New Layla Art GalleryⅡ Rental Gallery agreement (monthly)_1
【使⽤規約】
■ ご利⽤スペースについて
会場 New Layla Art Gallery Ⅱ（⼭形市桧町 4-12-38）、TEL.090-8258-5480
定期的に開催するギャラリー企画展期間中（7 ⽇間）は、スペース A のみ、その他はスペースＡ,B の
ご利⽤が可能。※ただし、10 ⽉企画展の期間中（7 ⽇間）は、A,B とも使⽤不可となりますのでご了承ください。
■ ご利⽤期間、時間
平⽇ 9：00〜22：00 / ⼟⽇ 9:00〜19：00 ※これ以外の時間は、応相談。
■ ご利⽤料⾦プラン 1 ケ⽉以上の契約に限り、下記の料⾦でご利⽤いただけます。
○3H プラン
Ａ．毎⽉ 4 回までの利⽤ ￥800/h×3h=￥2,400×4 回=￥ 9,600⇒￥ 8,400（割引料⾦）
Ｂ．毎⽉ 8 回までの利⽤ ￥800/h×3h=￥2,400×8 回=￥19,200⇒￥16,800（割引料⾦）
〇4Ｈプラン
Ｃ．毎⽉ 4 回までの利⽤ ￥800/h×4h=￥3,200× 4 回=￥12,800⇒￥11,200（割引料⾦）
Ｄ．毎⽉ 8 回までの利⽤ ￥800/h×4h=￥3,200× 8 回=￥25,600⇒￥22,400（割引料⾦）
Ｅ．毎⽉ 12 回までのご利⽤ ￥800/h×4h=3,200×12 回=￥38,400⇒￥30,000（割引料⾦）
○6H プラン
Ｆ．毎⽉ 4 回までの利⽤ ￥800/h×6h=￥4,800× 4 回=￥19,200⇒￥16,800（割引料⾦）
Ｇ．毎⽉ 8 回までの利⽤ ￥800/h×6h=￥4,800× 8 回=￥38,400⇒￥33,600（割引料⾦）
〇1 ⽇（8Ｈ）フリープラン
Ｈ．毎⽉ 4 回までの利⽤ ￥800/h×8h=￥6,400×4 回=￥25,600⇒￥22,400（割引料⾦）
Ｉ．毎⽉ 8 回までの利⽤ ￥800/h×8h=￥6,400×8 回=￥51,200⇒￥38,400（割引料⾦）
※3 ケ⽉以上⻑期契約の場合
Ｊ．毎⽉ 4 回までのご利⽤ ￥20,000（⻑期割引）
Ｋ．毎⽉ 8 回までのご利⽤ ￥30,000（⻑期割引）
★ご利⽤回数が追加となる場合 ￥700×時間×回数＝追加ご利⽤料⾦となります。
■ ご利⽤申し込みについて
毎⽉ 15 ⽇までに、契約書を提出。申込み後 10 ⽇以内にご利⽤料⾦をお振込みください。
※⻑期契約の⽅は、⽉末までに翌⽉のご利⽤料⾦をお振込ください。
〇お振込み先
七⼗七銀⾏ 名掛丁⽀店 普通 6067735 スガワラナオコ
■ ご予約について
毎⽉ 20 ⽇までに、翌⽉の使⽤⽇、時間をご連絡ください。
予約変更、振替も可能。（他ご利⽤者さまと調整のうえ、できる範囲で対応いたします）
スケジュールは Google カレンダーで管理します。
〇連絡先 mail :newlayla.ag@gmail.com、LINE :アカウント su-naoko
■ キャンセル料について
〇ご利⽤⽇から 10 ⽇前
ご利⽤料⾦の 50％
〇ご利⽤⽇ 5 ⽇前から当⽇ ご利⽤料⾦の 100％
ご利⽤者さまの事情により、ご利⽤をキャンセルする場合、上記キャンセル料が発⽣します。
料⾦のお振込み前の場合、お振込先まで、キャンセル料をお振込みください。
料⾦のお振込み後の場合、上記キャンセル料を差し引き、代⾦をご利⽤者さま指定の⼝座にお振込み致します。
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■ご利⽤にあたり
〇ご利⽤時間は、準備、⽚づけ、搬⼊出を含めた時間となります。
〇常駐スタッフはおりません。
〇駐⾞場は敷地内に 2 台、他、ギャラリー前の私道に３台程度駐⾞可能です。(近隣の⽅のご迷惑にならないよう
ご利⽤ください)
〇作品、商品の販売が可能です（販売に対する⼿数料はございません）
〇開催する教室、ワークショップ、セミナーに関する案内、宣伝、集客につきましては、ご利⽤者さまで
⼿配願います。
〇ギャラリー備品（テーブル、イス、スツール、記載台、スポットライト、ワイヤー、ポット、Wi-Fi）の
ご利⽤は無料です。ご利⽤後は、元の場所に戻して頂けますよう、お願い致します。
〇飲⾷は可能です。ただし、アルコールを提供する場合は、ご相談ください。
〇当ギャラリーは全⾯禁煙です。
〇壁に展⽰する際、ガムテープ、両⾯テープ、釘等、壁を傷つけるものはご利⽤できません。
画鋲、⾍ピンは使⽤可。
■注意事項
〇ご利⽤時に出たゴミはお持ち帰りください。
〇天災、⽕災、その他不可抗⼒により当ギャラリーの利⽤が困難となった場合、その利⽤に関する損害に対し、当
ギャラリーは責任を⼀切負いかねます。
〇ご利⽤期間中、スタッフはおりませんので、ご利⽤者、または第 3 者の所有物、現⾦等の貴重品の管理はご利⽤
者側で責任を持って⾏ってください。ご利⽤者、第 3 者の所有物、貴重品、その他これらに類する物の破損、損
害、盗難に対し当ギャラリーは責任を⼀切負いかねます。
〇ご利⽤者側による、ギャラリー設備、外装、内装、備品の破損、汚損については、補修費⽤を実費申し受けます。
〇ご利⽤期間中に、カギを破損、損失した場合、またご利⽤期間終了時に鍵を返却頂けない場合、カギの交換費⽤
を実費申し受けます。
〇ご利⽤に関わるすべての著作権について、当ギャラリーは責任を⼀切負いかねます。
〇開催される教室、セミナー、ワークショップ等の参加者からのクレーム、トラブルについて、当ギャラリーは
責任を⼀切負いかねます。
〇他のご利⽤者さまや、近隣の⽅に迷惑となる⼤きな⾳、振動を出す⾏為等はご遠慮ください。
〇3 ケ⽉以上⻑期契約の⽅には、カギを貸出し致しますが、ご予約頂いた時間帯以外で、レンタルギャラリーに
出⼊りする場合、必ずご連絡ください。事前連絡なく、出⼊りした場合、今後のご利⽤をお断りする場合もござ
います。
■次のような場合、たとえご利⽤期間中でもご使⽤をお断りする場合がございます。
〇 ご利⽤の内容を相談なく、変更した場合。
〇 使⽤の権限を第三者に転貸、または譲渡した場合。
〇 秩序を乱したり、公益に害すると認める⾏為があった場合。
〇 ご利⽤者様が暴⼒団関係者、その他反社会団体に属する者と認められた場合。
〇 宗教、思想、政治団体または、これらの類する団体の集会等でご利⽤される場合。
〇 その他、当ギャラリーが不適当と認めた場合。
■ご利⽤期間中の連絡について
ギャラリーご利⽤に関する全ての連絡はこちらまで。
Tel : 090-8258-5480(菅原)
Mail :newlayla.ag@gmail.com
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使⽤規約を承認のうえ、下記の通り申込みます。
■申込み⽇

20

年

⽉

⽇

■ご契約者のお名前
㊞
■ご住所 〒

■Tel

■Mail

■ご利⽤期間

20

年

⽉

⽇ 〜 20

■会場

New Layla Art GalleryⅡ ⼭形市桧町 4-12-38 /

年

⽉

TEL 090-8258-5480

■料⾦プラン ※ご利⽤プランに〇をつけてください。
○3H プラン
Ａ．毎⽉ 4 回までの利⽤ ￥ 8,400
Ｂ．毎⽉ 8 回までの利⽤ ￥16,800
〇4Ｈプラン
Ｃ．毎⽉ 4 回までの利⽤ ￥11,200
Ｄ．毎⽉ 8 回までの利⽤ ￥22,400
Ｅ．毎⽉ 12 回までの利⽤ ￥30,000
○6H プラン
Ｆ．毎⽉ 4 回までの利⽤ ￥16,800
Ｇ．毎⽉ 8 回までの利⽤ ￥33,600
〇1 ⽇（8Ｈ）フリープラン
Ｈ．毎⽉ 4 回までの利⽤ ￥22,400
Ｉ．毎⽉ 8 回までの利⽤ ￥38,400
※3 ケ⽉以上⻑期契約の場合
Ｊ．毎⽉ 4 回までのご利⽤ ￥20,000
Ｋ．毎⽉ 8 回までのご利⽤ ￥30,000
■ご利⽤の内容について
・団体名
・教室、セミナー、ワークショップ等の内容
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⽇

