フロール エバー ギャラ リーご 利用規 約
株式会社アスクでは、プリザーブドフラワーの普及と情報発信を目的として、フロールエバーギャ
ラリーを運営しております。こうした試みは業界でも初めてであり、広く皆様に開かれたギャラリー
として多くの皆様のご利用をお待ちしております。

1. 使用目的
当ギャラリーはプリザーブドフラワー作品展を中心とし（コラボ企画を含む）、各種作品展(個展、
グループ展、教室発表会など)、講習会、および作品の販売にご使用いただいております。
プリザーブドフラワー以外の展示についても貸出しいたします。
2. 使用期間 ･時間
火曜日〜土曜日

10：00〜19：00

＊日・月・祝日は定休日となります。

3. ギャラリ ー使用 料
・プリザーブドフラワーをメインとした作品展につきましては「プリザ作品展価格」を適用します。
・上記以外の展示会につきましては、｢基本価格｣を適用します。
・
「フロールエバーギャラリー会員」注 1 の方は「プリザ作品展価格」よりさらに 10％引きと致します。
・下記の価格を基準とし、実際の御利用日数に応じて日割り計算により価格を確定します。
・御利用日には、搬入、搬出日も含みます。

注1

利用日数

基本価格

プリザ作品展価格

1 日間

30,000

15,000

5 日間

135,000

67,500

10 日間

240,000

120,000

15 日間

330,000

165,000

20 日間

400,000

200,000

25 日間

450,000

225,000

「フロールエバーギャラリー会員」については「17. フロー ルエバ ーギャ ラリー 会員登 録につ
いて」 をご覧下さい。

4. ギャラリ ースペ ースの ご案内
展示スペースは約 6ｍ

8ｍです。ギャラリー前面及び横側１面がガラス張りとなっております。

5. 使用可能 な備品
・展示用台

展示台サイズ (縦

横

高さ)

台数

・照明

大

50

50

110(cm)

10 台

中

40

40

95(cm)

15 台

小

33

33

80(cm)

15 台

開催時期によって御利用いただける台数が若干変更
になる場合がございますので、事前にご確認下さい。

22 機

・電源の使用可能（3 箇所）延長コードはご持参下さい。
その他の機材、ディスプレイ用の布等の備品はご用意下さい。作品を貼る・吊るす際に必要な展示パ
ネル等、機材のレンタル等もこちらではご用意しておりませんので、必要の際は各自でご手配くださ
い。ご希望の場合は専門業者をご紹介いたします。
6. ご利用に あたっ ての注 意事項
・御利用後は会場の現状復帰にご協力下さい。壁面へのテープの使用は壁紙がはがれる恐れがありま
すのでご遠慮下さい。
・大型の機材等を搬入される場合は事前にご相談下さい。
・会場内でのろうそくの使用はお避け下さい。(火気厳禁)
・ギャラリー以外のスペース(等ビルの別フロアなど)にお客さまの荷物をお預かりするバックヤード
スペースはございませんのでご了承下さい。
・ギャラリー前のスペースは月極駐車場となっておりますのでご利用いただけません。搬入、搬出時
の荷物の積み下ろしをされる場合は、通りに横付けした状態でお願いいたします。作業後は近隣の
駐車場へ車を御移動ください。
（＊下記参照）
また、ご来場のご案内をされる際も、公共交通機関をご利用いただくようご説明下さい。
＊日本橋本町パーキング（本町駐車場）03-3270-8861

・ギャラリーにはギャラリー担当者は常駐いたしません。ギャラリーの開錠、施錠は当方の担当者が
行いますが、オープンからクローズまでの作品の管理、販売、作品のご説明等をお願いいたします。
作品の販売がある場合はお会計の管理もお願いいたします。
・展示品の破損、紛失につきましては、当方では一切責任を負いかねますのでご了承下さい。

7. 作品展開 催にあ たって ご用意 いただ くもの
・展示情報シート(事前に御提出下さい)
・契約内容確認書(事前に御提出下さい)
・作品展ポスター用画像データ

注２

・スクール等の紹介、案内リーフレット等（会期中会場に置いていただき
ます）
注 2

作品展会期中、入り口脇の看板にポスター（A2 サイズ）を掲示いた
します。(右写真)こちらに使用する画像データを事前にお送りいた
だきます。作品展のイメージに合ったものを会期 1 週間前までにご
用意下さい。ポスターデザイン、加工は弊社にて行います。

8. 作品の販 売につ いて
・作品販売をご希望の方は、事前に販売作品リストをご提出下さい。販売作品リストには、作品番号
またはタイトル、主要花材、価格の記載をお願いいたします。また展示作品にはリストと対照させ
る為の番号、タイトル等の表記をお願いいたします。
・販売時の会計および配送のお手配は主催者様のほうでお願いいたします。
9. 作品販売 手数料
販売手数料はいただいておりません。ギャラリー担当者は常駐いたしませんので、商品管理、販売な
どはお客様のほうでお願いいたします。
10.

作品展の 告知に ついて

作品展の告知は、フロールエバーホームページを初めとする、弊社で管理するホームページでの掲載
（下記参照）、ギャラリースケジュールハガキ（弊社より郵送、ギャラリー・販売店･イベント等で配
布）となっております。雑誌、ホームページ等での告知はご自由に行っていただいてかまいませんが、
その際はご一報下さい。また、ギャラリーのロゴマーク、地図等が必要な場合はご相談下さい。
【ホームページ】
・フロールエバーホームページ

http://www.florever.jp

・フロールエバーギャラリーホームページ

http://www.florever-gallery.jp

・Letʼs Enjoy Tokyo(ミュージアム･画廊･ギャラリーカテゴリー) http://www.enjoytokyo.jp/OD001Top.html

【チラシ･ハガキ】
ギャラリーではスケジュールハガキを約 3 ヶ月に一度作成し DM や花材販売店等でお配りしています。
スケジュール掲載のタイミングは、ハガキ制作の時期によりますのでご了承下さい。
各作品展の専用告知チラシ、ハガキ等は利用者様のご負担でお願いいたします。ギャラリーのロゴ、
地図データ等はお渡しいたしますのでお申し出下さい。なお、開催日前までにギャラリーにお預けい
ただければ、ギャラリーにて配布いたしますのでご相談下さい。
＊続けて 20 日以上ご予約いただいたお客様には、専用告知ハガキをサービスにてご用意いたします。
（デザイン、印刷込み）詳しくは担当者までお問合せ下さい。
【ポスター】
各イベントにつき A2 サイズのポスター1 枚を作製し、会期中ギャラリー入り口に掲示します。1 枚分
の費用はギャラリー使用料に含みますが、複数枚をご希望の場合は実費にてお受けいたします。

11.

使用申し 込みに ついて

予約可能期間につきましては、ホームページ等でご案内いたしますので、そちらをご確認の上お問い
合わせください。
【仮予約 】
御利用になりたい時期が決まっている場合は、ギャラリーの空き状況を電話もしくはメールにてご確
認下さい。
本契約前に一度ギャラリーにお越しいただくことをお勧めします。一度会場をご覧いただき、ご利用
目的に合うか再度確認していただくと同時に、当方より詳細を説明させていただきます。
御利用希望日に既に仮予約が入っている場合は、一件までキャンセル待ちをお受けいたします。
【本契約 】
御利用が決定しましたら、契約確認書等必要書類を作成させていただきます。これをもって本予約と
させていただきます。
12.

使用料の お支払 い方法

御利用日の 10 日前までに、指定口座にお振込みをお済ませ下さい。
13.

キャンセ ル料に ついて

ご利用日より 60〜30 日前のキャンセル・・・使用料の 50％
ご利用日より 30 日前〜7 日前のキャンセル・・・使用料の 80％
ご利用日より 7 日前〜当日のキャンセル・・・使用料の全額
14.

レッスン 用スペ ースに ついて

ギャラリーに併設のスペースをレッスン用にお貸ししております。ギャラリーでの作品展をあわせて、
また作品展とは別にも御利用いただけます。レッスンスペースの空き状況につきましては、別途ギャ
ラリー担当者にご相談下さい。詳細は別添資料をご覧下さい
15.

コーヒー 等のサ ービス につい て

当ギャラリーではコロンビア産エメラルドマウンテンコーヒーをサービスしております。また、
南米産のトロピカルフルーツジュースのジュースバーを併設しておりますので、ご利用希望の方は事
前にご相談下さい。
16.

その他

オープニングパーティーをご希望の方は事前にお申し出下さい。ケータリングの手配など、ご相談を
お受けいたします。
17.

フロール エバー ギャラ リー会 員登録 につい て

フロールエバーギャラリーをプリザーブドフラワー作品展にて御利用され、またその際、フロールエ
バーのプリザーブドフラワーのみで作品展を行っていただいた方を「フロールエバーギャラリー会
員」に登録いたします。会員登録は次回のご利用まで有効で、次回ご利用の際、フロールエバーのプ
リザーブドフラワーのみでご利用頂いた場合継続いたします。
【特典】

次回作品展開催時に会員価格にてご利用いただけます。
会員限定企画を予定

お問合せ・お申し込みはこちらまで
株式会社アスク
〒103-0023

TEL

フロールエバーギャラリー

東京都中央区日本橋本町 1-3-5

:

03-3510-7898

ギャラリーホームページ
フロールエバーホームページ

FAX

日本橋本町ビルディング 1F

:

03-3231-7394

http://www.florever-gallery.jp
http://www.florever.jp
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