◆ギャラリーの作品展示利用に関して◆
～リビングの壁、東側の部屋の壁をご利用いただけます。～

●展示物の種類 写真・絵画・クラフト・平面および立体の造形物
＊食品・生体・オーナーがお預かりできないと判断したものについては不可
＊東ギャラリーのテーブルと台の利用に関しては相談で。

●期間

3 週間まで
コットンチューリップ営業時間に準ずる

●料金

展示無料
公開にあたり、入場 1 名につき 300 円～。
＊入場料と引き換えにコットンチューリップのおやつをお渡しします。可
能であれば作家さんが販売するポストカード等とコラボさせていただける
と助かります。相談で。
＊上記規定により、コットンチューリップは飲食店ですが、「観に行った
ら必ずワンオーダーしなきゃならないんじゃないの」というご不安なくお
客さまにいらしていただけます。

●お願い
・飲食物持ち込み不可。
＊コットンチューリップは飲食店ですので、食べ物、飲み物の持ち込み
はご遠慮ください。
・搬入・設営・搬出 ご自身でお願いします。

＊会場スケジュールを確認の上、コットンチューリップの営業の妨げにならない
ようお願いします。

・告知・宣伝

公開前に見せてください。（＊注１）

・販売物

委託扱いでお預かりします。包装資材などご用意ください。
（付随する小物・雑貨 販売手数料

（展示作品 販売手数料

販売金額の２０％ ご相談

販売金額の５０％

（トークショーやワークショップの開催当日、ご本人様が包装・売りあげ管理をされる
場合は売上全額ご本人様に ）
＊注１

宣伝告知フライヤー等に下記文章を入れてください

☆会場は菓子工房・直売所/飲食店です。
☆犬と猫がいます（飛び出しますので入り口の戸は必ず閉めてください
☆会場の都合で臨時休業があります。
☆駐車場はありません。
お問合せ 011-206-0618 090-2813-6490（コットンチューリップ オーナー小林）

照明は、家全体の電力使用量に制限があるため、増やすことができません。ご理解とご協力をお願いいた
します。

◆お部屋の貸切～セミナー・お話の会等利用に関して（有料）◆
有料のセミナーやミーティング、講演会、茶話会等のご利用の際は、お部屋使用料と飲食
代をいただきます。

●利用条件

必ずコットンチューリップの「お茶菓子付き」「ケーキ セット付き」「ラ
ンチまたは食事つき」とさせていただきます。

●利用できる部屋
リビング

最大 1２名

東ギャラリー 10 名

それぞれの部屋間のテーブル入替えはできません

椅子は全部で１２脚です（白９ 赤１ 茶２）

●利用料金
A：茶話会・セミナー・ワークショップ・講演会等でお部屋利用

時間

a お部屋使用料

b 冬期

70 分まで

500 円

暖房費 200 円

３時間まで

700 円

暖房費 300 円

３時間以上

追加 1 時間当たり 300 円を 700
円に追加

暖房費 100 円/時間

a+b+c
c 人数によって変動す
る料金 ※必須

お茶菓子やケーキセッ
ト、ごはん代
別途料金×人数分
内容応相談

上記に追加してお一人
につきワンオーダーを
お願いします。

※ご参考：コットンチューリップカフェのメニューから 15％OFF で提供いたします。ケーキセットで
550 円。

共同企画はご相談
●食品持込みの会について
※コットンチューリップが飲食店であることから、食品を持ち込んでの収益発生の会の利用は不可
持ち込まれた場合の食品衛生責任は負いかねます。
例：お弁当持参のセミナー・お菓子持込みのミーティング
※材料持ち込みの食事会・お料理教室・お菓子教室
料金：リビング使用料＋コットンチューリップのお茶菓子代＋キッチン使用料＋主催者売上の 10％
例：鮨会やケータリングの会
寿司会の例 参加費 3000 円で 5 人来ました。
【冬の 3 時間 1000 円】＋【食後のお茶菓子 500 円×5＝2500 円】＋【キッチン 500 円】＋【15000 円×10％
＝1500 円】
合計 5500 円
となりますので 主催者さまは 15000 円引く 5500 円の 9500 円が手元に入ります。
同時物販は主催者さまの責任でご自由に。ただし食品衛生責任はコットンチューリップでは負いかねま
す。
安全基準をお守りいただき事故の無いようにお願いいたします。

B：キッチン使用料（お料理に準ずることをする場合）
西キッチン

3 時間

500 円 以降３０分ごとに５０円

工房キッチン

3 時間

1,500 円 以降３０分ごとに 300 円

リビング

3 時間

500 円 作業で使う場合
（例：下処理やラッピングなどキッチンの他に
リビングも使う場合も適用）

・ 食器はお貸しします。（洗って片づけてください）
・西キッチンの冷蔵庫の利用可
・工房キッチンの使えない物
業務用冷凍冷蔵庫・冷凍ストッカー
・工房キッチンの使えるもの
オーブン・ミキサー・ガスコンロ・オーブンレンジ・オーブントースター

・後片付けをしてください。
・ゴミはお持ち帰りください

C：プリンター １枚出力につき

１０円

◆雑貨等の委託販売について◆
お預かりします。 1 個に 1 点価格シールを貼ってください。
委託料 20％売上金額の 80％をお返しします。
包装資材をご用意ください。
商品入替え等の管理をお願いします。

◆パソコン教室または文書作成などの軽作業（おやつ付）◆

・単発 3 時間コース

１人 ・１件

３人以上のグループ 3 時間 １人

・70 分

１人 ・１件

4,000 円

2,000 円

2,000 円以降 30 分ごとに 500 円

◆お菓子とお料理 教室◆
マンツーマンのわがままレッスン 1 回４時間程度のフリーレッスン （材料費込）
一人 ７，０００円
以下改訂準備中

◆おうちパン教室◆1 種類 2 時間程度
初級

中級

上級

キッズ

１

ミルクスティックパン

1,300 円

２

ドデカフォカッチャ

1,300 円

３

基本のフライパンパン

1,300 円

４

チョコスティックパン

1,500 円

５

ゴマチーズドデカパン

1,500 円

６

チーズパン

1,500 円

７

メロンスティックパン

1,800 円

８

マンゴークリームチーズ 1,800 円

９

フライパンであんぱん

1,800 円

１

ミルクスティックパン

1,400 円

２

フライパンパン

1,600 円

３

基本のドデカパン ピザ風

1,800 円

★キッズは小学生まで。大人のみの受講不可。但し「親子レッスン」可、その場合「親子
一組」の「親」として大人 1 名につき 500 円追加、また一組の中に小学性以下の兄弟見学は
1 名 300 円。一組の中の追加兄弟が 1 種類作る場合は別途料金。

レッスンは、基本実習形式。
料金は、材料費・試食・持ち帰り分を含みます

