
【利用申請書提出及び問い合わせ先】

福岡市美術館 広報運営グループ「福岡市美術館ギャラリー利用受付係」

〒810-0051 福岡市中央区大濠公園1-6

電話：092-714-6051

福岡市美術館 ギャラリー利用申請マニュアル
【２０２０年１月６日（月）～６月２８日（日）利用分】

利用申請期間 ２０１９年７月１日（月）～３１日（水）



福岡市美術館 ギャラリー利用申請マニュアル

施設利用について

■ 開館時間と休館日

＜開館時間＞ 午前９時３０分～午後５時３０分

※但し，７～１０月の金・土曜日は午前９時３０分～午後８時

＜休 館 日＞ 毎週月曜日

※但し，月曜日が祝休日の時は開館し，翌平日が休館

■ 今回の利用可能時期

・ ２０２０年１月６日（月）～ ６月２８日（日）

※利用期間は，休館日（月曜日）から次の休館日の前日（日曜日）までの７日間を原則とします。

（作品展示，撤収の日を含む）

但し，月曜日が休日の場合は開館しますので，利用期間が異なる場合があります。

■ 利用の流れ

■ 利用申請方法及び申請期間

・ 利用申請書を下記の提出先に郵送もしくは持参してください。

＜提 出 先＞ 福岡市美術館 広報運営グループ「福岡市美術館ギャラリー利用受付係」

〒810-0051 福岡市中央区大濠公園1-6 

＜申請期間＞ ２０１９年７月１日（月）～７月３１日（水） ※郵送の場合は当日消印有効

■ 利用決定時期

・ 利用の可否については，利用希望の重複などを調整の上決定し，書面にて， ２０１９年９月頃に通知を

させていただきます。
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(必要に応じ)



福岡市美術館 ギャラリー利用申請マニュアル

施設利用について

■ 注意事項

・ 利用申請書提出時には，展覧会の内容の詳細が分かるもの（実施概要，チラシ，パンフレット等）を

添付してください。なお，初めて申請する方は，必ず作品の写真を複数添付してください。

・ 申請者及び会場責任者の電話番号は，携帯電話，勤務先など昼間連絡ができる番号を記入してください。

・ 利用する施設は， 「ギャラリーＡ」など希望する展示室を記入してください。複数利用の申請も可能です。

・ 利用希望が重複する場合は調整させていただきますので，裏面の第２・第３希望や催物の内容も忘れずに

記載してください。

・ 搬入は，休館日となります。（通常月曜日，月曜日が祝休日の場合は翌平日）

時間は，午前9時30分から午後5時30分の間で記入してください。

・ 搬出は最終日（通常は日曜日）となります。時間は午後5時30分以降で記入してください。

・ 展示は搬入日の翌日から最終日（通常は日曜日）を記入してください。

・ 利用する付属設備は，種類（長机，可動陳列ケース等）と数量を記入してください。

・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益となる利用は

できません。

・ ギャラリーで開催される催しは，全てbeyond2020プログラムに登録されます（別途申請不要）ので，予め

ご了承ください。チラシ等にロゴマークを使用することが可能です。

＜beyond2020プログラムとは＞

2020年以降を見据え，日本の強みである地域性豊かで多様性に富んだ文化を活かし，成熟社会に

ふさわしい次世代に誇れるレガシーの創出に資する文化プログラムを「beyond2020プログラム」として

認証し，ロゴマークを付与することで，オールジャパンで統一感を持って全国へ展開するプログラムです。

＜参考ホームページ＞

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tokyo2020_suishin_honbu/beyond2020/index.html

【利用申請書提出及び問い合わせ先】

福岡市美術館 広報運営グループ「福岡市美術館ギャラリー利用受付係」

〒810-0051 福岡市中央区大濠公園1-6 電話：092-714-6051
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福岡市美術館 ギャラリー利用申請マニュアル

施設の仕様と使用料・備品の仕様と使用料について
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■ 展示室の仕様と使用料

※ 入場料を徴収する場合の使用料金額はそれぞれ表の金額の2倍になります。

※ ギャラリーＣは，ギャラリーＢまたはDと併せて利用する場合，中央で分割して利用することができます。

※ ギャラリーＢ・Ｃ・Ｄは，各１室で利用のほか， 「Ｂ＋Ｃ（2分の1）【またはＣ（2分の1）＋Ｄ】」での利用，

「Ｂ＋Ｃ＋Ｄ」での利用も可能です。

■ 備品と使用料

付属備品は数に限りがあります。ギャラリー利用者同士で譲り合って使用してください。

※可動陳列ケースは，2020年1月20日(月)～3月29日(日)はお貸し出しできません。

■ その他

・ 彫刻等重量作品で展示できる重さは最大750㎏です。

・ 開室中は，受付および作品監視のための人員を常時配置してください。

■ エレベーター（ギャラリー用）の大きさ

・ 間口1,800㎜×奥行1,400㎜×高さ3,000㎜・積載荷重2,000kg

施設名 有効展示壁面長 床面積 天井高 展示室間口（幅×高さ） 使用料

ギャラリーＡ 51.12m 100㎡ 4m 162cm×312cm 3,700円/日

ギャラリーＢ 40.78m 78㎡ 4m

163cm×312cm

2,700円/日

ギャラリーＣ 39.98m 110㎡ 4m 3,700円/日

ギャラリーＤ 41.18m 80㎡ 4m 2,700円/日

ギャラリーＥ 40.79m 82㎡ 4m 180cm×312cm 2,700円/日

ギャラリーＦ 61.17m 139㎡ 4m 163cm×312cm 4,600円/日

品名 使用料 品名 使用料

展示用ワイヤー
Φ2.0×2.5m 100本
Φ2.0×3.5m 260本

無料 受付カウンター 6台 無料

可動パネル用フック 360個 無料 受付用椅子 12脚 無料

彫刻台①・② 各5台
①W600mm×D400mm×H1,000mm
②W500mm×D400mm×H1,300mm

無料 長机 13台
W1800mm×D600mm×H650mm

無料

スポットライト 60台 無料 可動陳列ケース
W1800mm×D900mm×H1000mm

330円/日
事前予約制



福岡市美術館 ギャラリー利用申請マニュアル

○ ギャラリーA
壁面の長さ／38.80ｍ＋パネルの長さ／3.08m×2枚×両面＝12.32ｍ
有効展示壁面長 計51.12ｍ（面積100㎡）

○ ギャラリーB
壁面の長さ／28.74ｍ＋パネルの長さ／3.52m×2枚＋2.5m×2枚＝12.04ｍ
有効展示壁面長 計40.78ｍ（面積78㎡）

○ ギャラリーC
壁面の長さ／15.86ｍ＋パネルの長さ／3.52ｍ×4枚＋2.5m×2枚+1.68m×3枚＝24.12ｍ
有効展示壁面長 計39.98ｍ（面積110㎡）

○ ギャラリーD
壁面の長さ／29.10ｍ＋パネルの長さ／3.52ｍ×2枚+1.68m×3枚＝12.08ｍ
有効展示壁面長 計41.18ｍ（面積80㎡）

○ ギャラリーE
壁面の長さ／40.795ｍ
有効展示長さ 計40.795ｍ（面積82㎡）

○ ギャラリーF
壁面の長さ／47.47ｍ＋パネルの長さ／3.425m×2枚×両面＝13.7ｍ
有効展示壁面長 計61.17ｍ（面積139㎡）

(注，再掲)
※ ギャラリーＣは，ギャラリーＢまたはDと併せて利用する場合，中央で分割して利用することができます。
※ ギャラリーＢ・Ｃ・Ｄは，各１室で利用のほか， 「Ｂ＋Ｃ（2分の1）【またはＣ（2分の1）＋Ｄ】」での利用，

「Ｂ＋Ｃ＋Ｄ」での利用も可能です。

会場図面
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可動展示パネル（収納可）



福岡市美術館 ギャラリー利用申請マニュアル

利用申請書の記入例（表面）
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次のとおり福岡市美術館の施設を利用したいので，許可を申請します。

なお，利用に際しては，福岡市美術館条例及び同条例施行規則を守るとともに，これら

に基づく美術館の管理の業務に従事する者の指示に従います。

時　　　　分から

年　　　月　　　日（　　　曜）

　２　　　　　　　　　　　　　（　　）　　４　　　　　　　　　　　（　　）　　６　　　　　　　　　　　（　　）

付属設備

搬
入

利用目的

有料

展示室 平成３１年７月２８日まで

７日間

入場料

大人　　　　　　　円

学生　　　　　　　円

小人　　　　　　　円

時　　　　分から

その他の施設

（　１７時　３０分から　　　時　　　分まで）

搬
出

７月２８日から

（よみがな）

催物の名称

共催

　（　未記入　）　　　円

　大濠　一郎

（電話　０９２－７１４－６０５１　）

利　用　す　る
施　　　　　　設

ギャラリーＡ
会場責任者

氏名

（　　９時　３０分から　１７時　３０分まで）

利用
期間

第１希望

平成３１年７月２２日から

展
示

利用する
付属設備

（注） １．利用期間には，搬入・搬出の日を含みます。

        ２．太枠線内のみ記入して下さい。（電話は昼間、必ず連絡できる番号を記入して下さい。）

使用料
（　　　　年度）

館内での頒布物

後援

大濠美術会

無料

　　（　未記入　）　　円

７月２３日から

７月２８日まで

大濠美術会展

入場者見込み

　　　　有　　（有料　・　無料）　　　　　　　　　　　　　　　　無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

延べ １０００人

施設

ふくおか　たろう
福岡　太郎

（電話　　092　-　000　-　0000　　）

８１０－００５１

福岡市中央区大濠公園１－６

年　　　月　　　日（　　　曜）

（よみがな）

団体名

申請者

（よみがな）

代表者

７月２２日から

平成　３１　年　１　月　７　日

〒

（宛先）福岡市教育委員会教育長

福岡市美術館施設利用許可申請書

様式第1号

所在地

計

　（　未記入　）　　　　　円

　１　　　　　　　　　　　　　（　　）　　３　　　　　　　　　　　（　　）　　５　　　　　　　　　　　（　　）

展覧会開催

必ず記入
未定の場合は，仮称を（仮）と
記入

有料の場合は記入

概数を記入

共催、後援があれば記入

結果の連絡先が代表者と異なる場合

(例：会場責任者)は，結果の郵送先
(住所，氏名)を必ず余白に記入して

ください。

申請日を記入

B+C（全室）を使用したい場合は，

「ギャラリーBとC」，
BとCの半分を使用したい場合は，

「ギャラリーBとC（半分）」と記載ください。

スポットライト，展示台，長机等は共用です。

展示室以外の諸室の利用について，現時点で希望が

あれば，お知らせください。

ここが第1希望

になります。

2019 7 1

2020 1 6

2020 1 613

8

1 6

1 7

1 13

1 13

彫刻台，



福岡市美術館 ギャラリー利用申請マニュアル

利用申請書の記入例（裏面）
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　　有　（　　　回）　・　無　　

備考

※上記以外でも可能な場合は，「いつでも可」，「どこでも可」等を記入してください。
※2室希望の団体は調整で減室となる場合もあります。2室を確保する必要がある場合は、
「1室は不可」と記入してください。

催物の内容

本展の当館での開催実績

平成３１年８月１８日まで

第
２
希
望

ギャラリーＢ

利用期間

利用する
施設

第
３
希
望

ギャラリーＡ

　　利用年月

※ギャラリー2室以上の利用希望の場合→利用機会を増やすため
「減室」する場合があります。
※申請が多い場合，3年連続･新規については優先順位が低くなります。

　団体の沿革、出品者の略歴、作品の種類・点数等できるだけ内容がわかるように記入して下さい。
（資料添付も可）

　団体の沿革、出品者の略歴

　作品の点数・大きさ・彫刻等は重量も（例：油絵　Fサイズ50号　35点など）

　作品の種類（例：日本画・水彩画・版画・油絵・写真・書・陶器・彫刻など具体的に記入）

平成３１年８月１９日から平成３１年８月１３日から

平成３１年８月２５日まで

６　日間

利用する
施設

７　日間

利用期間

※新規のギャラリー申込者は必ず資料を提出すること(資料の返却はしません)

※　個展の場合は「１名」と記入団体の構成人数 　　　　　　　　　　　　　　人

第2，第3希望を希望される場合は記入

できるだけ詳細に記入

作品の種類は具体的に記入してください。

（記載内容を編集して展覧会案内に記載します）

作品の点数等は具体的に記入してください。
（記載内容を編集して展覧会案内に記載します）

過去の実績（回数，実施年，展覧会名）

を正確に記入してください。

申請する団体の構成人数を必ず記入

2020

2020

2020

2020

14

19

1

1

1

1

20

26



福岡市美術館 ギャラリー利用申請マニュアル

2020年1月～6月展示会予定表①
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1月6日（月） 1月14日（火） 1月20日（月） 1月27日（月）

～ ～ ～ ～

1月13日（月・祝） 1月19日（日） 1月26日（日） 2月2日（日）

【8日間】 【6日間】 【7日間】 【7日間】

ギャラリーＡ 1 7 13 17

ギャラリーＢ 2 8 18

ギャラリーＣ 3 9 19

ギャラリーＤ 4 10 14 20

ギャラリーＥ 5 11 15 21

ギャラリーＦ 6 12 16 22

2月3日（月） 2月10日（月） 2月17日（月） 2月25日（火）

～ ～ ～ ～

2月9日（日） 2月16日（日） 2月24日（月・祝） 3月1日（日）

【7日間】 【7日間】 【8日間】 【6日間】

ギャラリーＡ 23 29 35

ギャラリーＢ 24 30 36

ギャラリーＣ 25 31 37

ギャラリーＤ 26 32 38

ギャラリーＥ 27 33 39

ギャラリーＦ 28 34 40

施設名

施設名
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2020年1月～6月展示会予定表②
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3月2日（月） 3月9日（月） 3月16日（月） 3月23日（月）

～ ～ ～ ～

3月8日（日） 3月15日（日） 3月22日（日） 3月29日（日）

【7日間】 【7日間】 【7日間】 【7日間】

ギャラリーＡ 41 47 53

ギャラリーＢ 42 48 54

ギャラリーＣ 43 49 55

ギャラリーＤ 44 50 56

ギャラリーＥ 45 51 57

ギャラリーＦ 46 52 58

3月30日（月） 4月６日（月） 4月13日（月） 4月20日（月）

～ ～ ～ ～

4月5日（日） 4月12日（日） 4月19日（日） 4月26日（日）

【7日間】 【7日間】 【7日間】 【7日間】

ギャラリーＡ 59 65

ギャラリーＢ 60 66

ギャラリーＣ 61 67

ギャラリーＤ 62 68

ギャラリーＥ 63 69

ギャラリーＦ 64 70

施設名

施設名



福岡市美術館 ギャラリー利用申請マニュアル

2020年1月～6月展示会予定表③
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4月27日（月） 5月7日（木） 5月11日（月） 5月18日（月） 5月25日（月）

～ ～ ～ ～ ～

5月6日（水・祝） 5月10日（日） 5月17日（日） 5月24日（日） 5月31日（日）

【10日間】 【4日間】 【7日間】 【7日間】 【7日間】

ギャラリーＡ 71 77 83 88 94

ギャラリーＢ 72 78 84 89 95

ギャラリーＣ 73 79 85 90 96

ギャラリーＤ 74 80 86 91 97

ギャラリーＥ 75 81 87 92 98

ギャラリーＦ 76 82 93 99

6月1日（月） 6月8日（月） 6月15日（月） 6月22日（月）

～ ～ ～ ～

6月7日（日） 6月14日（日） 6月21日（日） 6月28日（日）

【7日間】 【7日間】 【7日間】 【7日間】

ギャラリーＡ 100 106 116

ギャラリーＢ 101 107 112 117

ギャラリーＣ 102 108 113 118

ギャラリーＤ 103 109 114 119

ギャラリーＥ 104 110 115 120

ギャラリーＦ 105 111 121

施設名

施設名


