【リコーイメージングスクエア新宿・大阪写真展開催規定】

ギャラリー入り口のタイトルなどの制作費および、搬入、展示、

リコーイメージングスクエア新宿・大阪ギャラリーで開催する写真展

撤去作業、搬出などの諸費用は、開催者のご負担となります。

■写真展運営

当社が発行するプレスリリース等の作成費用および郵送料は、

16.

は写真文化の高揚を目的とし、この趣旨に沿った写真展の申し込みを

8.

受け付けます。開催をご希望の方は、本規定をよくご理解いただき、

当社にて負担いたします。

お申し込みください。

■開催期日、開催期間、開場時間および搬入、搬出時間など

■写真展開催申し込み

9.

1.

2.

会場、開催期日および期間はギャラリーの運営上、当社で決めさ

ものとし、当社に販売代金の 20％を手数料として支払うものと

ングスクエア新宿もしくは大阪までご持参または、配達記録の

た場合は再審査を行い、その内容によっては受諾を取り消すこ

残る宅配便・書留郵便にてお送りください。

とがあります。

19.

ギャラリーの基本レイアウト以外への変更はご相談ください。

開催予定日の 4 ヶ月前以降に写真展の取り止めや内容変更など

20.

作品以外の物品を搬入し展示を行う場合は、事前に当社の承諾

受付期間（月初が休業日の場合は翌日から、月末日が休業日の場

10.

合は前日まで）

のお申し出をいただいた場合、それによって発生した損失を補

1 月 1 日～1 月 31 日／4 月１日～4 月 30 日／

償していただく場合もございます。
11.

りです。

ため、
写真展終了後 2 年間は新たな申し込みはご遠慮ください。

・開館時間

申し込み用および写真展用の作品は未発表のものに限ります。

21.

よび備品を汚損や破損した場合は、その損害を賠償するものと

22.

を撤去し、写真展を中止することがあります。
23.

承された内容に限ります。
24.

・搬入、展示および撤去作業、搬出時間
搬入、展示作業

※画像データでのご応募は受け付けておりません。

新宿 前の写真展終了日の 16：30～18：30

撤去作業、搬出

■選考および通知

25.

26.

大阪 写真展最終日の 16：00～16：30

■個人情報の利用目的など

同意できず、個人情報をご提供いただけない場合は本申し込み

■展示作品の取り扱い

了承ください。

13.

15.

写真展申し込み者から提供された個人情報は次に示す利用目的

写真展終了後は、すみやかに展示作品などを搬出してください。

12.

14.

27.

作品の搬入・搬出の際は必ず立ち会ってください。

の範囲内で使用し、当社にて適切に管理します。この利用目的に

なお、審査内容についてのご質問にはお答えできませんのでご

■写真展開催に関する費用

中は開催者側にて係員を配置してください。

せん。搬入後の梱包資材等の保管場所を確保してください。

り日の 1 ヶ月後をめどに開催の諾否をご連絡いたします。

お申し込み作品は当ギャラリーにて直接お引き取りいただくか

作品についての質問などが来場者からありますので、開催期間

新宿 写真展最終日の 16：00～16：30

※なお、当ギャラリーには梱包資材等の保管場所がございま

お申し込み作品は写真展運営委員会において審査し、各締め切

フォトギャラリー連絡会の申し合わせにより、祝い花はお断り
します。

大阪 前の写真展終了日の 16：30～18：30

作品に添付してください。

展示作品に関し、協力者、企業名、商品名およびデータなどを会
場内に表示する場合は、その内容をあらかじめ当社に提示し了

展示および撤去作業は、ギャラリー品質、設備等の維持のた
め、弊社指定業者への委託となります。（大阪は除く）

写真展運営委員会が申し込み書に記載されている内容と展示内
容が異なると判断した場合、写真展開始後であっても全展示物

・展示および撤去作業

※作品内容の説明、制作意図を 200～400 字程度にまとめて、

開催者側がリコーイメージングスクエア新宿・大阪内の設備お

します。
新宿 10：30～18：30（最終日 16：00 終了）

大阪 毎週火曜日および年末年始

明記してください。

作品、案内ハガキ、キャプション、ポスター、館内の案内看板、

を得るものとします。

・休 館 日 新宿 毎週火曜日および年末年始、ビル休館日

マウント不可）し、スライドファイルに入れて表紙 に 氏 名 を

リコーイメージングスクエア新宿・大阪にて写真展を開催する
権利を第三者に譲渡および転貸することはできません。

大阪 10：30～18：30（最終日 16：00 終了）

作品は次の要領で 30～50 点をご提出ください。

または宅配便（送料着払い）にてご返却いたします。

します。
18.

開館時間、搬入、展示、撤去作業、搬出条件および時間は次の通

※より多くの皆様に写真展開催の機会をご提供させていただく

＜スライド＞オリジナルまたはデュープをマウント（ガラス

7.

会場において、物品を販売するときは、事前に当社の承諾を得る

予定日の 4 ヶ月前までにお申し出ください。作品内容を変更し

に氏名を明記してください。マット加工の作品はお断りします。

6.

17.

せていただきます。写真展の取り止めおよび内容の変更は、開催

＜プリント＞A4 程度のプリントをクリアブックに入れて表紙

5.

ません。

み書に必要事項をご記入のうえ作品に添付し、リコーイメージ

また、他のギャラリーとの多重応募はできません。
4.

一般入場者から入場料を徴収することは、原則としておこない

個人、およびグループによる写真展開催をご希望の方は、申し込

7 月 1 日～7 月 31 日／10 月 1 日～10 月 31 日の年 4 回

3.

は当社に帰属するものとします。

申し込み作品や展示期間中における展示作品の汚損、破損、変質

を受け付けることはできませんので、ご了承ください。
28.

個人情報の利用目的

等の損害について、当社は一切の責任を負いません。

ご提供いただいた個人情報は、以下の目的で利用させていただ

巡回展の場合は、リコーイメージングスクエア新宿もしくは大

きます。

阪を起点とさせていただきます。

・お申し込みいただいた作品を審査するため

展示作品の著作権は作者に帰属しますが、展示に関連する権利

・審査結果を連絡するため

・作品を返却するため

29.

＜ギャラリー壁面図（例）＞

・写真展開催にかかわる手続きおよび作業を行うため

・リコーイメージングスクエア新宿

・当社のホームページにおいて写真展開催の告知を行うため

【ギャラリーⅡ】

受付№

リコーイメージングスクエア新宿・大阪写真展申込書
リコーイメージングスクエア新宿・大阪御中

預託について
当社はご提供いただいた個人情報について、上記利用目的の実

□ギャラリーⅠ

あります。

□ギャラリーⅡ

□ギャラリーⅠ＆Ⅱ

申込者氏名（申込者が複数の場合、グループ名および代表者名をご記入ください）

当社は、ご提供いただいた個人情報を、本人の同意が得られた

（ふりがな）

出展者人数

印

へ提供することはございません。
■その他
当社は本規定を予告無く改定することがあります。この場合、申

日

□大阪

第三者への提供

場合、法令等に基づき開示の要請があった場合を除き、第三者

31.

月

展示希望会場（ご希望に添えない場合もございます）

施に必要な範囲内で、業務委託先又は提携先に預託する場合が

30.

年

写真展開催規定に同意し、下記の通り申し込みます。

・壁面高さ：1800 ㎜ ・会場床面積：43 ㎡
・照
明：蛍光灯、ハロゲン（スポット）

人

申込者住所
〒
-

【ギャラリーⅠ】

込条件は改定後の規定を適用するものとします。
■お問合せ先

電話

(

)

携帯電話

(

)

リコーイメージングスクエア新宿 ℡03-3348-2941

E-mail

リコーイメージングスクエア大阪 ℡050-3534-6188

年齢
所属写真団体名

歳

性別

□ 男

□ 女
□ プロ
□ アマチュア

写真展名
展示作品内容

・壁面高さ：2570 ㎜ ・会場床面積：54 ㎡
・照
明：蛍光灯、ハロゲン（スポット）
・音響設備：CD プレーヤー、有線放送

・リコーイメージングスクエア大阪

使用機材
展示希望時期

年

月頃

申込作品
種類

□ カラー

□ モノクロ

サイズ
点数

点
展示内容（現段階でお分かりになることで結構です）
□プロラボ

プリント

□自作プリント

□インクジェットカラープリント
□インクジェットモノクロプリント
□銀塩カラープリント

サイズ

□銀塩モノクロプリント

点数

額装方法
点

・壁面高さ：3400 ㎜ ・会場床面積：48 ㎡
・照
明：LED（常設光・スポット）
・音響設備：CD プレイヤー、有線放送

点

