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●申し込み方法

展示をご希望の方は以下の利用規約をご熟読いただいたうえで、
ご希望の日程・作家名とプロフィール・展示コンセプト・作品情報（画像またはWEB・URL
等）を添えて、メール（info@yorocobito.co.jp）へお問い合わせください。
＊グループ利用の場合は、グループ名および代表者名も前記項目に加えてお知らせください。
＊メールタイトルに「カフェ展示希望」とご明記ください。
 
当カフェギャラリーの基準で審査を行わせていただきます。

予「と」書込申「、後過通査審、しい伺おを画計示展やトプセンコ示展、オリォフトーポ・品作
約金」を受領した時点で正式なお申込みとなります。

ヨロコビto
ご利用にあたって
ヨロコビtoレンタルカフェギャラリー
ご利用にあたって

ヨロコビtoレンタルカフェギャラリーのご利用にあたって

「ヨロコビtoカフェ」では、表現者としてものづくりや創作活動をされている作家、作家を志し
制作に取り組んでいる方や学生の作品展示や発表の場として、カフェスペースの壁面をお
貸しいたします。

 
企画展の展示運営を行う「ヨロコビtoギャラリー」の奥に位置する「ヨロコビ toカフェ」
リビングやダイニングなど日常生活のなかにアートがあることの楽しみや豊かさを体感して
いただくことをコンセプトとしたカフェ空間です。表現者や鑑賞者の交流の場としてサロンの
ような役割も果たしています。カフェ営業を行う中での展示ですので、くつろいだ雰囲気で、
ゆっくりと鑑賞や対話を楽しんでいただくことが可能です。また、カフェをご利用されるお客
様にもご覧いただけますので、新たなお客様との出会いや会話も拡がる展示機会としてご活
用ください。

は、

絵画・イラストレーション・版画・写真等、平面作品であれば表現手法は問いません。

また、ヨロコビtoはレンタルギャラリーを通して、制作に取り組む方をサポートします。
初個展の方は、作品販売価格の設定や作品の展示方法についてなどご相談もお受けいたし
ます。

～ヨロコビtoはレンタルギャラリーを通して制作に取り組む方をサポートします～
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ヨロコビtoレンタルカフェギャラリーご利用規約

原則6日間が基本のコマになっております。

● 12日間  火～翌々週 日曜まで ※月曜定休
・利用時間  平日12－20時  土曜11－20時  日曜祝日11－19時
● 18日間  火～翌翌々週 日曜まで ※月曜定休
・利用時間  平日12－20時  土曜11－20時  日曜祝日11－19時

＊年数回ギャラリー企画展の設営日の関係で水曜～曜日の

※いずれも営業終了時に完全退出をお願いします。

日間のコマがあります。その場合は日割り

で利用料から引かせていただきます。

＊ギャラリーでのイベント・近隣でのイベントがある場合は平日・土曜でも営業時間が19時までの

　場合があります。その場合は事前にお知らせさせていただきます。

●利用期日

● 12日間     ¥78,000（税込 ¥84,240） ※¥6,500／1日

● 18日間  ¥108,000（税込 ¥116,640） ※¥6,000／1日

＊学生による作品発表や”画歴”における初個展の方を割引価格において応援します。ご相談ください。

（割引価格は上記設定金額の20~30％）

●料金

月曜日 15時－18時　 ※搬入配送等のご手配および設営作業はご利用者にお願いします。

●搬入・設営

月曜日

 

12時－15時

 

　※搬出配送のご手配および撤収作業はご利用者様にお願いします。
＊日曜日・最終日

 

閉店後19時－20時の搬出をオプション料金¥2,000にてご相談に応じます。

●搬出

※設営、搬出に使用する道具のうち、基本的なものはギャラリーにご用意がございますので、ご利用いただく
ことが可能です。

日間以上の利用で

11
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・平面作品であれば展示作品の販売／非売は問いません。販売の場合は、会期終了後にご利用
　　者様より納品手配ください。
・販売を行う場合は、販売手数料として作品価格より30%を申し受けます。
・ご出品者様の作品価格に消費税を加算して販売いたします。
　　キャプションプレート（掲示カード）には消費税込みの価格を表示して、ご利用者様がご用
　　意ください。
・販売および作品説明、会期終了後の梱包発送は、ご出品者様側にお願いします。

●展示作品の販売について

・作品販売がある場合は、会期
 （ 1 ）作品配置図データ（手書きでも可）
 （ 2 ）作品リストと価格表データ

  

※作品リストのエクセルのフォーマットをメールでお送りしますので、そちらに

　

●作品販売がある場合の準備

　　 即日お持ち帰り可能な販売品がある場合は、ご利用者様が梱包材、箱、紙袋等ご用
　　意ください。

 （  ）作品の納品のための梱包や発送は、会期終了後にご出品者様よりの手配となります。

 （ 
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 ）

週間前までに下記をご提出ください。1

必要事項をご入力の上ご返送ください。

・展示作品の販売会計につきましては常駐スタッフが対応させていただきます。
・以下のお支払い方法につきましても申し受けが可能です。
 （ 1 ）クレジットカード決済での作品購入の決済仲介
 （ 2 ）弊社ギャラリー口座を使用しての作品購入の振込支払い

●ギャラリースタッフの作品販売の会計・管理

・搬出後、スタッフより売り上げの集計内容をメールにてお送りいたします。
ご確認の上、請求書の発行をお願いいたします。

・作品販売がある場合は、設営日までに下記をご用意ください。

2
 （ 1 ）キャプションプレート　（値札含む）
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●

・案内状の制作および発送は、基本ご利用者様にお任せいたします。

   

＊店舗案内図や店名ロゴマークなどのデータはお渡しいたします。

  

＊案内状のデザイン制作をご希望の場合は、個別お見積りにて承ります。印刷費は別途か

　

かります。
・案内状を頂戴し、弊社ギャラリーやカフェ店頭にて配布広報をお手伝いします。

   

＊ギャラリーのウェブサイトやSNSなどでの広報もご協力させていただきます。
・芳名帳のご用意と個人情報等の管理はご利用者様にお願いいたします。
・キャプションプレートや掲示カード（タイトル、作家名、税込み価格、任意で説明文など含

　　

む）は、ご利用者様にご用意いただきます。

案内状や芳名帳などについて

・お申し込み契約時に利用料の50%を予約金としてお支払いいただきます。

   

残金は搬入日までにお支払いください。
・お申込み契約後に、ご利用者様都合によるキャンセルの場合は、予約金（利用料の50%）を

   

キャンセル料として充当させていただきます。

  

＊但し、会期6ヶ月前までの会期日程の変更や移動についてはご相談に応じます。

●料金とキャンセルについて

予約金のお支払いは必ず、会期3ヶ月前までにお願いいたします。
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・お申込み契約時の利用目的と異なる目的でのご利用や、利用権の転貸や譲渡はできません。
・著作権存続作品の二次創作出品展示や販売はご遠慮ください。
・作品の盗難、天災や不慮の事故等で生じた破損や損害については責任を負いかねます。
・大きな音を発すること、火を用いること、異臭悪臭を伴うもの、動物などの持ち込み、公序良
　俗に反するもの、商品販売を目的とした行為、政治活動、宗教活動にまつわること、カフェ
　　飲食の営業上の都合により衛生管理上また法律上不適切なことなど、弊社カフェギャ
ラ　　 リーで適当でないと判断した場合は、直ちに展示を中止させていただきます。その場合、
　　ご予約金ご利用代金の払戻しはできません。
・店舗内のすべておよび店頭屋外エントランス前での喫煙は固くお断りいたします。
・衛生管理法上、厨房への立ち入りはできません。 
　また併設のギャラリースペースでは、企画展作家の展示が行われております都合、ギャラ　
　リースペースでの長時間に渡る歓談などもご遠慮ください。
・店舗内へのお持込み飲食はご遠慮ください。当カフェをご利用くださいますようお願いいた
　します。
　　＊出品者ご本人様につきましては、カフェメニューより、ドリンクを一日一杯まで無料に
　 てご提供いたします。
・専用駐車場のご用意はございません。予めご了承ください。近隣の有料駐車場をご利用く　
　ださい。
・台風や大雪、地震ほか、交通機関への影響が大きく、ご来客への危険が予測される場合に
　　は、営業時間の変更を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。
・店内の展示風景や作品を撮影した画像を当店のウェブサイトやSNSなど掲載させていた
　　だく場合がございます。予めご容赦ください。また、ご来客様による作品撮影は通常許可し
　　ておりますが、ご出品者様の可否ご意向に添うように対応いたしますのでご要望ください。

●その他
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・カフェ展示スペースの見取図（平面図、立面画像）は、ウェブサイトからもダウンロード可
　　能です。
・壁面展示には、カフェ付属備品の釘・フックをご使用いただけます。
・基本、壁面3面（白壁と木板壁とパネル壁）を中心とする壁面展示が可能です。
  ＊その他には小品の展示可能なスペースが3カ所、常設の飾り棚と長机の一部がご利用可
　　能です。
・スペースの都合、展示台のご用意や設置はいたしかねます。
  また、飲食をするカフェテーブルの上や動線を妨げる床置きの展示もご遠慮ください。
  なお、常設の壁付け飾り棚とカフェ長机の上が一部ご利用可能です。
・照明につきましては、カフェ付属備品のライティングレール用スポットライトをご使用ください。
  ＊その他に電源を利用する機材の持ち込みはご遠慮ください。展示作品の場合はご相談に
　　応じます。
・その他、展示や設営に必要な工具や道具、釘やフックなど備品、について基本的なものは
　

キャプションパネルや値札などのプレートは、ご利用者様にご用意をお願いします。

ギャラリーにご用意がございますのでご利用いただくことが可能です。

●展示方法について

・照明は、ライティングレール用スポットライト（LEDライト）をご利用いただきます。
・展示台として、カフェ長机 W180cm×D30cm、壁面飾り棚 W420cm×D13cmがご使用
　　可能です。
・設営作業用脚立の貸出し可能です。
  ＊カフェ見取図(平面図、立面画像)などは、ウェブサイトからもダウンロード可能です。

  
　　
　　

＊店舗付属設備や備品を破損、汚損、紛失された場合の補修費用は、ご利用者様にご負
担いただきます。

●設備と備品
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株式会社 ヨロコビto
ヨロコビtoギャラリー カフェ アートカード
〒167-0053  東京都杉並区西荻南3-21-7  Tel 03-5941-7686
info@yorocobito.co.jp 
＊お問合せの際はメールタイトルに「カフェ展示希望」とご明記ください。

● 営業時間  平日12－20時  土曜日 11－20時  日曜祝日 11－19時
● 月曜日定休
＊展示設営日の都合、火曜日が不定休となる場合がございます。
＊配送による搬入をご希望の場合は、必ず営業時間内の配達時間帯指定をお願いします。

 

●お問合わせ および 搬入先
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ヨロコビtoレンタルカフェギャラリー平面図
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ヨロコビtoレンタルカフェギャラリー立面画像
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