
1 日（11:00～19:00） 40,000 円（税抜）

展示利用の場合は火～日曜の 6 日間でのご利用が基本期間となります。

搬入：月曜日（店休日の為 無料）

展示期間：火～日曜（11:00～19:00 × 6 日間）

搬出：日曜日（展示最終日 17:00～）

費用合計（6 日間）：240,000 円（税抜）

2 週間以上のご利用も可能です。開始、終了曜日のご希望がある場合はご相談ください。

上記金額はご利用期間や条件、ご利用目的により異なる場合がございます。写真撮影スタジオとしてのご利用など、半日単位

でのご利用も可能です。まずはお気軽にご相談ください。

ご利用規約
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2019 年 7 月 18 日版

当ギャラリーをご利用いただくにあたり、利用規約を十分にご理解した上でのお申し込みをお願い致します。

また、本利用規約は予告なく変更する事があります。何卒ご了承くださいますようお願い致します。

ギャラリーについて

Gallery4830 は、2019 年 4 月に福岡市薬院大通りにオープンしました。

無骨なコンクリートの質感と、白い壁面のコントラストで、都会的な雰囲気のギャラリーです。

空間の監修はギャラリーオーナーでもあるフォトアーティスト 笹渕 俊氏によるもので、笹渕氏の長年に及ぶトロントでの活

動経験によるこだわりが細部まで反映されています。

Gallery4830 では Art や Design の展示、そして音楽、トークなどの Event、創作の場としての Photo studio などの顔を持っ

たギャラリーです。

同施設には Cafe&Bar、雑貨店、デザイン事務所も併設しており、様々な交流が生まれる”場”としても機能しています。
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Gallery4830

〒810-0022 福岡市中央区薬院 4-8-30 P&R 薬院2F
西鉄 天神大牟田線 薬院駅 徒歩7分
地下鉄 七隈線 薬院大通駅 徒歩1分

OPEN : 火曜 - 日曜 11:00-19:00 / CLOSE : 月曜 , 他不定休
※ギャラリー運営担当者の在廊は木、金、土曜

URL：https://gallery4830.com
E-Mail：info@gallery4830.com
TEL：090-5558-0040（Gallery4830 ディレクター本多）

ご利用目的

平面、立体、インスタレーションなどのアート作品やデザイン作品、商品の展示会場としてご利用いただけます。

また音楽、トークなどのイベント会場や写真の撮影会場としてもご利用いただけます。

※ご利用の主旨や内容によりましては、ご利用をお断りさせていただく場合もございます。ご了承ください。

ご利用料金と期間



・お申込書
・代表者様の身分証明書のコピー
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レセプションパーティーについて

当ギャラリーでレセプションパーティーをご希望の場合は、同施設内で営業している Cafe&Bar をご利用ください。

Cafe&Bar では軽食やお食事、デザート、ドリンクなどの提供が可能です。

条件やご予算など Cafe&Bar のスタッフを交え、お打ち合わせさせていただきます。お気軽にご相談ください。

お申込み

当ギャラリーでは、ご利用開始日の 1 年前よりご予約の受付が可能です。

正式なお申込みの前にご利用主旨、内容、ギャラリー施設の確認を踏まえ、お打ち合わせをさせていただきます。

お打ち合わせで施設、ご利用規約、条件等をご確認いただき、必要書類の提出にて正式なお申込みの受付となります。

お支払い

お申込み受付後速やかにご請求書を作成しお渡し致します。

お申込み受付後 10 日以内にご予約金として、ご利用料の 50％をお支払いいただきます。

ご利用開始日の 2ヶ月前までに残額の 50％をお支払いいただきます。

期日までにお支払いの無い場合はキャンセルとさせて頂きます。

※ご利用者様側の理由によるキャンセルの場合、お支払い済ご予約金をキャンセル料として申し受けます。予めご了承ください。

※お申込み日がご利用開始まで 2 ヶ月間以内の場合、お申込み受付後 2 週間以内にご利用料金の全額をお支払いいただきます。

告知について

DM ハガキ、リーフレット、封筒等のご用意、発送はご利用者様で行なってください。

ギャラリーロゴ、案内地図等のひながたデータもございます。ご利用の場合はメールにてお送り致します。

※印刷物は当ギャラリーでも事前に内容を確認させていただきます。印刷の前にメールなどで画像の送付をお願い致します。

※イベント等の場合、お問合せ連絡先は主催者様への設定をお願いします。

1 ヶ月前にまでに、DM やチラシをいただければ、ギャラリー内にも常備いたします。

当ギャラリーの web サイトや各種 SNS などでも案内させていただく場合があります。ご了承ください。

当ギャラリーへのエントランスとなる 1F のビル出入口にポスターの設置箇所がございます。

ポスターのご用意はご利用者様にて行っていただきますが、道路に面した場所で集客にも役立ちますので是非ご利用ください。

サイズは A1 判（寸法：幅 594mm × 高さ 841mm）です。搬入時もしくは事前にギャラリーまでお持ちください。

会期終了後、当ギャラリーのwebサイトや各種SNSなどにアーカイブとしてご利用内容を掲載させていただく場合があります。

ご了承ください。

必要書類
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施設について

TOITET

340 cm

425 cm

600cm

75 cm

170 cm

245 cm

270 cm トイレ側壁面高 245 cm 

ギャラリー天井高　333 cm 

正面壁面高　　 270 cm

全壁面にピクチャーレールあり

壁面への作品展示はピクチャー
レールからワイヤー吊りでの設置
が原則となります。

幅 90 cm × 高さ235 cm

作業スペース側パネル

幅 85 cm × 高さ250 cm

窓側 , 中央パネル

パネルは取り外し可能で設置
枚数を調整出来ます。
作業スペース側パネルは自立式
なので移動も可能です。
※左図面は最大設置枚数36.95 ㎡

103 cm
このグレー部分は18cm 高くなっています。
出入りの際はご注意ください。

出入口

作業スペース

Cafe&Bar
雑貨

段差注意

段差注意

【段差注意】

窓 窓

施設備品

床面積：約 37 ㎡、モルタル塗り

天井高：最大 333cm、壁面高は壁面により異なり 245～270cm

壁面：白壁、パネル壁面は増減や移動が可能

作品展示：ピクチャーレールからワイヤー吊り （荒川技研工業製システム）

※強力接着両面テープ、釘、ネジ、その他跡が残る物はご利用になれません。

控え室：作業スペースをご利用いただけます。※貴重品はご自身で管理してください。

[ ギャラリー ]

[ 共用部分 ]

エレベーター：なし　ビル出入口から階段で 2F の施設出入口までお上がりください。

ビル出入口：ガラス扉（寸法：幅 80cm × 高さ 195cm）

施設出入口：ガラス扉（寸法：幅 90cm × 高さ 230cm）

【施設出入口を挟んで両側に 18cm の高さの段差がございますのでご注意ください】

トイレ：男性用 1 箇所 / 女性用 1 箇所

※施設内に運営の異なるCafe&Bar、雑貨店があり、出入口、トイレなどはこの2つの店舗と共用となります。

飲食：施設内の Cafe&Bar が営業しております。お客様とのお食事やカフェなどにご利用ください。

喫煙：施設内は終日全面禁煙となります。

駐車場 , 駐輪場：なし　近くのコインパーキング等をご利用ください。
[ その他 ]

天井側フック（MH-6H） : 36 個

作品側フック（SF-20RP） : 36 個

線経 2.0mm ワイヤー（ステンレス製 片ループ） 300cm：32 本 ,140cm：4 本 

脚立 : 2 台　（寸法：高さ約 200cm）

記帳用台： 1 台 （寸法：幅 55cm × 奥行き 40cm × 高さ 90cm）

丸椅子： 28 脚 （寸法：高さ約 45cm）

ベルトパーテーション： 3 台 （寸法：高さ約 90cm ベルト長 180cm）

展示テーブル :  3 枚（寸法：幅 150cm × 奥行き 75cm × 高さ 70cm）

LED スポットライト : 28 個　[ Panasonic NTS00132BLG1 温白色 (3500K) ]

展示用フック＋ワイヤー : 36 セット
[ 左記の荒川技研工業製システム ]

これらの施設備品に関しては無料でお使いいただけます。
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搬入、搬出、展示方法

受付・常駐スタッフ

ギャラリー定休日である月曜日を搬入日としてご利用いただけます。

搬入時間は 13 時～１７時の 4 時間が基本となります。

時間の延長、または別曜日をご希望の場合はご相談ください。
搬入

搬出
搬出は展示最終日である日曜日の 17 時～19 時の 2 時間が基本となります。

搬出に時間がかかる場合や、別曜日をご希望の場合はご相談ください。

ビル出入口に小型トラック程度であれば一時的に駐車出来るスペース（天井高 : 約 250cm）がございます。

こちらをご利用の場合は、お申込み書に使用日時をご記入ください。

※こちら天井高が低めの駐車スペースとなっております。お車の車高には十分ご注意ください。
お車での搬入搬出

ご注意：

・搬入搬出時に資材や工具、文具類などが必要な場合は必ずご持参ください。

・脚立は高さ約 200cm のものを 2 台ご用意しております。

・作品展示は基本的にピクチャーレールからワイヤー吊り （荒川技研工業製システム）での設置となります。

・作品の設置に釘、ネジ、粘着力の強い梱包テープや両面テープ、その他跡が残る物の使用はご遠慮ください。

・重量の重い作品がある場合、搬入、展示の可否について、事前にお打ち合せが必要となります。

・小さく、簡単に持ち出せてしまう高価な作品（貴金属品など）についてはセキュリティーの都合上、展示をお断りする場合が

　あります。ご了承ください。

・箱、梱包材など（貴重品を除く）は作業スペースの倉庫に収納可能です。

・当ギャラリーは 2 階ですがエレベーターがありません。

　ビル出入口から階段を上がっていただき、施設出入口からの搬入搬出となります。

・当ギャラリーのビル出入口、施設出入口はガラス扉です。搬入搬出の際はぶつけたり破損のないよう十分ご注意ください。

・当ギャラリーは施設出入口を挟んで両側に 18cm の高さの段差がございます。搬入搬出時は足元に十分ご注意ください。

・当ギャラリー施設内には運営の異なるCafe&Bar、雑貨店があります。搬入、搬出時は営業の妨げにならないようご配慮ください。

・搬入搬出の際は車による事故、及び作品の破損、損失、盗難等が無いよう十分ご注意ください。

・搬入搬出の際はビル共有スペース、同施設内の Cafe&Bar、雑貨店、ギャラリースペースの床、壁、天井などにキズや汚れを

　つけないようご注意ください。

　また、共有スペースの手すり、サインパネル、施設内の展示商品、椅子、テーブルなど破損しないよう十分ご注意ください。

　搬入搬出の際、床や壁にキズがつきそうな場合は必ず養生をお願い致します。

当ギャラリーには常駐スタッフはおりません。

ご利用期間中の受付・常駐スタッフは、原則としてご利用者様側で確保してください。

当ギャラリーで常駐スタッフをご用意する場合は、別途費用が掛かりますが承ることが可能です。必要な場合はご相談ください。

ご利用期間中は受付・常駐スタッフの方へ「Gallery4830　STAFF 証」をお渡し致します。

そちらを同施設内の Cafe&Bar スタッフまたは、雑貨店スタッフに提示しギャラリーへお入りください。

施設出入口の鍵の開け締めは、他運営店舗の営業時間との都合上、原則として必要ありません。

19:00 の閉店後ギャラリーを出られる際は、備品のベルトパーテーションを設置し部外者が立ち入らないようにしてください。

ギャラリーの営業時間は 11:00-19:00 となりますが、同施設内の Cafe&Bar は 24:00 まで営業しています。

19:00 以降も作品展示を観られるようにしたい場合はご相談ください。
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展示作品の管理、免責

展示作品の監視保全は、ご利用者様の責任においてお願い致します。

万一の火災、盗難、自然災害、不慮の事故等による作品の破損・損失については当ギャラリー、同施設内の Cafe&Bar、雑貨

店は一切責任を負いません。ご了承ください。

また、小さく、簡単に持ち出せてしまう高価な作品（貴金属品など）についてはセキュリティーの都合上、展示をお断りする

場合があります。ご了承ください。なお、作品に保険が必要な場合はご利用者様にてご加入ください。

お荷物、貴重品等の管理はご利用者様の責任においてお願い致します。

万が一お荷物、貴重品等の盗難、紛失があった場合、当ギャラリー、同施設内の Cafe&Bar、雑貨店は一切責任を負いません。

ご了承ください。

当ギャラリー管轄ではない同ビル内、同施設内、また近隣での騒音については一切責任を負いません。ご了承ください。

搬入、搬出時の車による事故、及び作品の破損、損失、盗難について、当ギャラリーは一切責任を負いません。ご了承ください。

予定されていた展示、イベントの中止、また展示、イベント開催中に来場者、出演者による事故等があった場合の補償責任、

損害責任は一切負いません。

作品の販売

当ギャラリーでは、企画展以外の展示作品および商品販売の手数料（コミッション）はいただきません。

作品販売に関しましてはご利用者様の責任において販売のご対応をお願い致します。

当ギャラリーではレジ等の設備の貸出はございません。金銭の管理、販売対応はご利用者様で行ってください。

販売された展示作品および商品の責任は当ギャラリーは一切負いません。ご利用者様での対応をお願い致します。

施設、備品等の破損、汚損、紛失

当ギャラリー、同施設内の Cafe&Bar、雑貨店、ビル共有スペースの施設や付帯設備、壁、床、天井、及び備品などを破損、汚損、

または紛失した場合、修理代等として実費負担にて原状回復していただきます。ご来場者の方にもご注意ください。

ゴミの処理

当ギャラリーご利用中に発生したゴミは、原則としてご利用者様でお持ち帰りください。

当ギャラリーにゴミの処分を依頼される場合は、別途費用が掛かりますが承ることが可能です。必要な場合はご相談ください。

使用終了後は、現状復帰のご協力をお願い致します。



禁止事項

・使用権の譲渡、転売はお断り致します。

・お申し込み時のご利用目的と著しく異なるご利用の場合や、利用規約違反がある場合は使用契約が取り消しとなります。

・公序良俗に反する場合、使用に危険を伴う場合、他人に迷惑を及ぼすと判断される場合はご利用出来ません。

・法令に反する、または反する恐れのある行為や、法令に反する商品の販売はご遠慮ください。

・著作権、肖像権など他人の権利を害するものの展示、及び販売はご遠慮ください。

・許可なく音楽を流す等の行為はご遠慮ください。音を出す展示、企画の場合はお申込み時にご相談ください。

・同施設内、及びビルの利用者、来場者、近隣に迷惑を及ぼす恐れがある言動、行為、音楽等はご遠慮ください。

・施設、及び近隣道路への駐車、駐輪はできません。お近くのコインパーキング等をご利用ください。

・ビル出入口、共用部、また近隣でのたむろ、大きな声で騒ぐ等の行為は禁止致します。

・当ギャラリー、施設内、ビル共用部は全面終日禁煙、火気厳禁です。

上記の禁止事項内容に該当する場合、お支払い済みのご利用料金の返還無く、ご利用のお断り、又は中止をさせていただくこと

があります。ご了承ください。

その他、ご利用についてご質問がある場合は下記連絡先までお気軽にお問い合わせください。

Gallery4830

〒810-0022 福岡市中央区薬院 4 丁目 8-30 P&R 薬院 2F

Tel : 090-5558-0040 （Gallery4830 ディレクター本多）

Mail : info@gallery4830.com

Web : https://gallery4830.com

担当 : 本多
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