催後（　有・無　）

有（最終日に、□返却・□廃棄　）　・　無

　印刷委託（　有： 部・無　）/　デザイン委託（　有・無　）

□一括　・　□二回払い（半額ずつ）

□クリマ出展割引（vol.　に出展）/　□学生・シニア割引 ※学生の方は学生証。シニアの方は生年月日がわかる資料提出

入金日 情報受取

第一版

受付日 ご請求日
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