
14-54 Inaoicho, Towada, Aomori 034-0011
Open 10:00 – 18:00 | Closed Mondays

Open Space
14-54 is an open space and pizzeria operated by Queen & Co. and shared
with the Towada Art Center. Feel free to come and relax, order a pizza,
check out the Towada Art Center Reading Room, or talk with us about
using the space for your next event.

14-54は、Queen & Co.が運営する、誰もが自由に利用できるオープンスペースで
す。中には本格ナポリピザが味わえる14-54 Pizzeriaがあり、美術関連の蔵書を
閲覧できる 十和田市現代美術館の まちなかライブラリーもあリます。イベントで
のご利用も、お気軽にご相談ください。

Event Space
14-54 plays host to talk, music nights, city workshops, private parties,
and more. All public events are listed on our public calendar and events
page.

中には現美ライブラリーやイベントスペース、そしてコーワキングスペースが設置
されるほか、誰もが気軽に立ち寄ることのできる、居心地のよい場所を目指しま
す。イベント、ワークショップ等にぜひお使いください。

Area: 220m2 Capacity: 50
Contact us for information on equipment rental, cafe and catering
services, etc.

Reading Room
The Towada Art Center operates the 14-54 Reading Room, a library of
approximately 1,500 books with a specific focus on the arts from the
museum’s collection, all made available to the public for free with
support from the Towada Art Center Partners (TAPS).

十和田市現代美術館パートナーズ「TAPS」の支援をいただき、14-54にてライブラ
リースペースを運営します。美術館の蔵書一部を閲覧できる図書スペースです。
美術館がこれまで蓄積してきた芸術を中心とした書籍や資料を、多世代と共有
できる場を提供します。子どもから高齢者までが、芸術を介して繋がり、集えるス
ペースとしても活用します。

0176-58-7970 www.14-54.com 14-54@queenand.co



14-54 Inaoicho, Towada, Aomori 034-0011
Open 10:00 – 18:00 | Closed Mondays

TERMS OF USE | ご利用規約
【使用料】
使用料は、別途「使用条件合意書」に記した期日までにお振り込みください。使用者の都合によるキャン
セルの場合、使用条件確認書に記載のキャンセル料を申し受けます。

● スペース使用料 　 １時間　1,500円（税込）
● スペース使用料（20人以上) １時間　3,000円（税込）
● 貸切使用料　 １日　15,000円（税込）
● 備品使用料　 別途相談

使用時間には、準備時間も含まれます。備品は、マイクやスピーカー、ミキサー、プロジェクターなどをご
用意しております、使用をご希望の方は別途ご相談ください。20人以上のご使用で、11:30〜13:30の
時間帯と重なる場合、貸切１日扱いとなります。

【予約】
10人以上でのスペースの使用は、使用予定の２週間前までに予約をお願いいたします。

【販売を目的とした使用】
販売を目的としたスペースの使用については、別途お問い合わせください。

【広報活動】
14-54では、関係者への情報発信を始め、14-54や14-54のHP/SNSなどにて積極的に紹介させていた
だく場合がございます。発信に必要な企画資料、プロフィール、使用可能な画像素材数点などをご用意
の上、お送りください。提出が遅れた場合は広報活動も遅れますので、予めご了承ください。DM/フライ
ヤーは各自でご用意いただいています。作成の際は文字校正のため、入稿前にメール等にて内容を確
認させてください。

【設営撤去の注意事項】
現状復帰を原則として自由に使用いただけますが、強力な両面テープ、太い釘(直径3mm以上)、木ネ
ジ、スプレーの使用は原則として禁じられています。使用を希望する場合は事前にご相談ください。
ゴミ廃棄は承りませんので、お持ち帰りください。備え付けの清掃用具を利用し、レンタル時間内に清掃
をお願い致します。退出時に著しく会場が汚れている場合は、清掃料として10,000円(税込)を頂戴致し
ます。水回り使用の際は、調理器具や食器は洗い、水気を拭き取って元の場所に戻していただきます。
なお、水回りのあるキューブ部分に関しては、関係者のみの出入りを許可します。
簡単な工具、基本の照明等の備品はありますが、イベント・展示等に必要な工具、演出用照明、作品
キャプション、梱包用品、BGM(USBもしくはCDRのデータ)等、開催時に必要な備品は各自でご用意くだ
さい。専用駐車場に限りがあります。満車の際には最寄りの駐車場等のご利用をお願いします。

【その他の注意・免責事項・厳守事項】
近隣の方々に迷惑がかかる行為(指定場所以外での喫煙、ゴミのポイ捨て、建物前道路の占用等)は絶
対にしないでください。また、法律、条例、その他の法的規則により禁止されている行為、物品、危険
物、悪臭を放つ物、発火しやすいもの等、建物の保全上または近隣に迷惑を及ぼす可能性のある物の
持ち込みは禁止します。

0176-58-7970 www.14-54.com 14-54@queenand.co



14-54 Inaoicho, Towada, Aomori 034-0011
Open 10:00 – 18:00 | Closed Mondays

喫茶営業に準ずる調理した食品の販売は可能ですが、保健所の許可がない場所で調理したものは販
売できません。保健所の規定に則った方法で販売願います。使用期間中に14-54内にて、紛失、盗難、
破損等の事故が生じましても、当方では責任を負いません。 14-54内での忘れ物や紛失等につきまし
ては一切の責任を負いかねますので、貴重品や所持品は必ずご自身の責任で管理をお願い致します。
忘れ物は2週間まで保管します。
当イベント開催期間内において発生した一切の事故や怪我・病気などの責任を負いかねますことをあら
かじめご了承ください。主催者・参加者の方々については、その個人あるいはチームの責任において保
険への加入を行ってください。当イベントへ参加するに当たっての往路・帰路等移動途中の事故に対し
ても責任を負いかねます。会場への道中は事故等の無いようお気をつけください。
使用にあたって、壁、床、什器を大きく破損した場合、その修復費用を全額ご負担いただきます。使用権
利を転貸・譲渡することはできません。また、お申込みいただいた内容と実際の内容が著しく異なる場合
などは使用を中止させていただきます。その際、使用料が発生した場合は返却いたしかねますので、予
めご了承ください。使用期間中にでたゴミは使用者側にて処分願います。お祝い花等も含め遺留品のな
いようにご注意ください。

【禁止事項等】
利用者は、次の行為をおこなってはならないものとします。

1. 14-54または第三者の知的財産権、肖像権、名誉権、所有権その他一切の権利を侵害する行
為

2. 14-54または第三者に損害その他何らかの不利益を与える行為
3. 犯罪行為、および犯罪を助長する一切の行為
4. 法令または公序良俗に違反するまたは違反するおそれのある行為
5. 14-54の承認を得ずに行われる営利目的の行為
6. 14-54または第三者になりすます行為
7. 性的やわいせつな行為等を目的として利用する行為
8. 自殺、自傷行為、殺害、虐待等を誘引、助長する行為
9. 過度に暴力的またはグロテスクな表現、画像等を投稿する行為
10. 政治的、宗教的行為またはこれに関連する行為
11. 第三者が上記各号に該当する行為を行うことを助長する行為
12. その他14-54が不適当と認める行為

0176-58-7970 www.14-54.com 14-54@queenand.co



14-54 Inaoicho, Towada, Aomori 034-0011
Open 10:00 – 18:00 | Closed Mondays

Agreement to Usage Conditions | 使用条件確認書
14-54 is an open space and pizzeria operated by Queen & Co. and shared with the Towada Art
Center. By signing/sealing the below you agree to the basic conditions as stipulated in the Terms
of Use.

14-54は、 Queen & Co.が運営する、誰もが自由に利用できるオープンスペースです。イベントでの
ご利用も、お気軽にご相談ください。上記の14-54ご利用規約にて定められた条件に合意し、下
記にて押印の上、ご提出ください。

申込者 | Name　

メールアドレス | Email Address

電話番号 | Phone

企画内容 | Event Details

開催日（開始） | Start Date – 開催日（終了）| End Date

開催時間（開始）｜Start Time – 開催時間（終了） | End Time

0176-58-7970 www.14-54.com 14-54@queenand.co


