
展示室内は原則撮影禁止です。

館内では、携帯電話、スマートフォン、

タブレットの使用はできません。

ただし、本展では左の作品1点のみ撮影が可能です。

撮影の際は、1階入口にて配布中の「撮影に関する

お願い」をご確認の上、他のお客様の鑑賞の妨げに

ならないよう、ご配慮ください。作品の保護・安全のため

に当館係員の指示に従っていただく場合があります。

No Photography / No Video Recording. 
Use of cellular phones, smart phones, or
tablets is NOT permitted in the gallery. 

*You may photograph only the one work above indicated as “photography permitted.”  
*Please be considerate of other visitors and, before photographing, note the instructions.
*Follow any instructions the museum staff may provide concerning the protection 
 and safety of the works on display.

こちらの作品のみ
写真撮影OK

Photography permitted 
for this work ONLY

動画撮影禁止
No Video Recording

シャッター音は小さめに
Minimize Your Shutter Sound 

！

周囲に御配慮ください
Pay Attention to Other Visitors

フラッシュ撮影禁止
No Flash

作品に注意
Keep a Safe Distance

from Works

写真撮影に関するお願い

三脚・自撮り棒禁止
No Tripods, No Selfie Sticks
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三脚・自撮り棒など、作品の安全を損ねる機器の使用は禁止です。

作品に撮影機器を近づけすぎないようご注意ください。

展示室内は原則撮影禁止です。

また、携帯電話、スマートフォン、タブレット

の使用はご遠慮ください。

本展では、特別に左の作品1点のみ撮影が可能です。

撮影の際は注意事項をご確認の上、他のお客様の

鑑賞の妨げにならないよう、ご配慮ください。

シャッター音や周囲にご配慮のうえ、長時間の撮影はご遠慮ください。

その他、作品の保護・安全のために当館係員の指示に従っていただく

場合があります。

動画撮影、フラッシュ･ライトの使用は禁止です。

撮影した画像の使用について

写真撮影に関するお願い

① 撮影した画像の使用は私的なものに限ります。それ以外の用途での使用は固く禁じます。

② 個人のWebサイト・ブログ・SNS・電子メール等インターネット上で掲載・送信する場合は、

    必ず「展覧会名（花 ＊ Flower ＊ 華 展）、作家名、作品名、所蔵者名（山種美術館）」を

    ご記載いただきますようお願いいたします。

③ 印刷物（会報、絵葉書・年賀状など）に掲載したり、それらを配布・販売することはできません。

　  また、上記①、②に記した画像使用条件を満たさない形での画像の掲載・使用はご遠慮ください。

④ 無断掲載による第三者とのトラブルに関しては、当館は責任を負いかねます。

　　画像の取り扱いにはご注意ください。

ただし、この1点のみ

写真撮影OK
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*You may photograph ONLY one particular work indicated as “photography permitted.”  
*Please be considerate of other visitors and, before photographing, 
  note the following points:

• Photographing works other than the indicated above is prohibited.
• The use of cellular phones, smart phones, or tablets in the gallery, other than for 
   photographing the one particular work indicated above, is prohibited.
• Recording videos and the use of flash are prohibited.  
• Do not place your camera too close to the work you are photographing.
• The use of tripods, selfie sticks, and other equipment that could endanger the 
  works on display is prohibited.
• Follow any instructions the museum staff may provide concerning the protection 
  and safety of the works on display.
• Do not photograph for an extended period of time, since the shutter noise and 
  your actions may disturb other visitors.

(1) Photography is permitted for private purposes only. 
(2) When posting the images resulting from your photography here on your personal website or blog or 
     when sharing them by SNS, e-mail, or other electronic means, please indicate that the photographs 
     are from A World of Flowers ―from the Rimpa School to Contemporary Art at the Yamatane Museum of Art 
      and provide the name of the artist, the title of the work, and its owner (the Yamatane Museum of Art).
(3) The resulting images may not be inserted in printed materials (including newsletters, postcards, 
     and New Year’s cards) to be distributed or sold. In addition, do not insert or use the resulting 
     images in a manner that does not satisfy the terms of use specified in (1), (2) above.
(4) Use of the resulting images for any other purpose is prohibited. 
     Note that the Yamatane Museum of Art will accept no responsibility in any difficulties with 
     third parties over unauthorized insertion of the resulting images.

！

No Photography / No Video Recording
Use of cellular phones, smart phones, 
or tablets is not permitted in the gallery.
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Photography permitted 
for this work ONLY

No Video Recording Minimize Your 
Shutter Sound 

Pay Attention to 
Other Visitors

No Flash Keep a Safe Distance
from Works

No Tripods
No Selfie Sticks


