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Perry House Gallery

＜新しいご利用手引きについて＞
2016 年 3月 4日にご利用の手引きを改正させて頂きました。今回の改定は、よりアート的な活動の場所を目指して
変更致しました。皆様のご理解を賜れば幸いです。
尚、これ以前にご利用を申し込まれたお客様は、以前と同様のルールで運営させて頂きます。
3月 4日日以降にご利用を申し込まれたお客様は、Vol.5.1 のルールを適用させて頂きます。
どうぞ宜しくお願い致します。

＜ご予約開始日＞
・展示会 (６日 ) は、ご利用の１年前より受付を致します。
・複数日のご利用は、６ヶ月前より受付いたします。　
・１日のご利用は 3か月前より受付を致します。
 　※時間貸はしておりませんので、１日のご利用をご検討下さい。 

＜使用目的とルール＞
・PerryHouse ギャラリーは、大人が楽しめるアート作品の発表場所としご利用下さい。
  イラストレーターや現代作家の個展や、クラフト作家の展示販売のご利用をお待ちしております。
・住宅地ですので、落ち着いた静かな展示会のみにご利用頂いております。入場に行列の出来る展示会や
　環境にそぐわないご利用はお断りしております。
・ご使用は展示会以外にも、企業の内覧会、販売会、撮影等にもご利用頂けます。
　但し、代表者が直接申込みや連絡をして頂ける場合に限ります。担当や代理の方からのお申込みは
　お断りしています。
・宗教系のイベント、ネズミ講的な販売、反社会的な団体の使用もできません。
　また、スピリチュアル性が強い展示会や企画は、アート作品とは別物と考えますので、ご利用は出来ません。
・香料が残る利用、火を使う利用、危険物の持ち込み、薬物の販売等にはご利用頂けません。
・音に関係する企画は、事前にお問合せ下さい。
　　建物は木造の良さに拘った施設ですが、一方音が良く響くため、持込のDJ 機材を使用するイベントや
　　演奏会を含む展示企画はご利用頂けません。
・お申し込みの内容と違うご使用目的にはご使用になれません。

＜使用期間・時間＞
・６日単位、又はご希望の日数や 1日単位でもご利用頂けます。
　　ご利用可能な日程は、開始日、終了日の前後に１日のメンテ日が取れる期間がご利用可能期間となります。
・ご利用時間は午前１0時～午後１９時までとなります。ご利用時間の 30 分前に会場をオープン致します。
・オープニングパーティーを開催される場合は、20 時まで延長してご利用頂けます。
　　※時間の延長は、３日以上ご利用させる場合に適応されます。
　　※延長はご利用期間中に 1回とさせて頂きます。
　　※主催者が 10 代 20 代の場合、パーティーや懇親会の開催はお断りしています。

＜使用者＞
・申し込みいただいた以外の第三者はご利用いただけません。
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＜ご利用料金＞
・一般展示会　【　１６２,０００円　】　( 税込み )　　6日間
　※現在キャンペーン中に付き、１２９,６００円 ( 税込 ) でご利用頂けます。
　※随時提示される【弊社企画テーマ】に該当される場合、割引でご利用いただけます。
　　詳細は料金表をご覧下さい。

・複数日ご利用 　 【　３０,０００円　】 ( 税込み )　　×　ご利用日数
　　　　　　　　※  4 日以上のご利用は　最大でも一般展示会と同様な金額とさせて頂きます。
・１日レンタル  　【　３０,０００円　】 ( 税込み )

＜お支払い＞
・申込み日から１週間以内に、ご使用料の半額をご予約金としてお振込み下さい。
　お振込みの確認をもって日程を確定させて頂きます。
　この期間にお振込みが無い場合はキャンセルとさせて頂きます。また残額は、展示日の１週間前までに
　お振込み下さい。

＜告知＞
・告知データを頂けた場合、弊社ホームページで告知するとともにリンク先のアート系情報サイトに
　開催の掲載依頼を致します。告知依頼先は展示会の内容で判断させて頂きます。
・DMの発送は致しておりません。お客様側でご対応をお願い致します。
・DM葉書を頂ける場合は、PerryHouse 入居店に配布させて頂きます。

＜地図等の版下供給＞
・版下地図は PDF 供給いたします。ご利用はダウンロードページからお願い致します。

＜搬入・展示準備＞
・前々日までに【備品申込み書】の提出をお願い致します。　
・前日に搬入や展示を希望される場合、１３時～１７時の間にお願い致します。
　この時間帯は、宅配便も受付致します。
　尚、大きな什器の搬入搬出は、開催日前日の午前中と開催日翌日の午前中にお願い致します。
・ご利用日の初日は、９時から会場をオープン致しますのでご準備にご利用下さい。
・搬入時は中庭前に一時的に駐車頂けます。ご利用下さい。
・大工道具を使用した、大きな音の伴う組み立てはご遠慮頂いております。
・壁面へのポスター等の掲示は、ピクチャーレール用ワイヤーフックをご利用頂くか、会場で用意しております
　マスキングテープをご利用下さい。
　一般的な再剥離テープ、セロテープ、両面テープ、画鋲等は壁面を傷つけますのでご利用出来ません。
・搬入後の空箱は搬出までお預かり致します。
　
＜展示家具＞
・常設の高級イタリア家具や北欧家具は移動して展示にご利用頂けます。( 無料 )
　※ 硬いものを家具の上に置く場合は、布を敷いてご利用下さい。
　※ 不要な家具は ( 一部の家具を除く ) 撤去も致しますので、ご相談下さい。
・家具も持ち込み頂けます。
　※ 椅子は脚に防音処理をした椅子しかご利用出来ません。持込を希望される場合は事前にご相談下さい。
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＜ご予約開始日＞
・展示会 (６日 ) は、ご利用の１年前より受付を致します。
・複数日のご利用は、６ヶ月前より受付いたします。　
・１日のご利用は 3か月前より受付を致します。
 　※時間貸はしておりませんので、１日のご利用をご検討下さい。 

＜使用目的とルール＞
・PerryHouse ギャラリーは大人の文化的な交流や発表の場所としご利用下さい。
　住宅地ですので、落ち着いた静かなイベントのみにご利用頂いております。入場に行列の出来る展示会や
　環境にそぐわないご利用はお断りしております。
・ご使用は展示会以外にも、各種発表会、イベント、販売会、撮影等にもご利用頂けます。
・宗教、ネズミ講的な販売、反社会的な団体の使用はできません。
・香料が残る利用、火を使う利用、危険物の持ち込み、薬物の販売等にはご利用頂けません。
・音に関係する企画は、事前にお問合せ下さい。
　　　持込のマイクやアンプを使用する演奏会や展示企画はご利用頂けません。
　　　一方、生の演奏会や会場備品の機材を利用される場合は、ご利用頂ける場合もございます。
　　　近隣への配慮や他店舗への影響で判断致しますのでお問い合わせ下さい。　　
・お申し込みの内容と違うご使用目的にはご使用になれません。

＜使用期間・時間＞
・６日単位、又はご希望の日数や 1日単位でもご利用頂けます。
　　ご利用可能な日程は、開始日、終了日の前後に１日のメンテナンス日が取れる期間がご利用可能期間となります。
・ご利用時間は午前１0時～午後１９時までとなります。
　　※その他の時間をご希望の場合はご相談下さい。
・オープニングパーティーを開催される場合は、20 時まで延長してご利用頂けます。
　　※時間の延長は、３日以上ご利用させる場合に適応されます。
　　※延長はご利用期間中に 1回とさせて頂きます。
・これ以外に時間延長をされる場合は、20 時まで、1時間単位で、５千円の追加料金をお支払頂くか、
　 開始時間を遅らせることで終了時間を延ばしてご利用頂けます。　
・住宅地ですので 20 時 30 分までに完全退出をお願いしています。時間厳守でご利用下さい。
・夜間にお客様が集中するイベントは、時間延長はお受けしておりません。

＜使用者＞
・申し込みいただいた以外の第三者はご利用いただけません。

＜ご利用料金＞
・一般展示会　【　１６２,０００円　】　( 消費税込み )　
　※現在キャンペーン中に付き、現在は１３０,０００円 ( 税込 ) でご利用頂けます。
　※随時提示される【弊社企画テーマ】に該当される場合、割引でご利用いただけます。
　　詳細は料金表をご覧下さい。

１日レンタル　【　３0,０００円　】 ( 消費税込み )

＜お支払い＞
・申込み日から１週間以内に、ご使用料の半額をご予約金としてお振込み下さい。
　お振込みの確認をもって日程を確定させて頂きます。
　この期間にお振込みが無い場合はキャンセルとさせて頂きます。また残額は、展示日の１週間前までに
　お振込み下さい。

＜告知＞
・告知データを頂けた場合、弊社ホームページで告知するとともにリンク先のアート系情報サイトに
　開催の掲載依頼を致します。告知依頼先は展示会の内容で判断させて頂きます。
・DMの発送は致しておりません。お客様側でご対応をお願い致します。
・告知の葉書を頂ける場合は、PerryHouse 入居者に配布させて頂きます。

＜地図等の版下供給＞
・版下地図は PDF 供給いたします。ご利用はダウンロードページからお願い致します。

＜搬入・展示準備＞
・前日に搬入や展示を希望される場合、搬入は１３時～１７時の間にお願い致します。
・ご利用日の初日は、９時から会場をオープン致しますのでご準備にご利用下さい。
・時間外で準備をされる場合は、追加料金が発生致します。 
・搬入時は中庭前に一時的に駐車頂けます。ご利用下さい。
・搬入後の空箱は搬出までお預かり致します。
・家具の移動はお手伝いさせて頂きます。
・展示用の家具は持ち込みも頂けます。
　（椅子は脚に防音処理をした椅子しかご利用出来ません。持込を希望される場合は事前にご相談下さい。）
・不要な家具は ( 一部の家具を除く ) 撤去も致しますので事前にご相談下さい。
・壁面へのポスター等の掲示は、ピクチャーレール用ワイヤーフックをご利用頂くか、会場で用意しております
　マスキングテープをご利用下さい。
　一般的なセロテープや両面テープは壁面を傷つけますのでご利用出来ません。画鋲等での掲示も同様に
　　お断りしております。
　

＜看板＞
・弊社備品の A型看板を道路からの入口、一箇所に設置致します。
　お薦め掲載サイズは A2　W420・ H594　又は 　A3  W297・ H420 です。
　　ポスターは 5枚ご準備下さい。
　看板の掲示は、弊社指定場所以外は出来ません、事前にご確認下さい。

＜音響施設＞
・ご利用頂ける簡単な音響設備がございいます。CD又は iPod 等の音源をお持ち下さい。
・持込のアンプ、スピーカー等の音響機材の持込は、他店舗と近隣に配慮してお断りしております。

＜Wi-Fi＞
・Wi-Fi 環境が整備されていますので、ご利用下さい。

＜オープニングパーティー＞
・オープニングパーティーを開催される場合は、11 時～ 20 時の間にお願い致します。　
・主催者が 20 代の場合や 30 人以上の出席者が予想されるパーティーは、近隣や施設内店舗に配慮し
　開催をお断りしています。
・会場は室内のみとさせて頂きます。扉を閉めてご利用下さい。
・後片付けも含め完全退出は 20 時 30 分までにお願い致します。
・お食事やアルコール飲料もお楽しみ頂けますが、節度ある運営をお願い致します。 
・パーティーでの音の出るイベント ( カラオケ・楽器演奏 ) 等にはご利用頂けません。またダンス等の企画もお断り
　しております。
・ルールを守らず施設内の他の店舗や近隣からクレームが出た有場合、その場で会を中止して頂く場合もございます。
　事前にご了承下さい。

＜防災＞
・ペリーハウスは木造建築のためデッキを含めて全館禁煙です。
・空缶を簡易灰皿とした喫煙も敷地内ではご遠慮下さい。
・敷地内、建物内でのローソクや固形燃料の使用は、使用目的に関係なく防火上からお断りしています。
・香取線は電気香取をご準備しております。ご希望の場合はおこえがけ下さい。

＜デッキのご利用に関して＞
・デッキは良く響くため、携帯電話のご使用、お子様の駆け足は、お断りしております。
・デッキは禁煙となっております。ご来場者にもご案内下さい。
・デッキテーブルご利用の際は、専用プレートを表示してご利用下さい。
・18 時以降のご利用は近隣に配慮してご遠慮頂いております。

＜お子様のご来場者に関するご注意＞
・お子様の参加される催し物は、主催者側で会場外で指導する専任者の配置をお願い致します。
　敷地内での鬼ごっこや駆け足、フェンスからの身の投げ出し、階段を駆け下り道路への飛び出し等は
　ご注意下さい。
・敷地内や隣接する道路で事故があっても、ギャラリーと致しましては一切責任を負えませんので予めご了承下さい。

＜キッチンのご利用に関して＞
・飲食関係の認可は一切ございません。お客様の責任範囲でご利用下さい。
・キッチンはお食事や懇親会等にご利用下さい。（飲酒やお食事は室内でお願い致します）
・備品として、一般的なお茶用の食器、大型冷蔵庫、オーブンレンジ、IH クッキングヒーターがご利用頂けます。
・鍋、釡の準備はございません。ご利用の場合はご持参下さい。
・発生したゴミは、月曜日、木曜日の夜に回収いたします。可燃ごみ、資源ごみは回収いたしますが、それ以外の
　金属、ガラス等の不燃ごみはお持ち帰り下さい。

＜販売＞
・作品を販売される場合、その結果に発生する如何なる問題も、弊社は一切責任を負いかねますので予めご了承下さい。
　販売手数料はございません。

＜作品保全＞
・セコムの防犯システムを採用しております。
・野外、室内には防犯カメラを設置し問題が発生した場合に供えております。画像データは一定期間保存し自動的に
　消去されます。
・防犯は上記のように作品保全に配慮しておりますが、期間中の展示作品の破損、盗難等の不慮の災害が発生しても、
　弊社としては一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。

＜会場への立ち入り＞
・セコム警備解除や会場メンテナンスのため、ご利用時間以外に室内に立ち入る場合があります。展示品には十分に
　注意して作業いたしますので事前にご了承下さい。

＜搬出＞
・最終日の排出は 17 時からお願い致します。
・完全撤収時間は 19 時とさせて頂きます。当日及び翌日の代理発送は致しませんので、早めのご準備を
　お願い致します。
　　　　　○ヤマト運輸　集荷担当ドライバー　直通携帯電話　【お問合せ下さい。】
　　　　　　地区担当窓口　南東京主管支店　コールセンター　0570-200-732
　　　　　○佐川急便　渋谷区窓口　0120-333-603 

＜展示品の処分＞
・ご利用日が過ぎても展示品が搬出されない場合、配送専門会社に委託し搬出いたします。その場合の費用は、
　出展者様にご請求させて頂きます。
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＜ご予約開始日＞
・展示会 (６日 ) は、ご利用の１年前より受付を致します。
・複数日のご利用は、６ヶ月前より受付いたします。　
・１日のご利用は 3か月前より受付を致します。
 　※時間貸はしておりませんので、１日のご利用をご検討下さい。 

＜使用目的とルール＞
・PerryHouse ギャラリーは大人の文化的な交流や発表の場所としご利用下さい。
　住宅地ですので、落ち着いた静かなイベントのみにご利用頂いております。入場に行列の出来る展示会や
　環境にそぐわないご利用はお断りしております。
・ご使用は展示会以外にも、各種発表会、イベント、販売会、撮影等にもご利用頂けます。
・宗教、ネズミ講的な販売、反社会的な団体の使用はできません。
・香料が残る利用、火を使う利用、危険物の持ち込み、薬物の販売等にはご利用頂けません。
・音に関係する企画は、事前にお問合せ下さい。
　　　持込のマイクやアンプを使用する演奏会や展示企画はご利用頂けません。
　　　一方、生の演奏会や会場備品の機材を利用される場合は、ご利用頂ける場合もございます。
　　　近隣への配慮や他店舗への影響で判断致しますのでお問い合わせ下さい。　　
・お申し込みの内容と違うご使用目的にはご使用になれません。

＜使用期間・時間＞
・６日単位、又はご希望の日数や 1日単位でもご利用頂けます。
　　ご利用可能な日程は、開始日、終了日の前後に１日のメンテナンス日が取れる期間がご利用可能期間となります。
・ご利用時間は午前１0時～午後１９時までとなります。
　　※その他の時間をご希望の場合はご相談下さい。
・オープニングパーティーを開催される場合は、20 時まで延長してご利用頂けます。
　　※時間の延長は、３日以上ご利用させる場合に適応されます。
　　※延長はご利用期間中に 1回とさせて頂きます。
・これ以外に時間延長をされる場合は、20 時まで、1時間単位で、５千円の追加料金をお支払頂くか、
　 開始時間を遅らせることで終了時間を延ばしてご利用頂けます。　
・住宅地ですので 20 時 30 分までに完全退出をお願いしています。時間厳守でご利用下さい。
・夜間にお客様が集中するイベントは、時間延長はお受けしておりません。

＜使用者＞
・申し込みいただいた以外の第三者はご利用いただけません。

＜ご利用料金＞
・一般展示会　【　１６２,０００円　】　( 消費税込み )　
　※現在キャンペーン中に付き、現在は１３０,０００円 ( 税込 ) でご利用頂けます。
　※随時提示される【弊社企画テーマ】に該当される場合、割引でご利用いただけます。
　　詳細は料金表をご覧下さい。

１日レンタル　【　３0,０００円　】 ( 消費税込み )

＜お支払い＞
・申込み日から１週間以内に、ご使用料の半額をご予約金としてお振込み下さい。
　お振込みの確認をもって日程を確定させて頂きます。
　この期間にお振込みが無い場合はキャンセルとさせて頂きます。また残額は、展示日の１週間前までに
　お振込み下さい。

＜告知＞
・告知データを頂けた場合、弊社ホームページで告知するとともにリンク先のアート系情報サイトに
　開催の掲載依頼を致します。告知依頼先は展示会の内容で判断させて頂きます。
・DMの発送は致しておりません。お客様側でご対応をお願い致します。
・告知の葉書を頂ける場合は、PerryHouse 入居者に配布させて頂きます。

＜地図等の版下供給＞
・版下地図は PDF 供給いたします。ご利用はダウンロードページからお願い致します。

＜搬入・展示準備＞
・前日に搬入や展示を希望される場合、搬入は１３時～１７時の間にお願い致します。
・ご利用日の初日は、９時から会場をオープン致しますのでご準備にご利用下さい。
・時間外で準備をされる場合は、追加料金が発生致します。 
・搬入時は中庭前に一時的に駐車頂けます。ご利用下さい。
・搬入後の空箱は搬出までお預かり致します。
・家具の移動はお手伝いさせて頂きます。
・展示用の家具は持ち込みも頂けます。
　（椅子は脚に防音処理をした椅子しかご利用出来ません。持込を希望される場合は事前にご相談下さい。）
・不要な家具は ( 一部の家具を除く ) 撤去も致しますので事前にご相談下さい。
・壁面へのポスター等の掲示は、ピクチャーレール用ワイヤーフックをご利用頂くか、会場で用意しております
　マスキングテープをご利用下さい。
　一般的なセロテープや両面テープは壁面を傷つけますのでご利用出来ません。画鋲等での掲示も同様に
　　お断りしております。
　
＜看板＞
・A型看板を道路からの入口に設置頂けます。
　お薦め掲載サイズは A2　W420・ H594　ポスターは 4枚ご準備下さい。
・雨天用のビニールもご準備頂くと良いと思います。

＜音響施設＞
・ご利用頂ける簡単な音響設備がございいます。CD又は iPod 等の音源をお持ち下さい。
・持込のアンプ、スピーカー等の音響機材の持込は、他店舗と近隣に配慮してお断りしております。

＜Wi-Fi＞
・Wi-Fi 環境が整備されていますので、ご利用下さい。

＜オープニングパーティー＞
・オープニングパーティーを開催される場合は、11 時～ 20 時の間にお願い致します。　
・30 人以上の出席者が予想される会は開催をお断りしています。
・会場は室内のみとさせて頂きます。扉を閉めてご利用下さい。
・後片付けも含め完全退出は 20 時 30 分までにお願い致します。
・お食事やアルコール飲料もお楽しみ頂けますが、節度ある運営をお願い致します。 
・パーティーでの音の出るイベント ( カラオケ・楽器演奏 ) はご利用頂けません。またダンス等の企画もお断り
　しております。
・施設内の他の店舗や近隣からクレームが有った場合、その場で懇親会を中止して頂く場合もございます。
　事前にご了承下さい。

＜防災＞
・ペリーハウスは木造建築のためデッキを含めて全館禁煙です。
・空缶を簡易灰皿とした喫煙も敷地内ではご遠慮下さい。
・敷地内、建物内でのローソク使用は、使用目的に関係なく防火上からお断りしています。
・香取線は電気香取をご準備しております。ご希望の場合はおこえがけ下さい。

＜デッキのご利用に関して＞
・デッキは良く響きますので、携帯電話のご使用、お子様の駆け足は、お断りしております。
・デッキは禁煙となっております。ご来場者にもご案内下さい。
・デッキテーブルご利用の際は専用プレートを表示してご利用下さい。
・18 時以降のご利用は近隣に配慮してご遠慮頂いております。

＜お子様のご来場者に関するご注意＞
・お子様の参加される催し物は、主催者側で会場外で指導する専任者の配置をお願い致します。
　敷地内での鬼ごっこや駆け足、フェンスからの身の投げ出し、階段を駆け下り道路への飛び出し等を
　ご注意下さい。
・敷地内や隣接する道路で事故があっても、ギャラリーと致しましては一切責任を負えませんので予めご了承下さい。

＜キッチンのご利用に関して＞
・飲食関係の認可は一切ございません。お客様の責任範囲でご利用下さい。
・キッチンはお食事や懇親会等にご利用下さい。（飲酒は室内でお願い致します）
・備品として、一般的なお茶用の食器、大型冷蔵庫、オーブンレンジ、IH クッキングヒーターがご利用頂けます。
・包丁とまな板はございますが、鍋、釡の準備はございません。ご利用の場合はご持参下さい。
・発生したゴミは、月曜日、木曜日の夜に回収いたします。可燃ごみ、資源ごみ、不燃ごみに分別下さい。

＜販売＞
・作品を販売される場合、その結果に発生する如何なる問題も、弊社は一切責任を負いかねますので予めご了承下さい。
　販売手数料はございません。

＜作品保全と会場への立ち入り＞
・セコムの防犯システムを採用しております。
・野外、室内には防犯カメラを設置し問題が発生した場合に供えております。画像データは一定期間保存し自動的に
　消去されます。
・防犯は上記のように作品保全に配慮しておりますが、期間中の展示作品の破損、盗難等の不慮の災害が発生しても、
　弊社としては一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。
・セコム警備解除や会場メンテナンスのため、ご利用時間以外に室内に立ち入る場合があります。展示品には十分に
　注意して作業いたしますので事前にご了承下さい。

＜搬出＞
・最終日の排出は 17 時 30 分からお願い致します。
・完全撤収時間は 19 時とさせて頂きます。当日及び翌日の代理発送は致しませんので、早めのご準備を
　お願い致します。
・ 大きな什器の搬出は、ご利用日の翌日、午前中にお願い致します。

＜展示品の処分＞
・ご利用日が過ぎても展示品が搬出されない場合、配送専門会社に委託し搬出いたします。その場合の費用は、
　出展者様にご請求させて頂きます。

＜キャンセル＞
・キャンセルされる場合は、なるべく早くご連絡ください。展示１ヶ月前を過ぎますと残額もお支払い頂く
　ことになりますのでご注意下さい。
・1ヶ月以前にキャンセルの場合でも、お申し込みの際お預かりした予約金は、キャンセル料として承ります。

＜ご利用上のご注意＞
・禁止ステッカーの貼ってある場所への入室はお断りしております。
・床を汚した場合は、その都度、濡れ雑巾で拭き取るようにお願い致します。
・室内への入室は靴で結構ですが、床に傷が付くピンヒールでの入室をお断りしています。
　事前に催し物のご案内をされる際、お客様への告知をお願い致します。
　ご協力を頂けない展示企画は、次回のご利用はお断り致します。

＜機材を破損した場合＞
・家具、機材、室内等を破損した場合、又は汚した場合は、必ずご連絡下さい。
・破損した状況によっては、修理費をお支払い頂く場合もございます。事前にご了承下さい。
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＜ご予約開始日＞
・展示会 (６日 ) は、ご利用の１年前より受付を致します。
・複数日のご利用は、６ヶ月前より受付いたします。　
・１日のご利用は 3か月前より受付を致します。
 　※時間貸はしておりませんので、１日のご利用をご検討下さい。 

＜使用目的とルール＞
・PerryHouse ギャラリーは大人の文化的な交流や発表の場所としご利用下さい。
　住宅地ですので、落ち着いた静かなイベントのみにご利用頂いております。入場に行列の出来る展示会や
　環境にそぐわないご利用はお断りしております。
・ご使用は展示会以外にも、各種発表会、イベント、販売会、撮影等にもご利用頂けます。
・宗教、ネズミ講的な販売、反社会的な団体の使用はできません。
・香料が残る利用、火を使う利用、危険物の持ち込み、薬物の販売等にはご利用頂けません。
・音に関係する企画は、事前にお問合せ下さい。
　　　持込のマイクやアンプを使用する演奏会や展示企画はご利用頂けません。
　　　一方、生の演奏会や会場備品の機材を利用される場合は、ご利用頂ける場合もございます。
　　　近隣への配慮や他店舗への影響で判断致しますのでお問い合わせ下さい。　　
・お申し込みの内容と違うご使用目的にはご使用になれません。

＜使用期間・時間＞
・６日単位、又はご希望の日数や 1日単位でもご利用頂けます。
　　ご利用可能な日程は、開始日、終了日の前後に１日のメンテナンス日が取れる期間がご利用可能期間となります。
・ご利用時間は午前１0時～午後１９時までとなります。
　　※その他の時間をご希望の場合はご相談下さい。
・オープニングパーティーを開催される場合は、20 時まで延長してご利用頂けます。
　　※時間の延長は、３日以上ご利用させる場合に適応されます。
　　※延長はご利用期間中に 1回とさせて頂きます。
・これ以外に時間延長をされる場合は、20 時まで、1時間単位で、５千円の追加料金をお支払頂くか、
　 開始時間を遅らせることで終了時間を延ばしてご利用頂けます。　
・住宅地ですので 20 時 30 分までに完全退出をお願いしています。時間厳守でご利用下さい。
・夜間にお客様が集中するイベントは、時間延長はお受けしておりません。

＜使用者＞
・申し込みいただいた以外の第三者はご利用いただけません。

＜ご利用料金＞
・一般展示会　【　１６２,０００円　】　( 消費税込み )　
　※現在キャンペーン中に付き、現在は１３０,０００円 ( 税込 ) でご利用頂けます。
　※随時提示される【弊社企画テーマ】に該当される場合、割引でご利用いただけます。
　　詳細は料金表をご覧下さい。

１日レンタル　【　３0,０００円　】 ( 消費税込み )

＜お支払い＞
・申込み日から１週間以内に、ご使用料の半額をご予約金としてお振込み下さい。
　お振込みの確認をもって日程を確定させて頂きます。
　この期間にお振込みが無い場合はキャンセルとさせて頂きます。また残額は、展示日の１週間前までに
　お振込み下さい。

＜告知＞
・告知データを頂けた場合、弊社ホームページで告知するとともにリンク先のアート系情報サイトに
　開催の掲載依頼を致します。告知依頼先は展示会の内容で判断させて頂きます。
・DMの発送は致しておりません。お客様側でご対応をお願い致します。
・告知の葉書を頂ける場合は、PerryHouse 入居者に配布させて頂きます。

＜地図等の版下供給＞
・版下地図は PDF 供給いたします。ご利用はダウンロードページからお願い致します。

＜搬入・展示準備＞
・前日に搬入や展示を希望される場合、搬入は１３時～１７時の間にお願い致します。
・ご利用日の初日は、９時から会場をオープン致しますのでご準備にご利用下さい。
・時間外で準備をされる場合は、追加料金が発生致します。 
・搬入時は中庭前に一時的に駐車頂けます。ご利用下さい。
・搬入後の空箱は搬出までお預かり致します。
・家具の移動はお手伝いさせて頂きます。
・展示用の家具は持ち込みも頂けます。
　（椅子は脚に防音処理をした椅子しかご利用出来ません。持込を希望される場合は事前にご相談下さい。）
・不要な家具は ( 一部の家具を除く ) 撤去も致しますので事前にご相談下さい。
・壁面へのポスター等の掲示は、ピクチャーレール用ワイヤーフックをご利用頂くか、会場で用意しております
　マスキングテープをご利用下さい。
　一般的なセロテープや両面テープは壁面を傷つけますのでご利用出来ません。画鋲等での掲示も同様に
　　お断りしております。
　
＜看板＞
・A型看板を道路からの入口に設置頂けます。
　お薦め掲載サイズは A2　W420・ H594　ポスターは 4枚ご準備下さい。
・雨天用のビニールもご準備頂くと良いと思います。

＜音響施設＞
・ご利用頂ける簡単な音響設備がございいます。CD又は iPod 等の音源をお持ち下さい。
・持込のアンプ、スピーカー等の音響機材の持込は、他店舗と近隣に配慮してお断りしております。

＜Wi-Fi＞
・Wi-Fi 環境が整備されていますので、ご利用下さい。

＜オープニングパーティー＞
・オープニングパーティーを開催される場合は、11 時～ 20 時の間にお願い致します。　
・30 人以上の出席者が予想される会は開催をお断りしています。
・会場は室内のみとさせて頂きます。扉を閉めてご利用下さい。
・後片付けも含め完全退出は 20 時 30 分までにお願い致します。
・お食事やアルコール飲料もお楽しみ頂けますが、節度ある運営をお願い致します。 
・パーティーでの音の出るイベント ( カラオケ・楽器演奏 ) はご利用頂けません。またダンス等の企画もお断り
　しております。
・施設内の他の店舗や近隣からクレームが有った場合、その場で懇親会を中止して頂く場合もございます。
　事前にご了承下さい。

＜防災＞
・ペリーハウスは木造建築のためデッキを含めて全館禁煙です。
・空缶を簡易灰皿とした喫煙も敷地内ではご遠慮下さい。
・敷地内、建物内でのローソク使用は、使用目的に関係なく防火上からお断りしています。
・香取線は電気香取をご準備しております。ご希望の場合はおこえがけ下さい。

＜デッキのご利用に関して＞
・デッキは良く響きますので、携帯電話のご使用、お子様の駆け足は、お断りしております。
・デッキは禁煙となっております。ご来場者にもご案内下さい。
・デッキテーブルご利用の際は専用プレートを表示してご利用下さい。
・18 時以降のご利用は近隣に配慮してご遠慮頂いております。

＜お子様のご来場者に関するご注意＞
・お子様の参加される催し物は、主催者側で会場外で指導する専任者の配置をお願い致します。
　敷地内での鬼ごっこや駆け足、フェンスからの身の投げ出し、階段を駆け下り道路への飛び出し等を
　ご注意下さい。
・敷地内や隣接する道路で事故があっても、ギャラリーと致しましては一切責任を負えませんので予めご了承下さい。

＜キッチンのご利用に関して＞
・飲食関係の認可は一切ございません。お客様の責任範囲でご利用下さい。
・キッチンはお食事や懇親会等にご利用下さい。（飲酒は室内でお願い致します）
・備品として、一般的なお茶用の食器、大型冷蔵庫、オーブンレンジ、IH クッキングヒーターがご利用頂けます。
・鍋、釡の準備はございません。ご利用の場合はご持参下さい。
・発生したゴミは、月曜日、木曜日の夜に回収いたします。可燃ごみ、資源ごみは回収いたしますが、それ以外の
　金属、ガラス等の不燃ごみはお持ち帰り下さい。

＜販売＞
・作品を販売される場合、その結果に発生する如何なる問題も、弊社は一切責任を負いかねますので予めご了承下さい。
　販売手数料はございません。

＜作品保全＞
・セコムの防犯システムを採用しております。
・野外、室内には防犯カメラを設置し問題が発生した場合に供えております。画像データは一定期間保存し自動的に
　消去されます。
・防犯は上記のように作品保全に配慮しておりますが、期間中の展示作品の破損、盗難等の不慮の災害が発生しても、
　弊社としては一切の責任を負いかねますので予めご了承下さい。

＜会場への立ち入り＞
・セコム警備解除や会場メンテナンスのため、ご利用時間以外に室内に立ち入る場合があります。展示品には十分に
　注意して作業いたしますので事前にご了承下さい。

＜搬出＞
・最終日の排出は 17 時からお願い致します。
・完全撤収時間は 19 時とさせて頂きます。当日及び翌日の代理発送は致しませんので、早めのご準備を
　お願い致します。
　　　　　○ヤマト運輸　集荷担当ドライバー　直通携帯電話　【お問合せ下さい。】
　　　　　　地区担当窓口　南東京主管支店　コールセンター　0570-200-732
　　　　　○佐川急便　渋谷区窓口　0120-333-603 

＜展示品の処分＞
・ご利用日が過ぎても展示品が搬出されない場合、配送専門会社に委託し搬出いたします。その場合の費用は、
　出展者様にご請求させて頂きます。

＜キャンセル＞
・キャンセルされる場合は、なるべく早くご連絡ください。展示１ヶ月前を過ぎますと残額もお支払い頂く
　ことになりますのでご注意下さい。
・1ヶ月以前にキャンセルの場合でも、お申し込みの際お預かりした予約金は、キャンセル料として承ります。

＜ご利用上のご注意＞
・禁止ステッカーの貼ってある場所への入室はお断りしております。
・床を汚した場合は、その都度、濡れ雑巾で拭き取るようにお願い致します。
・室内への入室は外履きで結構ですが、床は本物の木のフローリング材のため床に傷が付くピンヒールでの
　入室をお断りしています。　事前に催し物のご案内をされる際、お客様への告知をお願い致します。
　ご協力を頂けない展示企画は、次回のご利用はお断り致します。

＜機材を破損した場合＞
・家具、機材、室内等を破損した場合、汚した場合は、必ずご連絡下さい。
・破損した状況によっては、修理費をお支払い頂く場合もございます。事前にご了承下さい。
・会場は新たな文化の担い手のために心を込めて整備しております。どうぞ大切にご利用下さい。
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強度な構造です。
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平面図

開閉式のカーテン。
梁は展示用壁面として重量物を提げることが
出来る強度な構造です。

※家具は移動した撤去も可能です。ご相談下さい。
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