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エプサイトギャラリー 

公募展出展・使用規約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

はじめに 

 

エプサイトギャラリーはインクジェットプリントによる展覧会を開催するギャラリーです。 

エプソンのインクジェットプリンターは、日々の技術革新を通じて、 

人々の創造力をかきたて、それを具現化する身近な道具として存在しています。 

プリントには「感動を与える力」があります。 

出展者と共に、展示で、プリントで、優れた作品で、人々に感動をあたえる。 

エプサイトでは、そんな新しい個性を追求する表現者を広く募っています。 

 

ここにエプソン販売株式会社が運営する「エプサイトギャラリー」の出展・使用規約について記載します。 

展覧会出展をご希望の方は、以下の内容をご確認・同意の上、お申し込みください。 

 

 

１．エプサイトギャラリー公募展の制度 

エプサイトギャラリーでは、年 2 回作品の募集を行い、「公募展選考会」にて選考委員とエプサイト

が協議の上、展覧会開催作品を決定いたします。さらに開催された展覧会の中から半期に一度、最も優れ

た展覧会を「epSITE Exhibition Award」として選出し、賞を授与します。 

 

＜エプサイトギャラリー公募展制度のイメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

作品の募集 

（毎年４月・１０月） 

公募展選考会（展覧会開催作品を選出） 

展覧会開催 （会期は 2週間） 

「epSITE Exhibition Award」発表  



 

２．展覧会開催期間・開催時間・搬入・搬出時間 

    原則として以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

３．応募資格 

    ・  年齢、国籍、プロ／アマチュアは問いません。 

ただし日本国内居住者に限定させていただきます。  

・ 過去に当ギャラリーで写真展を開催された方は、展覧会終了後 2 年間はお申込ができません。 

・ 展示作品は、エプソン製のインクジェットプリンターで制作されたものに限ります。 

 

４．応募方法 

    お申込は末尾にある「エプサイトギャラリー応募申込書」に必要事項を記入の上、「６．応募提 

出物」に示す提出物を添えて「エプサイトギャラリー公募展 受付係」宛にご送付ください。 

    ※応募申込書に記入された個人情報の取り扱いに関しましては、「１３．個人情報の利用目的に

ついて」以降に記載しております。 

     

 

 

 

 

 

５．応募受付期間 

応募受付期間は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催期間 2 週間 

開催時間 10:00～18:00 最終日は 14:00 まで 

休館日  日曜日・夏期・年末年始・弊社指定日 

搬入・設営日時 前展覧会終了後 15:00～18:00 

撤収・搬出日時 展覧会最終日  14:00～15:00 

送付先 

〒100-0005 

東京都千代田区丸の内 3-4-1 

新国際ビル 1F 

「エプソンスクエア丸の内」 

エプサイトギャラリー公募展 受付係 

電話番号： 03-6775-9481 

■第１期募集 

４月 1 日(水)～４月３0 日(木) ･･･ 同年 10 月～翌年 3 月の開催分受付 

・郵送、お持ち込み共に上記日程で受付 

■第 2 期募集 

10 月１日(木)～１0 月 31 日(土) ･･･ 翌年 4 月～9 月の開催分受付 

 ・郵送、お持ち込み共に上記日程で受付 

 

※応募受付最終日が日曜日の場合は、その前日を締め切りとさせていただきます。 

※応募最終日の受付は 18:00 必着となります 

 



 

６．応募提出物 

1.ギャラリー応募申込書 必要事項をもれなくご記入ください。 

2.出展作品見本 

20～40 点程度の A4～A3 ノビサイズのプリント作品をフォルダ

ーやケースなどに入れ、表紙に氏名を明記したものをご提出くだ

さい。 

※間紙は挟まないでください。 

※フィルム（スライド）、画像データでの応募は受け付けており

ません。 

※展示作品はエプソン製のインクジェットプリンターで制作さ

れたものに限りますが、応募時の出展作品見本は銀塩プリント

でも可能です。出展作品見本が銀塩プリントの場合、展示作品

としての品質がわかるインクジェットプリントの見本も複数

枚添付してください。 

3.作品テーマ・解説 
作品のテーマ・解説を文章化したものおおよび応募者の略歴。 

A4 用紙 1 枚程度、400 文字～600 文字程度。 

4.およその展示プラン 

「９．展示スペース」を参考に、展示作品のおよそのサイズと点

数、レイアウト（レイアウト図の様式は特にありません）を作成

してください。 

・フォルダーやケースが複数になる場合は、応募申込書のコピーをすべてに同封してください。 

・応募作品を送付する際は、キズ・破損のないよう梱包をしっかり行う等の対策お願いします。 

    ・応募作品の取扱いは慎重に行いますが、キズ・破損、紛失、盗難など、あらゆる原因から生じ 

る損失または損害に関してエプサイトは責任を負いません。 

    ・同一テーマでの他のギャラリーや公募との多重応募は固くお断りいたします。 

 

７．結果の通知と作品のご返却 

・外部の識者を交えた選考委員とエプサイトが協議の上、応募作品の中から展覧会開催作品を決

定します。展覧会開催時期は応募者の希望を考慮し、作品の内容・テーマを元に、最終的にエ

プサイトにて決定いたします。 

・応募作品は、締切日の約 1 ヵ月~1 カ月半後、選考結果をお知らせする文書とともに、追跡可

能な手段で着払いにてご返却いたします。 

・選考内容への質問、選考結果の理由に関してはお答えいたしかねますのでご了承ください。 

 

 

 

 

 

 



 

８．「epSITE Exhibition Award」について 

・公募展として開催された展覧会の中から、半期に一組、最も優れた展覧会を「epSITE Exhibition 

Award」として選出、表彰いたします。 

・「epSITE Exhibision Award」は、展覧会の内容や作品品質などに基づき、公募展の選考委員と

エプサイトが協議の上、選出いたします。 

・「epSITE Exhibision Award」の受賞特典は以下の通りです。 

     1. 賞金 30 万円 

     2. プライベートラボの優待料金での利用 

 

９．展示スペース 

 

 

 
 

 

ギャラリー内、展示点数の目安 

 
A3/半切額 

(455×605) 

A2/全紙額 

(540×720) 

A1 ノビ 

(610×914) 

A0 ノビ 

(914 x 1292) 

B0 ノビ 

(1118×1580) 

ヨコ位置 26 点 23 点 17 点 13 点 11 点 

タテ位置 32 点 27 点 24 点 18 点 13 点 

 

・展示可能スペースは変更になる可能性がございます。予めご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

●壁面高さ：約 2.9m 

 

ギャラリー簡易図面 



 

１０. 展示作品について 

・展示作品、キャプション等のギャラリー内掲示物は、出展者様ご自身でご用意いただきます。 

・展示作品は、エプソン製のインクジェットプリンターにて制作したものに限ります。 

    ・映像投影が必要な場合は、事前にエプサイトの承諾を得るものといたします。 

また、プロジェクター等の映像用の機材の使用については、予めご相談ください。 

 

１１．展覧会の費用について 

    ギャラリー使用料は無料ですが、以下の項目についてはご負担いただきます。 

出展者様負担 エプサイトギャラリー側負担 

・展示物制作費（プリント・マット・裏打ち・

額装など） 

・作品キャプション、ステートメント、 

プロフィールパネル制作費 

・ダイレクトメール制作/印刷費 

・作品配送費 

・報道各社、他写真ギャラリーへ展覧会告知

のために送付する DM の送料 

・タイトル看板制作費 

・展示設営、撤収作業費 

※費用総額は作品点数、使用用紙、作品サイズ、額装仕様などにより異なります。 

 （参考）エプサイト公募展・費用平均金額 ： \200,000  ～ \450,000（税別） 

 

展示作品制作費 

・展示作品制作のため、エプサイトの「プライベートラボ」をご利用の場合、出展者様向け特別

価格でご利用いただけます。 

 

額装、裏打ち、パネル、マット加工費 

・エプサイトから額装業者を紹介します。 

・エプサイトが保有するレンタルフレーム使用する場合、１点 300 円（税別）にてご利用いただ

けます。 

 

ダイレクトメール制作/印刷費 

・品質確保のため、原則としてエプサイト指定業者への委託となります。 

※指定業者委託の場合の費用：50,000 円（税別）～ 

・出展者様ご自身でデザイン・印刷手配をされる際も、制作にかかる費用は全て出展者様の負担

となります。 

 

作品キャプション、ステートメント、プロフィールパネル制作費 

・制作の委託を希望される場合、エプサイト指定業者をご紹介します。 

 

作品輸送費 

・展覧会終了後の作品輸送は、弊社指定業者からの配送が基本となります。 

 

 



 

設営／撤去費用 

・展示品質および安全性確保のため、会場設営および撤収作業はエプサイト指定の業者への委託

となります。費用はエプサイトが負担いたします。 

 

１２．出展についての注意事項 

１２-１．展示作品 

・展示および販売作品に使用される著作権、肖像については、出展者様本人が制作・撮影

し著作権を有するもの、また権利者からは事前に使用許可を得たものとします。 

・出展者様はエプサイトに対し、次の事項を保証いただきます。 

(1)出展作品が第三者の著作権等の権利を侵害しないこと。 

(2)出展作品の著作権および使用に関する権利を第三者に譲渡する等の処分を行わない

こと。     

(3)出展作品の被写体に人物または建築物等が含まれる場合は、予め当該被写体の人物

または建築物の管理者等に承諾を得ていること。 

・出展および販売作品が、第三者の著作権等の権利を侵害していることを理由に、当該第 

三者からエプサイト等に対し損害賠償請求等がなされた場合には、出展者様は自己の費

用と責任においてこれを解決するものとし、エプサイト等に損害を与えないことを保証

いただきます。 

・公序良俗に違反する表現、または反社会的な表現・内容を含む作品はご遠慮ください。 

・設営前にエプサイトにて展示内容の最終確認を行います。許諾できない場合は、作品を

差し替えていただく可能性があります。 

・エプサイトが申込書記載内容とは異なる展示内容であると判断した場合は、展覧会開始

後であっても全展示物を撤去し中止していただきます。 

・展覧会期間中の展示作品の汚損、破損および紛失などいかなる損失、損害に対してエプ

サイトはいっさい補償をいたしません。 

 

１２-２．展覧会の開催 

・展覧会決定後の展示取り止めおよび内容変更は展示の 4 ヶ月前までにお申し出ください。

内容変更の場合、再度選考を行います。 

・展示の 4 ヶ月前を過ぎてから展示の取り止めおよび内容変更のお申し出があった場合、

その時点ですでに発生している費用はお支払いいただきます。 

・一般入場者より入場料を徴収することはお断りいたします。 

・巡回展の場合はエプサイトギャラリーを起点とさせていただきます。  

 

１２-３．ギャラリー使用・設備 

・ギャラリー使用権の第三者への譲渡および転貸しはできません。 

・出展者様がギャラリーの設備および備品を汚損、破損した場合は、その損害を賠償する

ものといたします。 

  

１２-４．ギャラリー内の販売 

・ギャラリー内で、販売を行うことはできません。 



 

 

１２-５．その他 

・出展が決定しましたら展覧会の告知などのために作品画像とプロフィール情報等をご提

出いただきます。ご提出いただいた情報の利用のため、後日説明会等で「お客様情報（個

人情報等）、利用承諾のお願い」という書面に、ご捺印の上、提出いただきます。 

・芳名帳等の個人情報は、出展者様は自己の責任においてこれを管理することとし、破損

および紛失などいかなる損失、損害に対してエプサイトはいっさい補償をいたしません。 

・展覧会会期中にエプサイトが撮影したギャラリー内会場写真は、エプソン販売株式会社、

セイコーエプソングループ各社の制作する発行物や広告、ホームページ等に使用させて

いただくことがあります。 

・展覧会期間中は設備、備品の保全および展示作品の説明、質問などがありますので、出

展者様または関係者ができるだけ在廊いただくようお願いいたします。 

 

 

１３．個人情報の利用目的について 

申込者の情報を収集する際に、お知らせした利用目的、または以下の目的（以下総称して 

利用目的といいます）のために、個人情報を利用させていただきます。 

    エプサイトでは、利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で、利用目的を 

変更することがあります。その場合は、申込者本人にご通知または弊社のプライバシーステート

メントを変更することにより公表いたします。 

 

１３-１．使用申込作品の審査のため 

        エプサイトギャラリー使用に関する結果等の通知や、申し込み作品のご返却、申込作品 

についての問い合わせ等を行うために利用させていただきます。また、ギャラリー利用 

決定者につきましては氏名、所属グループ名等をエプサイトホームページ等に公開させ 

ていただきます。 

１３-２．展覧会準備期間中の連絡作業のため 

展覧会開催前、開催後の諸連絡を行うために利用させていただきます。 

   １３-３．エプサイトの企画運営および情報のご提供のため 

        エプサイトで開催する企画展、トークショー、ワークショップ、サイン会、受講票発行、

セミナーやエプサイト企画に関するアンケート、セミナー等お知らせ・関連する事務手

続きや、セイコーエプソングループが扱う製品やサービスについてのご案内に利用させ

ていただきます。 

   １３-４．商品やサービスの企画、開発のため 

        お客様からお預かりする個人情報等を、エプサイトで実施する企画の立案、セイコーエ

プソングループが扱う製品やサービスなどの改善、開発等に利用させていただくことが

ございます。 

１３-５．エプサイトに対するお問い合わせ対応のため 

エプサイトに対するお問い合わせ、または展覧会開催に関する問題解決のために申込者 

情報を利用させていただくことがございます。 

  



 

※申込者へのご注意 

        個人を識別、特定できない形態に加工した統計データにつきましては、第三者に提供ま

たは一般に公開させていただく場合がございます。 

 

 

１４．第三者への情報提供について 

申込者本人の同意を得た場合以外は申込者情報を第三者に提供を行いません。 

     ただし、以下の利用に関しては、申込者情報を第三者に提供させていただくことがございます。 

 

１４-１．セイコーエプソングループでの共同利用 

申込者情報を、弊社のプライバシーステートメントに掲げる目的と同等の目的内に止 

めることを条件に、セイコーエプソン株式会社、およびセイコーエプソングループにて、

共同して利用させていただくことがございます。 

<プライバシーステートメント> 

https://www.epson.jp/privacy/statement/esj/mokuteki.htm 

共同して利用する申込者情報の項目は、エプサイトとして保有している全ての申込者情 

報です。 

        セイコーエプソン株式会社、およびセイコーエプソングループでの共同利用に際しての 

申込者情報の管理、運用について責任を有する者は以下の通りです。 

 

        エプソン販売株式会社 個人情報保護管理者 経営推進本部長 

 

１４-２．社外への業務委託のための利用 

エプサイトの運営、申込者情報の処理、申込者への製品・サービス・書面または情報 

等の提供、キャンペーン・アンケートの実施、または監査業務の外部業者等への委託 

等を行う場合、主催者の厳正な管理下のもと、業務を行うのに必要最小限の範囲で、申 

込者情報の取り扱いを外部業者に委託させていただくことがございます。 

 

１４-３．事業の譲渡等 

エプソン販売株式会社は、企業として、合併その他の事由により事業承継をさせていた 

だく場合がございます。その場合、弊社のプライバシーステートメントと同等の方針 

に従うことを条件に、事業承継先の第三者に申込者情報を提供させていただくことがご 

ざいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.epson.jp/privacy/statement/esj/mokuteki.htm
https://www.epson.jp/privacy/statement/esj/mokuteki.htm


 

１４-４．法令等に基づく利用 

エプソン販売株式会社は、以下に該当する場合、申込者情報を利用または第三者に提 

供させていただくことがございます。 

１４-４-１．法令に基づく場合 

１４-４-２．人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の 

同意を得ることが困難であるとき。 

１４-４-３．公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場 

合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 

１４-４-４．国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事 

務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意 

を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

 

１５．各種お問合せ先 

    ・エプサイトギャラリーや申込者情報に関するお問い合わせ、お客様の個人情報のご相談につき

ましては、以下の窓口にて承っております。 

 

     エプソンスクエア丸の内 エプサイトギャラリー 

TEL：03-6775-9481 

受付時間：10:00～18:00（日、弊社指定休館日除く） 

      

・エプソン製品に関するご質問やご相談は、お手数ですが、下記 URL より製品 

カテゴリーをご選択の上、各窓口までお問合わせください。 

https://www.epson.jp/support/info/ 

 

 

※出展・使用規約内容は、2020 年 2 月現在のものです。予告なく変更する場合がございます。あらかじ

めご了承ください。 

 

https://www.epson.jp/support/info/
https://www.epson.jp/support/info/


2020/02  v11.3

年齢

展覧会歴

点数 合計

点

点

※ご応募が銀塩プリントの場合、インクジェットプリントの見本点数とサイズをご記入ください。 点数： サイズ：

可 否

選　　　　／ 連　　　　／

作品発表の場として、エプサイトギャラリーをお選びいた

だいた理由をお聞かせください。

(複数選択可)

1.立地条件　　2.ギャラリーの知名度　　3.展示空間

4.公募展の選考委員　　5.賞の制度（Exhibition Award）があるため

6.過去のエプサイトの展覧会を見て　　7.エプソン製品を日頃使用

8.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

本申込用紙は返却いたしません。必要な場合は予めコピーを保管ください。

弊社処理欄 チェック　　　　／　　　　　：　　受付No.　　　　　　　　－

自身の情報をwebやSNSで発信してますか(複数選択可) 1.ホームページ　2. twitter  3. Facebook   4. Instagram  5.その他（　　　　　　　　　　）　6.発信していない

自身のwebまたはSNS(複数の場合は1つ)ご紹介ください

エプサイギャラリーの公募展募集に関する情報を最

初にどこでお知りになりましたか？

展覧会ご希望時期

※ご希望に添えない場合がございます 第２希望　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　月頃

有り　/　　無し

展覧会歴の詳細

※応募現物の内容を記載ください。　実際の展覧会での展示予定サイズ・枚数は、「展示プラン」にご記入ください。

応

募

作

品

サイズ（A4～A3ノビまで）インクジェットプリント　or  銀塩プリント

展覧会タイトル

1.エプサイトWEBページ　 2.「エプソン写真通信」Twitter / Facebook

3.エプソンからのメール　4.チラシ　5.エプサイト館内の掲示物　 6.口コミ

7.エプソン以外のWEB , SNS (                                                             )

8.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

作品内容（100文字程度）※こちらとは別に、作品解説・テーマをまとめたA4一枚程度の説明を添付してください。

点

第１希望　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　月頃

インクジェットプリント / 銀塩プリント

フィルムサイズ（アナログの場合）

使

用

機

材

エプサイトギャラリー　応募申込書

応募者名（グループの場合は代表者名）

（ふりがな）

T  E  L

携帯電話

E-mail

（デジタル）
カメラ

グループでご応募の場合はこちらもご記入ください

グループ名

　　　　　　　　　　　出展人数　　　　人

応募者連絡先

　〒　　　　　　　－

「エプサイトギャラリー 公募展出展・使用規約」の内容を承諾の上申し込みます。

※必ず規約の内容をご確認のうえでご署名・捺印ください。署名・捺印なきものは受け付けできません。

写真撮影の可否

会期中の会場内写真撮影およびSNS等への投稿許諾

インクジェットプリント / 銀塩プリント

スキャナー（アナログの場合）

プリンター（メーカー名 ＋ 機種名）

用紙名（メーカー名 ＋ 商品名）

（アナログ）

印

歳

‐ ‐

‐ ‐

お客様がご記入いただいた個人情報は、エプサイトギャラリーへの出展・利用に関するご連絡および事務手続き等に使用させていただきます。

また上記利用目的の範囲内において、お客様の個人情報を外部業者へ委託させていただくことがございます。

エプサイトギャラリーの個人情報の取り扱いについては、以下のホームページにてご確認ください。

https://www.epson.jp/showroom/marunouchi/epsite/privacy/
エプサイトギャラリーの個人情報の取り扱いおよび会員情報についてのお問い合わせは、以下の窓口にて承っております。

エプソンスクエア丸の内 エプサイトギャラリー TEL：03-6775-9481

受付時間：10:00～18:00（日、弊社指定休館日除く）
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年齢

展覧会歴

点数 合計

点

点

※ご応募が銀塩プリントの場合、インクジェットプリントの見本点数とサイズをご記入ください。 点数： サイズ：

可 否

選　　　　／ 連　　　　／

展覧会歴の詳細

（アナログ）　ペンタックス６４５

（デジタル）　エプソン　R-D1XG

T  E  L

携帯電話

E-mail

展覧会タイトル

作品内容（100文字程度）※こちらとは別に、作品解説・テーマをまとめたA4一枚程度の説明を添付してください。

5人の仲間でデジタルカメラを使い、高層ビル群や新宿公園、成子坂などに足を運び、

四季の情景を写し撮りました。

サイズ（A4～A3ノビまで）

インクジェットプリント / 銀塩プリント

エプサイトギャラリー　応募申込書

応募者名（グループの場合は代表者名）

（ふりがな）

グループでご応募の場合はこちらもご記入ください

グループ名

　　　　　　　　　　　　出展人数　　　　人

「エプサイトギャラリー 公募展出展・使用規約」の内容を承諾の上申し込みます。

※必ず規約の内容をご確認のうえでご署名・捺印ください。署名・捺印なきものは受け付けできません。

応募者連絡先

　〒　　　　　　　－
有り　/　　無し

点インクジェットプリント / 銀塩プリント

※応募現物の内容を記載ください。　実際の展覧会での展示予定サイズ・枚数は、「展示プラン」にご記入ください。

展覧会ご希望時期

※ご希望に添えない場合がございます

第１希望　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　月頃

第２希望　　　　　　　　　　　　　　年　　　　　　　　月頃

用紙名（メーカー名　＋　商品名）

応

募

作

品

インクジェットプリント　or  銀塩プリント

エプサイト公募展を

どこでお知りになりましたか？

1.エプサイトWEBページ　 2.「エプソン写真通信」Twitter / Facebook

3.エプソンからのメール　4.チラシ　5.エプサイト館内の掲示物　 6.口コミ

7.エプソン以外のWEB , SNS (                                                             )

8.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ）

使

用

機

材

カメラ

フィルムサイズ（アナログの場合）

スキャナー（アナログの場合）

写真撮影の可否

会期中の会場内写真撮影およびSNS等への投稿許諾

プリンター（メーカー名＋機種名）

弊社処理欄 受付No.　　　　　　　　－ チェック　　　　／　　　　　：　　

本申込用紙は返却いたしません。必要な場合は予めコピーを保管ください。

作品発表の場として、エプサイトギャラリーをお選びい

ただいた理由をお聞かせください。

(複数選択可)

1.立地条件　　2.ギャラリーの知名度　　3.ギャラリーの面積・サイズ

4.公募展の選考委員　　5.公募展制度や賞の制度（Exhibition Award）

6.過去のエプサイトの展覧会を見て　　7.エプソン製品を日頃使用

8.その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

自身の情報をwebやSNSで発信してますか(複数選択可) 1.ホームページ　2. twitter  3. Facebook   4. Instagram  5.その他（　　　　　　　　　　）　6.発信していない

自身のwebまたはSNS(複数の場合は1つ)ご紹介ください

印

歳

‐ ‐

‐ ‐

えぷそん たろう

エプソン 太郎 45 エプサイト写真クラブ

５

163 0401

東京都千代田区丸の内３－４－１

０３ ６７７５ ９４８１

○○○ ○○○○ △△△△

ギャラリー○○ タイトル「△△」 （2012年）

ギャラリー△△ タイトル「□□」 （2016年）

○○○○△△△△□□□□

新宿を撮りはじめて5年。短い月日の間に激しく移り変わる風景をまとめました。

A3ノビ

A4

30

10 40

６×４.５

エプソン GT-X980

エプソン SC-PX5VⅡ

エプソン 写真用紙クリスピア<高光沢>

２０２０ １１

２０２１ ２

記入例

ソエ
ンプ

お客様がご記入いただいた個人情報は、エプサイトギャラリーへの出展・利用に関するご連絡および事務手続き等に使用させていただきます。

また上記利用目的の範囲内において、お客様の個人情報を外部業者へ委託させていただくことがございます。

エプサイトギャラリーの個人情報の取り扱いについては、以下のホームページにてご確認ください。

https://www.epson.jp/showroom/marunouchi/epsite/privacy/
エプサイトギャラリーの個人情報の取り扱いおよび会員情報についてのお問い合わせは、以下の窓口にて承っております。

エプソンスクエア丸の内 エプサイトギャラリー TEL：03-6775-9481 受付時間：10:00～18:00（日、弊社指定休館日除く）


	FIX_【ｖ11.3】ギャラリー出展・使用規約
	【v11.3】エプサイトギャラリー申込書
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