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大阪デザイン振興プラザのレンタルスペースのご利用について 

 

大阪デザイン振興プラザ内のレンタルスペースをご利用の際は、下記の利用規約をご確認の上、利

用申し込みを行ってください。 

なお、ご利用のお申し込みをいただいた場合には、下記規約のすべてにご同意いただいたものとし

て取り扱います。 

 

 

大阪デザイン振興プラザ レンタルスペース利用規約 

 

1 レンタルスペース利用範囲及び利用資格 

（１）利用範囲 

  ・デザインに関連する展示会、展覧会、発表会、講演会、撮影会等 

  ・デザイナーの人材育成に関する活動 

・デザイナーの交流促進に関する活動 

  ※来場者から入場料の類を徴収する、若しくは商品等を販売する場合は、事前に大阪デザイン振

興プラザ（以下「当プラザ」という）事務局にご相談ください。 

  ※以下の事項に該当する場合は、利用できません。 

   ア 公序良俗や法律に反する目的での利用 

   イ 政治・宗教的な目的での利用 

   ウ その他、当プラザの運営趣旨に合致しないと事務局が判断した目的での利用 

（２）利用資格 

  ・18歳以上の方であればご利用できます。（学校等での利用の場合は、責任者が 18歳以上であれ

ば利用できます。） 

  ・ただし、利用者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）

第 2条第 2号に規定する団体の構成員に該当する場合は、ご利用できません。 

 

2 受付場所・予約方法 

（１）予約方法 

① WEBサイトまたは電話にて空き状況をご確認ください。 

（事前に電話で仮押さえいただくことが可能です。） 

② WEBサイトから「申込書」をダウンロードいただき、必要事項をご記入のうえ、メールまた

はFAXでお申し込みください。当プラザが受領した旨回答した時点で利用申込完了となりま

す。 

仮押さえの場合は、仮押さえ日を含む 14日以内に利用申込を完了してください。 

（２）受付期間 

利用日の 15 ヶ月前の月初め（日曜日・祝日および年始は翌営業日）から利用日の前日まで

の期間に先着順で受け付けます。 
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（３）受付時間 

月曜日～土曜日／午前 10時から午後 6時まで 

※日曜日・祝日および年末年始（12月 29日から翌年 1月 3日まで）は休館です。 

（４）受付場所 

大阪デザイン振興プラザ 事務局 

大阪市住之江区南港北 2-1-10 ATCビル ITM棟 10F 

TEL：06-6615-5510（午前 10時から午後 6時まで（日曜日・祝日および年末年始を除く）） 

FAX：06-6615-5173 

E-mail：info@osaka-design.co.jp 

（５）利用許可 

  ・利用申込みが確定して、利用料金の入金が事務局で確認できた時点で、レンタルスペースの利

用許可となります。 

 

3 利用料金及び利用時間 

（１）利用料金 

① レンタルスペース 

施設名 有効面積 基本料金 (税別) 
50%増し利用料金 (税別) 

※【備考】エを参照 

デザインギャラリー 363㎡ 

30,000円／日 

延長料金 2,500円／時間 

搬出入時 15,000円／日 

45,000円／日 

延長料金 3,750円／時間

搬出入時 22,500円／日 

デザインショーケース 

(合計 4室) 
70㎡／室 

10,000円／日 

延長料金 2,500円／時間 

搬出入時 5,000円／日 

15,000円／日 

延長料金 3,750円／時間

搬出入時 7,500円／日 

多目的ルーム 244.57㎡ 

20,000円／日 

延長料金 2,500円／時間 

搬出入時 10,000円／日 

30,000円／日 

延長料金 3,750円／時間

搬出入時 15,000円／日 

交流サロン 
約 121㎡ 

※受付カウンター内 

 スペースを含まず 

10,000円／日 

延長料金 2,500円／時間 

搬出入時 5,000円／日 

15,000円／日 

延長料金 3,750円／時間

搬出入時 7,500円／日 

【備考】 

ア 各室の仕様は、別紙１をご参照ください。 

イ 基本料金に電気代を含みます。 

ウ 「交流サロン」は、ギャラリー・ショーケース・多目的ルームをご利用される場合のみ、

併せて利用が可能です。（当プラザ入居者以外への単独での貸出は行っておりません。） 

エ お申し込み時に入場料収入もしくは販売収入が 100 万円以上想定される場合については、

利用料金は 50%増しの金額となります。催事終了後に入場料収入もしくは販売収入が 100万

円以下となった場合でも 50%増し分の利用料金はお返ししません。また催事終了後に収入額
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が 100万円以上となった場合は、50%増しの利用料金となります。入場料収入額や販売収入

額については催事終了後すみやかにご報告いただきます。 

 

② 無料貸出備品 

基本備品及び多目的ルーム備品（以下「無料貸出備品」といいます。）は無料でご使用いただ

けます。ただし、数に限りがありますので、必要な場合は当プラザ事務局までお問い合わせく

ださい。無料貸出備品の詳細は、別紙２をご参照ください。 

なお、工具や延長コード、養生テープ等の貸し出しは行っておりませんので、必要な備品は

ご持参ください。 

③ 有料貸出備品 

 ②の一般貸出備品のほかに有料で貸し出す備品があります。詳細は、別紙３をご参照くださ

い。 

④ 備品の利用範囲 

備品の利用範囲は、当プラザ内でのご利用に限ります。ただし、外部との連携イベントに利

用する場合など、事務局がやむを得ないと判断したときは、備品を当プラザの外での利用がで

きる場合があります。 

 

 （２）利用時間 

終日（午前 10時から午後 6時まで） 

以降 1時間ごとに延長可能（延長は原則午後 8時まで） 

 

4 料金のお支払い 

（１）請求方法 

利用申込完了後に利用申込書に記載いただいた請求先住所へ請求書を送付いたします。 

（２）振込期間 

利用日の前日までに、当プラザが指定する金融機関口座へ利用料金をお振り込みください。 

（３）キャンセル料金 

キャンセル料金は次のとおりです。 

取消日 キャンセル料金 

利用日の 4営業日前まで なし 

利用日の 3営業日前 所定の料金の 50％ 

利用日の 2営業日前～当日 所定の料金の 100％ 

※事前にお支払いいただいた利用料金からキャンセル料金をお支払いただく場合は、残金か

ら振込手数料を差し引いてご返金します。 
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5 利用開始から終了までの流れ 

（１）利用施設の開場 

利用開始前に当プラザ事務局まで開錠依頼にお越しください。 

開場後の扉の開閉及び人の出入りについては、利用者で管理をしてください。 

（２）会場設営 

会場内の机・椅子の設営は利用者で行い、終了後は元の位置に戻してください。 

（３）備品の貸出 

備品の貸し出しは当プラザスタッフの立ち合いのもとに行います。当日に備品を追加される

場合は、無料貸出備品で使用が可能な場合に限り貸し出しいたします。 

（４）清掃・原状回復・ごみの処理 

使用後の清掃、机・椅子等の原状回復が終わりましたら事務局までご連絡ください。当プラザ

スタッフが確認させていただきます。 

レンタルスペース利用により発生したごみは、持ち帰るなど全て利用者が処理してください。 

（５）貸出備品の返却 

備品の返却の際は、事務局にご連絡ください。当プラザスタッフが、品目、数量等を確認させ

ていただきます。 

（６）退出 

ご退出は、当プラザスタッフによる原状回復等の確認終了後となります。 

 

6 禁止事項 

 ・公序良俗に反する行為その他法令に違反する行為、または犯罪に結びつく行為 

・当プラザを含む建物や付帯設備を損傷及び滅失する恐れがある行為 

・当プラザ入居者および他の利用者に迷惑を及ぼす恐れがある行為 

・レンタルスペースを利用する権利の全部または一部を第三者に転貸・譲渡すること 

・政治・宗教関連目的の勧誘・宣伝を行うこと 

・騒音や臭いが発生する作業を行うこと 

 ・当プラザ内での喫煙 

（当プラザ内は禁煙です。喫煙をされる場合は、建物内指定の喫煙スペースをご利用ください。） 

 ・当プラザ内での飲食 

（当プラザ内での飲食は原則禁止しております。飲食を伴うレセプション等でのご利用の場合 

は、事前に当プラザ事務局までご相談ください。） 

 

7 利用許可の取消 

以下の項目に該当すると当プラザが判断した場合（レンタルスペースのご利用前で以下に 該

当する恐れがあると当プラザが判断した場合を含みます。）、予約を受け付けず、また予約が成立

した後及びレンタルスペースご利用中であっても、ご利用を中止させていただく場合がございま

す。 

なお、上記に基づきご利用を中止した場合であっても、予約時にお支払いいただいたレンタル
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スペース利用料金の払い戻しには応じかねますとともに、その際に生じた損害の賠償はいたしま

せん。 

 【利用取消となる場合】 

・お申込み内容に偽りがあった場合、またはお申込み内容と異なる利用を行った場合 

・本利用規約の「禁止事項」及び「利用に関する注意事項」、または当プラザスタッフの注意に従

わない場合 

・過去にレンタルスペースをご利用の中で、次回以降のご利用をお断りした場合 

・その他当プラザの運営趣旨に照らして不適切な利用と判断した場合 

 

8 利用に関する注意事項 

（１）利用者の責務 

① 管理責任 

ア レンタルスペース利用時に発生した事故やトラブルについては、すべて利用者に責任を負

っていただきます。利用者自身ではなく来場者等の行為でも、利用者の責任として処理いた

しますので、十分に注意してください。 

利用者は、利用期間中、レンタルスペース及び付帯設備の保全に万全の注意を払うととも

に、来場者の安全確保について責任をもって必要な措置（来場者に対する整理・案内）を講

じてください。 

なお、不特定多数の来場者を対象とした利用については、イベント保険のご加入をお勧め

します。 

イ レンタルスペースでの盗難については、当プラザは一切責任を負いません。利用中に生じ

た利用者の所有物の盗難・棄損については、施設不備を除き、当プラザでは一切、賠償の責

任を負うことができません。 

利用者がレンタルスペースを連続して利用する場合には、レンタルスペースに残置する

ことができますが、残置する物品・使用機材等については、当プラザでは保管の責任を負う

ことができませんのでご注意ください。 

高価物品等については、動産総合保険等のご加入をお勧めします。 

② レンタルスペース及び貸出備品の賠償責任 

ア 利用に際して、レンタルスペースの施設・設備、無料貸出備品及び有料貸出備品（以下「レ

ンタルスペース等」といいます。）を棄損・汚損・滅失したときは、直ちに当プラザ事務局

にその旨を届け出てその指示に従ってください。 

イ 利用に際して、レンタルスペース等を棄損・汚損・滅失したときは、利用者の責任におい

て原状回復をするか、その損害を賠償していただきます。 

 

（２）展示方法 

① 次の内容の展示は禁止します。展示の可否がご不明の場合は、事前に当プラザ事務局までご

相談ください。 

・公序良俗や法律等に違反する展示 
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 ・生き物や食物、におい、騒音がでる展示 

 ・ポルノアダルト的表現、爆発物や危険物等の展示 

 ・その他当プラザが不適切と判断した展示 

② 火気・ガス類を使用した展示演出は禁止します。 

③ 壁への釘、ガムテープ、両面テープ、タッカーの利用は禁止します。 

④ 展示用什器、備品を設置する場合は、床面を傷つけないようにご注意ください。 

⑤ 天井から作品等を吊る場合は、事前にご相談ください。なお、スプリンクラーの散水障害と

ならないように、天井から 60cm以上空けて吊ってください。 

⑥ 非常用導線を確保するため、非常誘導灯が隠れないようにしてください。また、非常口前

に展示物や什器・備品等を設置しないでください。 

（３）貸出を受けた撮影機器の利用 

① 当プラザは、撮影機器の貸出のみを行うものであり、利用者が撮影によって得た映像データ 

を保管・編集する業務を行うものではありません。 

② 貸出を受けた撮影機器（以下「当撮影機器」という）は利用の承認を受けたレンタルスペー

ス内でのみ使用するものとします。ただし、別途事務局の許可がある場合はこの限りではあ

りません。 

③ 当撮影機器については、善良なる管理者の注意義務をもって使用・管理しなければなりませ

ん。また、当撮影機器をその使用目的以外に使用してはなりません。 

④ 当撮影機器は、受領時と同等・同様の状態にて返却するものとし、撮影した映像データは当

撮影機器から消去したうえで返却するものとします。 

⑤ 貸出メモリーカードの故障や操作ミス等により消失・破損したデータに関しては、当プラザ

は一切の責任を負いかねます。 

⑥ 返却時において、当撮影機器に滅失、破損、故障その他の不備があり、これが引き渡し時に

存在しないものであった場合、利用者は故意又は過失の有無を問わず、これに伴う損害を賠

償するものとします。ただし、当プラザの責に帰すべき事由によることが明らかな場合はこ

の限りではありません。 

（４）電気設備 

① レンタルスペース内の分電盤は一切触らないでください。 

② 電気容量が大きい場合は、事前にご相談ください。 

③ コンセントを利用される場合の電気容量は、1 回路あたり 15A までです。容量を超える場合

は回路を分散してのご利用が必要です。回路図については事務局にお問い合わせください。 

（５）防火・防災 

  ・火気・ガス類の使用は禁止しています。 

また、 高圧ガス・ガソリン・灯油・その他の危険物の持ち込みについてもご遠慮下さい。 

  ・不特定多数が来場する催事の場合、消防署への「催事開催届出書」の提出が必要となることが

あります。事前に住之江消防署へご相談ください。 

（６）荷物の搬送 

・梱包資材や展示品の事前預かりは行っておりません。 
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9 レンタルスペース利用の中止 

   当プラザは、下記の場合、開館を中止または臨時休館することがあります。それに伴い、レン

タルスペース利用も中止させていただきます。 

・交通機関の事故やストライキ、台風・地震等の天災地変、戦争や暴動等が発生した場合 

・緊急の施設・設備の保守点検や改修工事等が行われる場合 

・その他当プラザが、やむを得ない事情があると判断した場合、または不可抗力により開館が不

可能と判断した場合 

 

10 利用者に対する損害賠償請求 

   利用者が本利用規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当プラザに損害を

与えた場合、当プラザは利用者に対し損害賠償請求を行うことができるものとします。 

 

11 免責事項 

（１）情報の掲載 

当プラザのWEBサイト等にレンタルスペース情報を掲載する際には、細心の注意を払ってお

りますが、その正確性、完全性、有用性、安全性、最新性等について保証をするものではありま

せん。 

（２）不可抗力による損失 

天災地変、交通機関の事故やストライキ、電力供給停止、電話通信網の停止等の不可抗力によ

ってレンタルスペースの貸出ができなくなったことにより生じる直接的または間接的な損失に

対し、一切責任を負いません。 

（３）当プラザの不備による損害の補てん 

当プラザの施設・貸出備品等の不備による損害の補償は、当プラザにお支払いいただいた利用

料金内とさせていただきます。 

 

12 個人情報の利用 

 ・当プラザがお預かりした個人情報は、別途定めるプライバシーポリシーに則り、目的の範囲内に

限って利用を行います。 

 ・当プラザでは、当プラザの広報や事業報告のため、レンタルスペース来場者の来場風景等を写真・

動画撮影する場合がありますので、必要に応じて来場者等への周知をしてください。 

 

13 管轄裁判所 

規約に関する紛争、又は訴訟につき日本国法を準拠法とし、大阪地方裁判所、又は大阪簡

易裁判所を第一審管轄裁判所とします。 

 

14 その他 

   利用規約は予告なく変更することがあります。その場合、変更した時点より新しい利用規約が
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有効となります。 

 

平成 29年 4月 1日制定 

平成 29年 10月 1日改定 

大阪デザイン振興プラザ 

 

 

 

 

 

平成 29年 10月 1日 
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(別紙 1) 

 ＜レンタルスペース仕様＞ 

 

【デザインギャラリー】 

面 積 有効展示面積 363㎡ (109.8坪) 

天井高 2.8m 

内 装 

床面･･･ナチュラル・フローリング 

壁面･･･プラスターボード／ホワイト塗装 

天井･･･スケルトン天井 テクニカル・シーリング 

照 明 調光による可変ライティング 

 

【デザインショーケース】 

面 積 1室あたり有効展示面積 70㎡ (21.2坪) × 4室 ≓ 280㎡ (85.0坪) 

天井高 2.5m (展示面から) 

内 装 

床面･･･ナチュラル・フローリング 

壁面･･･プラスターボード／壁紙 

天井･･･スケルトン天井 テクニカル・シーリング 

照 明 調光による可変ライティング 

 

【多目的ルーム】 

面 積 有効面積 244.57㎡ (74.0坪) 

天井高 2.8m 

内 装 

床面･･･ループカーペット 

壁面･･･プラスターボード／ホワイト塗装 

天井･･･ボード仕上げ 

照 明 蛍光灯 

収容人数 最大着席 100名 

 

※レンタルスペース用のWi-Fiが開通しています (5台同時にインターネット接続可能) 

  ※ギャラリー (60A、40Aの 2カ所)、ショーケース (各室 20A) に予備の電源がございます。（要

事前相談） 
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(別紙 2) 

 ＜無料貸出備品＞ 

 

＜基本備品＞ 

備品名 数量 備考（機種名、サイズなど） 

ピクチャーレール 150  

スポットライト 230  

展示台 44  

パーティション 21  

アクリルケース 36  

サインポール 20  

ホワイトボード 2  

ワイヤレスアンプスピーカーセット 2 1セットにつきマイク 1本 

 

   ＜多目的ルーム備品＞ ※ギャラリー・ショーケースでも利用可 

備品名 数量 備考（機種名、サイズなど） 

机 35 W1,800×D450×H700 (mm) 

椅子 120  

簡易スピーカーセット 1(セット) 

YAMAHA 

（ PORTABLE PA SYSTEM MODEL 

STAGEPAS 300 ） 

有線マイク 4  

マイクスタンド（床置き） 1  

マイクスタンド（卓上） 2  

卓上演台 1  

プロジェクター 1 キヤノン LV-7490 

※接続ケーブル類については事前

に事務局にお問合せください 

※2台目から有料 

スクリーン 1 W1,800×H2,430 (mm) 

ステージ 4 W1,800×D900×H200 (mm) 
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(別紙 3) 

＜有料貸出備品＞ 

 

＜一般備品＞ 

備品名 料金（税別） 数量 備考（機種名、サイズなど） 

マイクセット 3,000円 1 マイク（無線 1本）、スピーカー 

マイクセット 4,000円 1 マイク（無線 2本）、スピーカー 

机 300円 49  

椅子 200円 190  

プロジェクター(追加) 20,000円 1  

スクリーン  2,000円 1  
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(別紙 3) 

 

＜撮影用貸出備品（有料）＞ 

パック 料金(税別) 機材名 数量 

カメラ 

パック 
5,000円 

カメラ 

関係機材 

キヤノンEOS 6D Mark II24-105IS STM  

レンズキット(カメラ) 
1 

キヤノンEF100mm F2.8Lマクロ IS USM (レンズ) 1 

キヤノンバッテリーパックLP-E6 1 

三脚 1 

カラーチェッカー 1 

機材 

パック 
5,000円 

ストロボ 

照明 

関係機材 

サンスターストロボ MONOSTAR C3 2 

フォトフレックスライトドーム M  

W610×D810×H430 (mm) 
1 

フォトフレックスライトドーム S  

W410×D560×H330 (mm) 
1 

コネクターセット 2 

ホワイトアンブレラ 2 

サンスターリモートシンクロ 1 

コメットフラッシュネーターEX-2 1 

ブーム 1 

スタンド 6 

ウエイト 4kg 2 

背景 

関係機材 

KPボード 4 

メラミンボード KBボード 300×600 (mm) 1 

白デコラ板 300×600 (mm) 1 

白バックペーパー 2,000×5,500 (mm) 1 

マンフロット 076Bオートポール 2 

マンフロット 032BASE(B) オートポールベース 2 

ポール 2 

クリップ 10 

スーパークランプ 4 

ディフューザー 2 

ディフューザーアーム 2 

テーブル用スタンドセット 1 

箱馬 2 

【備考】 

ア 撮影機材はパックでの貸し出しになりますので、１機材のみの利用の場合であっ

てもパック料金になります。 


