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利用料金

5,000 mm

balcony

8,300 mm

oﬃce

クリエイターの教室

ワークショップ／レクチャー／スクリーニング／トークショー etc..

creatorʼ s class

workshops ／ lecture ／ screening ／ talk show etc..

ショールーム

プロダクツの展示・販売／出版記念パーティ等

show room

exhibition and sale of products ／ book launch party etc..

エキシビション

アート作品の個展

art exhibition

art exhibition

パーティ／イベント

プライベートパーティ（〜30 名）

＊ケータリング込

private party

private party（max 30 people）

＊including catering

設備

salon

entrance
salon space

2

~40m

fee

30,000 yen
／ 1day
140,000 yen
／ 1week

salon equipment

large (82cm x 148cm) wooden table

2

wooden bench

1

stools

6

small chair

5

large chair

4

wooden bench (low)

1

coﬀee table

1

daybed sofa

1

1 seater sofa

2

Taguchi cube speaker

2

YAMAHA AV receiver RX-V525

1

free wiﬁ

5,000 yen
／ 1h

70,000 yen〜
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使用規約

rental guidelines

□クリエイターの教室に関しまして

□ workshops and lectures

・使用時間は 12:00〜21:00 までの 1 時間単位からご使用いただけます。

・available daily from 12:00〜21:00 (space can be rented per hour)

・マンションの一室の為、楽器の演奏等、大きな音は出すことはできません。

・the salon is in a apartment building so ampliﬁed live performances are oﬀ limits.

・プロジェクター、スクリーンは設置可能ですので、必要な場合はお持ち込みをお願い致します。

・projector and screen space is available (please bring your own equipment)

・ワークテーブルはレイアウトの変更は可能です。

・the layout of the salon can be changed to suit workshop or lecture.

( テーブルでは 10 名程度作業することができます。最大で 25 名収容可能です）
・終了後は現状復帰を原則と致します。

(up to 10 ppl can be seated around the tables, in the case of a lecture the max capacity is ~25 ppl)
・please put the salon layout back to standard once the event has ended.

□ショールームに関しまして

□ showrooms

・使用時間は 12:00〜21:00 とします。（企画によっては時間帯をご相談ください）

・available daily from 12:00〜21:00

・レイアウトの変更は可能ですので、お気軽にご相談ください。

・the layout of the salon can be changed freely.

・終了後は現状復帰を原則と致します。

・please put the salon layout back to standard once the event has ended.

□エキシビションに関しまして

□ exhibitions

・使用時間は 12:00〜20:00 とします。搬入、搬出込みで使用期間を 1 週間と致します。

・available daily from 12:00〜20:00

・展示スペースは、壁面（白）幅 3,000(mm) 高 1,840(mm)

・white wall length 3,000(mm)

・床面約 5,000(mm) 4,500(mm) となっております。

・ﬂoor space 5,000(mm) 4,500(mm)

・会期終了後は現状復帰を原則と致します。

・please put the salon layout back to standard once the event has ended.

□パーティ／イベントに関しまして

□ parties and events

・使用時間は 12:00〜23:00 の 5 時間以内と致します。

・available daily from12:00〜23:00 (on a 5 hour rental basis).

・プライベートパーティはケータリング込となっております。

・we include catering services in private receptions (menu variations can be made to ﬁt your budget)

height1,840(mm)

予算にあわせた food のバリエーションを用意しております。お気軽にご相談ください。

使用に関しての質問等ありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。

please contact us if you have any questions!

企画に応じて、可能な限り対応させていただきます。

we understand that each event is diﬀerent, and will try our best to accomodate your needs.

問い合わせ
salon@shima-uma.co.jp

salon@shima-uma.co.jp

