おけいこ場利用規約
１．利用の種類
ご利用には【一般利用】と【定期利用】があります。
（1） 【一般利用】は、その都度 1 時間以上のご利用で 3 ヶ月間先までの予約申し込
みが可能です。
（2） 【定期利用】は、毎月 4 回以上で決まった曜日・時間でのご利用が可能です。
なお、ご利用に当たっては 6 ヶ月間または 1 ヶ年間の定期利用契約を締結して
いただきます。
２．使用例
以下のとおり多目的な用途で使用できます。
ただし、防音の限界を超える大音量や大きな振動をともなうご利用はできませんので
ご了承ください。特に夜間（21：00～7：00）における音量・振動にはご注意をお願
いします。なお、利用制限については別に記載しております。
（1） 【アクティビティ】
各種ダンス、エクササイズ、ヨガ、空手、舞台稽古、合唱
（2） 【スタディ】
ワークショップ、学習塾、楽器練習、お花、カルチャー
（3） 【イベント】
各種パーティー、会議、集会
（4） 【アート】
絵画、写真、彫刻、陶芸、映像などの作品発表
（5） 【Sale】
ファミリーセール、サンプルセール、在庫処分などのセール会場
（6） 【展示会】
アパレル、ファッション、雑貨、工業製品などの展示・商談
３．申し込みの方法
（1） お申し込み
ホームページの予約申込フォーム・電話・メール等により、次の事項をご提示
のうえお申し込みください。（電話受付は 9:00～18:00）
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

お名前
メールアドレス
電話番号
年代
性別
利用年月日
利用時間
利用人数

⑨ 用途
⑩ 駐車場利用の有無
⑪ 備品使用の有無
備品：CD プレイヤー、携帯型スピーカー（スマホ等接続可）
プロジェクター、長テーブル（6 台）・椅子（32 脚）
ヨガマット（10 枚）、カメラ三脚、携帯型ミラーボール
⑫ 請求書の発行希望
⑬ 領収書の発行希望
（2） 受付完了
お申し込みの内容・空状況を確認し、利用可能であれば予約受付完了のご連絡
をいたします。
受付完了の連絡があるまではご予約は成立しておりませんのでご注意くださ
い。
４．営業日および利用時間
（1） 営業日
年中無休・24 時間の営業です。ただし、施設メンテナンス等により臨時休業す
ることがあります。
（2） 利用時間
1 時間以上 30 分単位です。
利用時間には準備・後片付け・着替えの時間も含まれますので、時間内に必ず
入退室するようお願いします。
（3） 利用時間の延長
次の方の利用に影響のない範囲で可能ですので当日お申し出ください。延長し
た時間の使用料金はご予約の単価で 30 分単位でのお支払いとなります。無断で
の延長は硬くお断りいたします。
５．利用料金とお支払
（1） 料金表
利用時間

平
時間単価

日
料

土日・祝祭日
金

時間単価

料

金

１時間

1500 円

1500 円

1700 円

1700 円

２時間
３時間

1400 円
1300 円

2800 円
3900 円

1600 円
1500 円

3200 円
4500 円

４時間

1200 円

4800 円

1400 円

5600 円

※4 時間を超えての利用を希望の方はご相談ください。
※駐車場・備品は無料です。

（2） お支払（前払制）
① 【一般利用】
利用日までに指定口座へ振込または当日入室前に管理人にお支払いくださ
い。
無人営業の場合は、封筒に「氏名・利用日・時間・金額」を記載し、管理
室の郵便受けに入れてください。
② 【定期利用】
利用月の前月末までに翌月の利用回数分を振込または現金でお支払くださ
い。定期利用割引がご利用になれます。
 6 ヶ月間契約： 5％割引
 1 ヶ年間契約：10％割引
③ 振込口座



名義 大谷晃也（オオタニ コウヤ）
ゆうちょ銀行 記号 10480 番号 2380181
（他金融機関から）店名〇四八 店番 048 普通預金 口座番号 0238018
 群馬銀行 与野支店 店番 375 普通預金 口座番号 0212301
※振込手数料はご利用者様のご負担でお願いします。
④ 請求書および領収書の発行
ご希望があれば発行いたします。
６．キャンセル・変更
（1） 【一般利用】
ご利用日の前々日までキャンセル・変更は可能です。
それ以降のキャンセル・変更は利用料金全額をお支払いただきますのでご了
承ください。
（2） 【定期利用】
一部または全部の利用取消、利用日・利用時間変更などは、原則としてでき
ません。また取消による返金も一切できませんのでご了承ください。
なお、途中解約の場合はご利用開始に遡り利用料金割引分を請求させていた
だきます。
（3） その他
弊社の都合によるキャンセル・変更については上記の限りではありません。
７．駐車場の利用
（1） 駐車場のご予約は先着順となります。満車の場合はご用意できませんのでご了
承ください。
（2） 駐車場は台数に限りがありますので、なるべく乗り合わせでのご来場いただき
ますようお願いします。参加者の皆様にもご周知ください。

８．利用日当日のお願い
次の事項にご協力いただきますようお願いします。
（1） おけいこ場到着前に携帯電話にご連絡ください。入退出は管理人が立ち会いま
す。
ただし、弊社の都合により無人営業形式とさせていただく場合がございます。
この場合は電子ロックの開錠番号をお知らせしますので、ご利用者様ご自身で
の開錠・施錠をお願いします。
（2） 土足厳禁です。ダンスシューズ・室内履き、裸足でのご利用をお願いします。
（3） お持ち込みになったものはゴミも含めて全てお持ち帰りください。
（4） 敷地内は全面的に禁煙です。
（5） 利用後は、備品を利用前の状態にお戻し、汚れに関係なくモップをおかけいた
だき、室内灯および空調の電源を消してご退出ください。
９．利用制限
お申し込み時に申告していただいた内容でのご利用に限ります。
無断変更、虚偽または意図的な隠蔽がある場合は、予約の取り消し・利用の停止とな
る場合があります。その際は利用料金の返金および補償は一切ありません。
また、以下に掲げる者および行為・利用はお断りいたします。
（1） 暴力団、暴力団員、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係団体・関係者、
（2） 医療行為、政治・宗教・思想団体等の活動や勧誘行為
（3） 特定の団体や個人を誹謗中傷するもの
（4） 公序良俗に反する恐れのあるもの
（5）
（6）
（7）
（8）

火器の使用および危険物を持ち込むもの
防音の限界を超える大音量や大きな振動をともなうもの
動物を持ち込むもの（介護動物は除く）
そのほか不適切と判断されるもの

１０． 免責事項と賠償責任
（1） 駐車場を含む構内での事故や盗難・紛失等について、弊社は一切の責任を負い
かねます。特に貴重品や持込備品などは個々の責任での管理をお願いします。
（2） 利用中は、施設の管理、盗難・事故防止等は利用者が責任をもって行ってくだ
さい。施設利用に際し利用者(関係業者・来場者等含む)に起因する損害につい
ては全て利用者に賠償していただきます。
（3） 利用中に停電・断水、設備・備品などの故障、近隣の騒音などが原因で正常な
利用ができなかった場合でも、当日利用料金の返却をもってその補償とし、そ
れ以上の賠償責任は負わないものとします。
（4） 音響設備を用意しておりますが、ご持参された音響機器の不具合や相性等によ
り再生できない場合がありますので、必ず予備の音響設備をご用意ください。
（5） 機材・備品・施設等を破損した場合は速やかにお申し出てください。場合によ
っては弁償金を請求させていただくことがございます。

１１． その他
（1） 室内への掲示は許可を得てください。
（2） 設備のメンテナンス、弊社主催のイベント実施等の理由で、利用日の変更をお
願いすることもあります。
（3） 本規約で定めのない事項や、 問題が発生した場合は、利用者および弊社の両者
が誠意を持って協議し、解決するものとします。
平成 28 年 5 月 1 日制定
マリグラント・インターナショナル

