レンタルスペース「カグチカ」利用規約
株式会社安田屋家具店が運営する「レンタルスペース カグチカ」に関わる規約をここに定めま
す。ご利用になられる際は、利用規約を尊守して下さい。本規約をお守り頂けない場合、利用申
込受付後、または、利用途中においても利用をお断りするか、中止させていただく場合がありま
すので、予めご了承願いします。又、ご利用中止により発生する損害についての賠償責任は負い
かねますので予めご了承願います。
【事前の注意事項】
レンタルスペースは地下にあるため、湿度が高くなっています。搬入物の素材によっては湿度の
影響を受けることがありますので、予めご了承ください。またそれに伴い発生する損害について
の賠償責任は負いかねますので予めご了承願います。
レンタルスペース内にトイレはありません。１階店舗ショールームの男女共同トイレ(和式)を併
用することとなります。
レンタルスペースへの出入口は、店舗ショールームと併用しています。またレンタルスペース地
下入口には扉がありませんのでご了承ください
ポンプ室を併用しているため、1 日に 2 回ほどポンプ作動音が発生しますのでご了承ください。
レンタルスペースの下見を希望される場合はご連絡ください。営業時間内であればいつでもご覧
いただけます。
レンタルスペース内で飲食を伴う場合は、必ず詳細をご相談ください。
【利用目的】
当レンタルスペースは、ワークショップ、セミナー、講演、会議、撮影、展示会、物販、交流
会、サークル活動、観賞会などを目的にご利用いただきます。
以下に該当する場合は、利用申込受付後、または利用途中においても、当方の判断で申込の取り
消しや利用中止の処置をとる場合がありますのでご了承願います。
① 申込書の内容が、事実と異なる場合
② 公の秩序及び風俗を乱す恐れがあると認められた場合
③ 宗教の勧誘、販売セミナー等の宗教活動を目的とする場合
④ 強制的な勧誘行為を行う場合
⑤ 周囲に迷惑を及ぼす疑いがあると当社が判断した場合
⑥ 施設・備品を損傷する恐れがあると認められる場合
⑦ 関係諸官庁から中止命令が出た場合
⑧ 利用時間を当社の承諾なしに超過した場合
⑨ 暴力団関係者、その他反社会的団体及びその関係者と認められる場合
⑩ 許認可もしくは資格が必要な内容での利用を、許認可もしくは資格がない状態で開催、
利用すること
⑪ 未成年のみご利用の場合(未成年のご利用は、保護者、責任者を同伴して下さい)

⑫ 危険物の持込、または危険物の持ち込みによる人身事故、建物・レンタルスペース・備
品等を破損・汚損・紛失した場合
⑬ 展示および装飾施工上、会場内に釘、鋲、アンカーを打ったり、許可無く糊・強粘着テ
ープ等を張った場合
⑭ 音、振動、臭気の発生等により、周囲に迷惑を及ぼす、またはその恐れがある場合
⑮ 来場者数が当レンタルスペースの許容範囲を超え、周囲に迷惑を及ぼすと判断した場合
⑯ 指定場所以外で喫煙が発覚した場合(レンタルスペースは全面禁煙です)
⑰ 当方からの注意に従わず、また本規約に違反すると判断した場合
⑱ その他当レンタルスペースの管理運営上、支障があると判断する場合
⑲ その他法律に反する目的によるご利用の場合

【利用時間】
利用時間 10:00 ～ 20:00

１時間単位でお申し込みください

※基本時間外も対応いたしますので、ご相談ください

利用時間は、事前準備及び後片付け、確認時間まで含めた時間となります。
利用時間は事前にお申し込みいただいた時間内での利用を厳守してください。
利用時間を延長する場合は早めにご連絡下さい。時間延長につきましては、別途料金表記載の延
長料をご請求致します。ただし、次の利用者に支障が発生したりする場合など、延長をお断りす
る場合がありますので予めご了承ください。
退室 10 分前には後片付けを終了し、利用終了後は利用前の状態まで原状回復してください。後片
付けの確認と備品点検をして退室となります。退出時間になりましたら、すみやかに退出をお願
い致します。
【利用料金】
時間貸料金

1 時間/2,000 円、3 時間/5,000 円、6 時間/8,000 円
1 日貸切料金 10,000 円 (10 時間)
※日にち単位、週間単位での貸出も可能です]
延長料金 30 分 500 円

(全て税込価格)

【利用申込方法】
ホームページ内にある申し込みフォームから、利用内容、利用日時等必要事項を記入のうえ、お
申込み下さい。お申込み後、利用内容を審査して 3 日以内に結果をご連絡いたします。
尚、内容等によっては、お断りさせていただく場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
【利用料金のお支払】
利用料金のお支払は前納とさせていただきますので、予約時にご請求させて頂きます。決済方法
は、銀行振込、または店頭での現金支払、paypay、クレジットカード決済がご利用可能です。
尚、クレジットカード決済は paypal を利用した WEB 決済も可能です。
利用料金のご入金が確認でき次第、本予約の確定となります。

銀行振込の場合の振込先
◆十六銀行

柳ケ瀬支店 (普通口座)０１６１５２９

◆三菱 UFJ 銀行 岐阜支店

(口座名) カ)ヤスダヤカグテン

(普通口座)０７０３９８５

◆ ゆうちょ銀行 (記号) １２４５０

(口座名) カ)ヤスダヤカグテン

(番号) ２０９８８３１(口座名) カ)ヤスダヤカグテン

【キャンセルについて】
お申込後、やむを得ない理由によりご予約をキャンセルされる場合は、速やかにメールまたは、
お電話にてご連絡をお願い致します。
キャンセル手数料は、ご予約時にご入金頂きました利用料からキャンセル料を相殺した金額をお
客様へご返金いたします。その際の振込手数料は、利用者様でご負担頂きますのでご了承願いま
す。キャンセル手数料は、以下の通りです。
キャンセル手数料
お申込み日～予約日前日の 12 時まで：キャンセル料なし
予約日前日の 12 時以降：ご利用料金の 50%
利用当日 : ご利用料金の 100%
【搬入・搬出について】
荷物などの搬入出は原則として階段をご利用ください。重いもの、その他特別な理由がある場合
のみ、エレベーターをご利用いただけます。必要がある場合は事前にご相談ください。搬入出時
にエレベーター、共用部を破損、汚損した場合は、損害賠償費用を請求致します。
荷物の運搬・搬入搬出、保管中の盗難・破損及び汚損については当方では一切関知致しません
搬入出時の自動車は、近隣のコインパーキングを使用してください
事前の搬入、事後の搬出を希望する場合は事前にご相談ください。可能な限り対応します
【レンタルスペース利用制限】
レンタルスペース出入口は、店舗ショールームと併用していますので、レンタルスペース内へシ
ョップスタッフや他のお客様の出入りがある場合があります。どうかご容赦下さい。
利用申込者は、第三者に当レンタルスペースの利用権の全部または一部の譲渡あるいは転貸する
ことはできません。
【禁止事項】
レンタルスペースを利用される場合、下記項目を禁止事項とします。禁止事項の違反を発見した
場合、当方の判断で利用中止の処置をとる場合があります。この場合に生じる利用者のいかなる
損害に対しても、当方は一切の責任を負いません。
⚫

レンタルスペース内での喫煙は禁止です(建物全館禁煙となります)

⚫

レンタルスペース内では火気の使用は厳禁です

⚫

当レンタルスペースの許容範囲以上の来場者の利用

⚫

無断でのご予約時間の延長や片付けが間に合わない等次の方に迷惑をかける行為

⚫

公序良俗に反する行為や、法令に違反する行為

⚫

周辺環境や他者に迷惑を及ぼす行為

⚫

近隣に無断でゴミを捨て迷惑を掛ける行為

⚫

利用申込に虚偽記載があると判断した場合

⚫

宗教に関する行為

⚫

権利第三者への譲渡・転貸

⚫

現状復帰、清掃をせずにご退室をされる事

⚫

ゴミ袋の放置

⚫

悪臭の発生させる恐れのある物の持込(強い臭いがする食事や、他のお客様に臭いが残
らない様に換気等脱臭にご協力ください)

⚫

飲食店の営業許可が必要となる行為、その他届出、許可を要する行為

⚫

スナック、キャバクラ、ダーツ、クラブなど風営法に触れる行為

⚫

施設利用時、又は開始前、開始後に施設外への座り込み、騒音、おしゃべり、近隣に迷
惑をかける行為

⚫

施設に損害を与える行為(建物へのテープ張りや釘打、汚損・破損)

⚫

集団的または常習的に暴力的不法行為、反社会的行為、及び、それらの活動・業務内容
が不明確な団体が主催、共催及び後援などを行う場合

⚫

反社会的勢力、または反社会的勢力に関係する者の使用。

【免責及び損害賠償】
① 当施設利用中の展示物及び利用者、参加者がお持ち込みになられた物(貴重品を含む)等
の盗難、破損事故及び人的事故等につきまして、その原因の如何を問わず当施設管理運
営者は一切責任を負いません。貴重品を含め荷物は利用者の責任で管理してください
② 天変地異、関係各省庁からの指導、その他、当方の責に帰さない事由により利用が中止
された場合、その損害については一切責任を負いません
③ 当レンタルスペース内外の建造物、設備、什器、貸出備品等を毀損、汚損、紛失した場
合、損害賠償して頂く場合がございます。また、上記行為によりレンタルスペースが利
用出来なくなった場合は、上記損害賠償の他に利用料金に基づいた逸失利益の合計金額
をご負担いただきます
④ その他、利用者が本規約に違反したことによって、当方が損害を被った場合には、その
損害について全額賠償請求致します
⑤ 当方の責に帰すべき事由により、利用申込者が損害を被り、その損害の賠償を当方に請
求した場合は、受領した料金を限度として、賠償するものとします。ただし、利用申込
者の損害の内、機会損失等の逸失利益については、その損害の責任を負いません
⑥ 当施設管轄ではない近隣での騒音につきましては、責任を負いかねます
⑦ 利用中に発生したお客様間でのトラブルやケガに関しまして当施設管理運営者は一切の
責任を負いません
⑧ お客様が持ち込まれた飲食によって食中毒などが発生した場合、当施設管理運営者は一
切の責任を負いません

【音に関する規制】
楽器の演奏時間は午前 10 時より午後 8 時までとします
近隣住民に迷惑にならない音量で使用してください
周辺環境や他者の迷惑を及ぼす場合は、更に音量制限や使用時間の制限をさせて頂きます
音楽イベントなどの音に関する内容がある場合は、必ず事前にご相談ください
相談なく催しされた場合は途中で催事を中止する事態にもなりかねませんのでご注意ください
【安全管理】
レンタルスペース利用期間中は、利用者側の責任の下に防災・防犯等の安全管理を行ってくださ
い。また、レンタルスペース利用中は当日の利用責任者は必ず常駐してください
利用者は来場者や関係者の安全のために、非常時に備えて、非常口、防災設備の位置や利用方法
等を予め熟知してください。利用時にレンタルスペース内の確認をお願い致します。
レンタルスペースの保全管理のため当方が必要と判断した場合は、レンタルスペース内に立ち入
ることがありますので予めご了承ください。
防犯上必要と判断した場合には、使用中であっても荷物や機材等の移動をお願いする場合があり
ます。会場警備や来場者の整理・避難誘導については、申込者の責任で行って下さい。
【ゴミ処理・清掃】
レンタルスペース利用者が出されたゴミは全てお持ち帰りください
【トイレ】
レンタルスペース内にトイレはありません。
１階店舗ショールームの男女共同トイレ(和式)を併用することとなります。
【動物について】
動物の飼育、持ち込みはしないでください。
身体障害者補助犬（盲導犬、介助犬、聴導犬）は例外とします。
【駐車場・自動車について】
当施設には駐車場はありません。搬入出時などの車の駐車に関しては、近隣のコインパーキング
等の有料駐車場等をご利用ください
道路交通法等に従い、これに関連して発生したトラブル・損害については、当施設管理運営者
は、いずれも一切の責任を負いません
敷地に面する道路において自動車の空吹かし、アイドリングをしないでください。特に夜間のア
イドリング、路上駐車は近隣とのトラブルのもととなりますので固く禁じます
【火気使用について】
火気の使用は禁止です
電気以外の燃料の使用は禁止です
施設内に揮発性のもの、引火性のあるもの等危険物の持ち込みは固くお断りします

本規約等の変更
1. 本規約は、利用者に対し事前の通知なく改定できるものとする。また、本規約改定後は改定後の
規約を適用するものとする。
2. 当レンタルスペースの判断により、利用者に事前に通知・連絡等をすることなく、サービスの全
部または一部を廃止・変更できるものとする。
3. 本規約が変更された場合、利用者に対しては申込時の規約を適用することとする。ただし、申込
みをしている利用者に関しては、双方相談の上、規約の適用を決定するものとする。
個人情報の取り扱いについて
1. お客様の個人情報は、お客様に対し当店のサービスおよび関連情報をご提供する目的以外には使
用しません。
2. お客様の承諾を得た場合以外に第三者に提供、開示など一切いたしません。ただし、法令等によ
り開示が求められた場合はその限りではありません。
3. お客様よりご提供いただいた個人情報は、適切かつ安全に管理いたします

