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イラスト展示会の出展規約 

展示会名：『ベステック” Daniel Smith” で描く ~ 蝶~』    
テーマ：：蝶にまつわるストーリー 

会期：2022 年 9 月 9 日(金)～9 月 21 日(水)※木曜休廊 会場：Janus Creation 1・２F 

時間：11：00～18：00（最終日 16：00）募集人数：先着 10 名 通販あり(3 ページ目を参照) 

 

●概要 

・この作品展は株式会社ベステック様に協賛していただき、Janus Creation が主催します。 

・株式会社ベステック様の取扱製品である“Daniel Smith” の『ミネラルマーベルドットカード・コンフェッティドットカード』

を使用してテーマに沿った作品を制作していただきます。   http://westek.co.jp/ 

・この作品展では、“K の家”「パスカルの蝶たち」とのコラボ展示です。 https://www.knoie.com/ 

  

2022 年 3 月 29 日更新 

一朶 ICIDA による参加型コミュニケーション・アートプロジェクト展 

「パスカルの蝶たち」  

★ 期間限定 BOOTH 販売！ 

★ 店頭限定製品多数！！ 

★ 単色販売は店頭のみ販売がございます！ 

コンフェッティドットカード 

ミネラルマーベルドットカード 
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●参加資格 

ご自身で制作した、テーマに沿ったオリジナル作品。 
プロ・アマ問いません。デジタル・アナログ問いません。二次創作は不可。18 歳以上の方。 

 

●出展料・マージン  

出展料： 7000 円(参加費 5000 円＋材料費 2000 円) / 2F の物販スペースは無料 
マージン：(基本：作家様 70% Janus30%) 

展示…設定価格の 30%を頂戴いたします。 
通販…設定価格から BOOTH 手数料を差し引いた金額の 30%を頂戴いたします。 
※展示・通販ともに作家様への支払い金額は同額となります。(3 ページ 通販に関して を参照) 

 

●出展作品  

サイズ指定：額含め幅 20cm×20cm 以内 ※必ず額装すること (例：14.8 ㎝×19.5 ㎝でも OK) 
作品数：1 点～10 点 
価格設定：1 点 2000 円以上の金額設定をしてください。100 円単位でお願いいたします。 

ご成約いただいた作品は壁から外し、即日お持ち帰りいただきます。期間中に展示作品が少なくなった場
合は追納可能のご連絡を差し上げます。 

 

●参加方法 下記の URL より申し込みフォームより必要事項を記入してお申し込みください。 

１週間以内に確認の連絡をいたします。１週間たっても返信がない場合は、お手数ですが 0422-51-1480 ま
でご連絡ください。 
 
https://janus-creation.jp/gallery/3760.html 
 
【必要事項】 

❶応募展示【ご希望の展示を選択してください】 ❻連絡が取れるメールアドレス 
❷作家名（フリガナ    ❼SNS アカウント（HP や告知などに使用いたします。） 
❸本名（フリガナ    ❽参考作品画像 2 点 
❹郵便番号、住所    ❾有料オプションの有無(7 ページを参照) 
❺電話番号      
   

●申込み締め切り 7 月 31 日(日) 18:00 まで 

●入金締め切り 受付メールを差し上げてから１週間以内 

●ミネラルマーベルドットカード・コンフェッティドットカード 

入金確認後にレターパックライトで即日お送りいたします。 

●キャンセル料  キャンセル料は発生しませんが、入金後の返金は致しません。 

●展示方法  

今回の展示はスペース配分ではございません。 
お預かりした作品は、ギャラリー側でレイアウトをさせていただきます。配置希望には基本お応えできません。 
(「連作のため隣同士で」などの作品情報は事前にメールでご連絡ください。） 
 
展示方法の参考までに・・・ 

キャプションやプロフィールは虫ピンで固定します。 
作品は壁にかけられるよう、必ず紐を通しておいて下さい。置き型の額にも必ずお通しください。 
※接着剤、テープ等での金具、紐の取り付けは不可 

https://janus-creation.jp/gallery/3760.html
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●作品以外のグッズなどの販売に関して  

ポストカードの販売がある場合、価格は 200 円で固定させていただきます。 
・グッズ等は 2F 販売スペースに設置いたします。(8 ページを参照) 

※今回の展示はスペース配分ではないため、展示しきれなかったグッズは在庫保管させていただきます。 
・任意でご用意いただいた名刺、感想ノート、ポートフォリオも物販スペースに設置します。 
・公募展のテーマと無関係でも構いません。 
・作家名と値段が分かるよう１点ずつ値札シールなどを張り付けて下さい。 
・追納が可能です。点数が少なくなったらご連絡いたします。その際の送料もご負担願います。 

※追納の場合は作品発送前に先にメールで作品リスト(納品書)をお送りください。 

 

●通販に関して 壁に展示されている作品のみ対応します。(グッズ販売の対応は致しません。) 

展示期間中に、BOOTH にて通販を予定しております。 
・通販期間：1 週間 (9/16 水曜日 14:00〜9/21 水曜日 14:00 まで) 
・価格設定： BOOTH の手数料分として展示時の価格より 20%あげた金額で設定いたします。(下記参照) 
・送料：宅急便コンパクト(660 円) 購入数が多い場合は購入者と相談します。※購入者負担 

・発送方法：展示期間中に発送いたします。梱包はギャラリー側で行います。 
(メッセージカードを入れたい場合はその旨をご連絡ください。) 

・boost について：BOOTH の手数料を差し引いた分そのままの金額を作家様へお渡しいたします。 

 

●入金・作品の発送と返却に関して  

・ご成約済の作品について 展示期間中にすべてギャラリー側が発送いたします。 
・作品返却に関しては着払いでご返却いたします。 
・売上入金方法 
ご成約いただいた作品を全て発送完了後に、マージン 30%、BOOTH 手数料、振り込み手数料を引いた金額
を作家様にご報告いたします。売り上げ報告メールに入金口座の情報を記載し、1 週間以内にご返信ください。 
1 ヶ月以内にご指定の口座にご入金いたします。※みずほ銀行をお勧めいたします。 
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●搬入方法 9 月 7 日(水) 午前中必着 

【郵送の場合】 
作品管理のため、必ず段ボールを使用した梱包をお願いいたします。郵送中の損害補償は負いかねますので、
適度な梱包をお願いいたします。返送用着払い伝票をご用意ください。送料はご負担願います。 

【直接搬入の場合】上記期日 11:00～18:00 までにお持ち込みください。 
作品管理のため、必ず段ボールを使用した梱包をお願いいたします。 

 

●搬出方法  

【郵送をご希望の場合】展示終了後、翌日に発送予定(次回展示の搬入と重なるため発送が遅れる可能性があります。) 
【直接搬出の場合】9/21(水)16 時以降にご来廊ください。 

日程のご相談は必ずメールでご連絡ください。(例：9/22(金)17 時頃伺います。) 
 ご連絡がない場合、また 9/24(日)までにご来廊いただけなかった場合は着払いで郵送いたします。 
 

●展示前にメールで送っていただくもの 9/7(水)まで 

□作品リスト(納品書) ※参加受付を確認後にメールにてテンプレートをお渡しいたします。 
□「連作のため隣同士で」などの展示レイアウトに関する事。 
□通販で使用する自己紹介文(100 文字以内)(ない場合はプロフィールを引用します。) 
 

●必ずご用意いただくもの  

□【テーマに沿った額装作品】1～10 点 
□【キャプション】 

名刺サイズで厚みのない白ベース、カット済のもの(虫ピンで刺せれば紙質は問いません) 
絵を描いて構いません。タイトル・作家名・価格を必ず記入してください。 

□【プロフィール】 
名刺 (縦)サイズの自己紹介文をご用意ください。絵を描いても構いません。プロフィールの内容は通販にも引
用します。(虫ピンで刺せれば紙質は問いません) 

 
※必要な方のみ 

□【手書きの作品リスト(納品書)】PC 環境のない作家様は用紙を印刷し、手書きで同封してください。 

□【返送用着払い伝票】搬出が郵送の方はご用意ください。 
 
入れ忘れが無いかご確認をお願いします 

 

●任意でご用意いただくもの  

□【名刺等】展示が 2 週間ですので、30 枚が目安です。 
□【グッズ】展示しきれなかったグッズは在庫保管させていただきます。 (7 ページを参照) 
□【感想ノート＆ペン】（要名前記載 ペンは紛失防止のためノートに紐で括り付けた状態にしてください。） 
□【メッセージカード】購入があった場合、名刺があれば一緒に同封いたします。 
□【フライヤーなど】 
□【ポートフォリオ】 
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注意事項・免責事項  

・期間中の常駐について 
Janus では基本的に常駐をご使用者様にお願いしておりますが、新型コロナウィルス感染予防対策としてスタッフ
のみの常駐となります。 
・作品の管理、保全について 
作品の管理・保全について、ご使用者様が不在の際に起こった事故につきましても原則として Janus 側は責任を
負いかねますのであらかじめご了承ください。  
・免責事項 
額及び金具、紐の強度不足に起因する落下、損害補償は負いかねます。 
地震による作品の落下、損害補償は負いかねます。 
作品運送時の作品の損傷については責任を負いかねます。配送業社様とご協議願います。 
会場内、もしくはそれをきっかけに発生した事故、けが、作家様同士のトラブル等については、責任を負いかねま
す。主催からの指示がありました場合、優先的に従っていただきますようご協力をお願いいたします。 
利用規約の禁止事項に違反する行為、及び、複数の作家・来場者を不快にさせる迷惑行為を発見しました場
合、即時撤去、及び、今後のグループ展への参加受付拒否などの強制措置をとらせていただきます。 
・その他 
会期中、ギャラリー見学のお申し込みがあった場合、スタッフ立ち会いのもとに館内をご案内する場合もありますの
で了承ください。 
会期中、館内 2F ではワークショップを実施する場合がございますので了承ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

連絡先 

Janus Creation 
－ジェーナスクリエイション－ 

〒181-0013  
東京都武蔵野市西久保 1-6-20 

TEL: 0422-51-1480 
E-mail：info@janus-creation.jp 
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【各階の見取り図】 

Janus Creation 入り口 
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Janus 2F スタジオギャラリー 
全体の雰囲気 

【内装】 

Janus 2F スタジオギャラリー 
片側の壁 

Janus 1F メインギャラリー 
 

Janus 1F メインギャラリー 
カフェカウンターの様子 

 

Janus 1F エントランスギャラリー 
階段下の様子 
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【有料オプション】 

【ブランコ】耐荷重 1kg 
先着 10 名(1 人 1 点まで) 
 
麻紐で壁に板をぶら下げます。 
セリアのミニ 4 つが目安です。 

 
800 円 

【天板と脚】耐荷重 10kg 
先着 4 名(1 人 1 点まで) 
 
奥 30cm×横 80cm 
高さ調節可能 

 
2000 円 

NO PHOTO 
 
イメージです。 

【天板と脚】耐荷重 20kg 
先着 1 名(1 人 1 点まで) 
 
奥 120cm×横 80cm 
高さ 107cm 
(凡そ上・中段 27cm 下段 30cm) 
 

5000 円 

【物販スペース】  

2F の販売スペース 
奥 25cm×高さ 30cm 

 

今回の展示ではご利用いただけません 


