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利用方法 

■利用に関するお問い合わせ 

電話、メールにて受け付けております。 

大阪中之島美術館 事業課 

TEL   ０６－６４７９－０５６０（月～金 10:00 ～ 17:00） 

E-mail  info@nakka-art.jp 

※メールでのお問い合わせの際は、所属先・氏名・電話番号を必ず明記してください。 

内容の確認後、「お問い合わせ票」をお送りいたしますので、ご記入の上、当館までご提出ください。 

■受付開始日 

使用希望日の 1 年前から受付いたします。 

■使用打ち合わせ 

使用日の 30 日前までに、実施内容について当館担当者と打ち合わせをお願いいたします。 

（事前に打ち合わせ日時をご相談ください。） 

■お支払い 

お申し込みの際に 「予約金請求書」 を発行いたしますので、請求書記載の金額（基本利用料金）を保証金と

して、指定期日までに前納をお願いいたします。 

振込手数料はご利用者様にてご負担をお願いいたします。 

指定期日までに入金が確認できない場合は、使用承諾を取り消す場合がありますのでご注意ください。 

■ご利用当日の流れ 

申込者の方は、最初に当館事務所までお越しください。 

使用時間中は必ず当館内に常駐してください。 

催物の運営に必要な人員は主催者側にて対応をお願いいたします。 

■入場定員 

ホールは、定員 300 名を超えての入場は固くお断りいたします。 

■キャンセル料 

契約成立後、申込者のご都合でキャンセルされる場合は、所定の用紙に必要事項を記入の上、当館までご提出

ください。 

電話、FAX での受付はお断りさせていただきますので、予めご了承ください。 

キャンセル料については別紙をご覧ください。 

 

  

※その他・詳細は使用規定【PDF】をご参照ください。 

mailto:info@nakka-art.jp


 

料金表１ 

ホール（約 303 ㎡ 最大約 350 ㎡）           2021 年現在 税抜金額 / (税込金額) 

基本利用料金 追加時間料金 

区分 時間 単位 料金 延長料(税別) 

午前 9:00 - 12:00 3 時間 
75,000 

(82,500) 

9:00-17:00 

25,000/1 時間 

 

上記時間外 

30,000/1 時間 

 12:00 - 13:00 1 時間 
25,000 

(27,500) 

午後 13:00 - 17:00 4 時間 
100,000 

(110,000) 

 17:00 - 18:00 1 時間 
30,000 

(33,000) 

夜間 

18:00 - 21:00 3 時間 
90,000 

(99,000) 

21:00 - 24:00 3 時間 
90,000 

(99,000) 

終日利用 9:00 – 17:00 8 時間 
200,000 

(220,000) 

※楽屋使用料、備品使用料込み 

※17 時以降のご利用に関しては電気料金、水光熱費、立会要員費等が生じる場合がございますので、 

別途お見積りとなります。 

 

ワークショップルーム（約 101 ㎡）            2021 年現在 税抜金額 / (税込金額) 

基本利用料金 追加時間料金 

区分 時間 単位 料金 延長料(税別) 

午前 9:00 - 12:00 3 時間 
27,000 

(29,700) 

9,000/1 時間 

 12:00 - 13:00 1 時間 
9,000 

(9,900) 

午後 13:00 - 17:00 4 時間 
36,000 

(39,600) 

 17:00 - 18:00 1 時間 
9,000 

(9,900) 

夜間 

18:00 - 21:00 3 時間 
27,000 

(29,700) 

21:00 - 24:00 3 時間 
27,000 

(29,700) 

終日利用 9:00 – 17:00 8 時間 
72,000 

(79,200) 

※備品使用料込み 

※17 時以降のご利用に関しては電気料金、水光熱費、立会要員費等が生じる場合がございますので、 

別途お見積りとなります。 



 

料金表２ 

２階多目的スペース（約 202 ㎡）             2021 年現在 税抜金額 / (税込金額) 

基本利用料金 追加時間料金 

区分 時間 単位 料金 延長料(税別) 

終日 9:00 - 17:00 8 時間 
100,000 

(110,000) 

40,000/1 時間 

（光熱費含む） 

※上記ユニークベニューには付帯備品はございません。 

※電源使用料、清掃費を別途申し受けます。 

※17 時以降のご利用に関しては水光熱費、立会要員費等が生じる場合がございますので、 

別途お見積りとなります。 

 

 

芝生広場（約 1,395 ㎡ 芝生部分約 898 ㎡）        2021 年現在 税抜金額 / (税込金額) 

基本利用料金 追加時間料金 

区分 時間 単位 料金 延長料(税別) 

終日 9:00 - 17:00 8 時間 
200,000 

(220,000) 

40,000/1 時間 

（光熱費含む） 

※上記ユニークベニューには付帯備品はございません。 

※電源使用料、清掃費を別途申し受けます。 

※17 時以降のご利用に関しては水光熱費、立会要員費等が生じる場合がございますので、 

別途お見積りとなります。 

  



 

ホール 

 

 

■設備概要                     

収容数   300 席（最大） 

広さ   約 300 ㎡（防音壁解放時：350 ㎡） 

控室   約 12 ㎡ × 2 室 

搬入口   11t×2 台 高さ 3.8m 

駐車場   当館の時間貸駐車場（有料）をご利用ください 

 

 

 

■付帯備品                     

長机    4 卓（幅 1.8m×奥行き 0.6m） 

椅子    300 脚（内テーブル付き 90 脚） 

譜面台    5 台 

ワイヤレスマイク 4 本 Panasonic WX-4100B 

ワイヤレスピンマイク 2 本 Panasonic WX-4300B 

マイクスタンド   4 本 Panasonic WN-BS150 

スクリーン   350 インチ 

プロジェクター   Panasonic  PT-RQ22KJ 

照明調光器   Panasonic  Pastel Palette C-16CP 

 

     

   

    

    

     

   

   

楽屋 2 

楽屋 1 



 

ワークショップルーム 

■設備概要     

広さ   約 200 ㎡ 

■付帯備品 

長机   13 卓（幅 1800mm × 奥行き 600mm） 

座卓型作業机  8 卓（幅 1500mm×奥行き 800mm） 

椅子   45 脚 

ホワイトボード  1 台 

スクリーン  100 インチ 

 

 

ユニークベニュー貸出共通事項 

※ご利用場所の如何に関わらず、ご利用内容により、清掃が必要と当館が判断した場合、 

清掃費として 30,000 円～別途申し受ける場合がございます。 

※舞台、音響、照明、映像関係の手配は主催者側にて手配ください。 

催事内容により、設備管理として、当館立ち合い要員が必要な場合は、別途費用を申し受けます。 

※案内、誘導、もぎり、受付要員は主催者側にて手配ください。当館にて手配時は、別途費用を申し受けます。 

※夜間帯（17：00～9：00）のご利用時には、立ち合い人件費（5,000/30 分）を別途申し受けます。 

  またご利用内容により、光熱費・空調費を別途申し受けます。 

※深夜・早朝時間帯（23：00～8：00）のご利用時には、立ち合い者の帰宅手段又は宿泊の費用を別途申し受け

ます。 

※ごみはすべて、主催者側にてお持ち帰りください。 

※館内は原則飲食禁止になっております。飲食が可能なエリアについては別途ご案内いたします。 

※飲食可能エリアに限り、当館内レストランからのケータリングが可能です。 

※IPM（総合的有害生物管理）の観点から祝花、花束については館内設置及びご利用はお断りいたします。 

※展覧会開催時（準備・撤去含む）は、展覧会業務が優先となります。音楽演奏（テープ音楽含む）、音量の大

きな催事、その他について、種々の制限をさせていただく場合がございます。 

※館内のご利用にあたっては、別途使用規定を遵守いただき、所定の申込み手続きをお願いいたします。 

※パッサージュについては、展覧会の状況、展覧会来場者の状況により利用可能なエリア・料金が異なります。 

詳細は下記へお問い合わせください。 

 

大阪中之島美術館 事業課 

TEL    ０６－６４７９－０５６０（月～金 10:00 ～ 17:00） 

E-mail info@nakka-art.jp 

※メールでのお問い合わせの際は、所属先・氏名・電話番号を必ず明記してください。 

mailto:info@nakka-art.jp



