La LOCOMA SALON 貸し教室利用規約

ラ・ロコマサロン貸し教室（以下「当サロン」）をご利用の前に、以下を必ずご一読くださいますようお願いい
たします。
また、ご利用の際は、下記の事項をご確認頂いた上でお申込みください。

貸し教室利用について
○次のいずれかに該当する場合は、申し込みを取り消し、使用を停止する措置を取ることがあります。
・宗教活動や公序良俗に反する活動に利用する場合、または当サロンで問題があると判断した場合。
・本規約に反した行為、または使用が認められた場合。
・申込書の記載内容と異なる利用をされる場合
・宗教団体、政治結社、思想団体、およびこれらに類する集会の開催
・公序良俗に反すると認められる場合
・反社会的勢力、またはこれに類する団体・個人のお申込、ご利用、ならびに施設への立ち入り
・その他、当サロンが運営上不適当と認められる場合
○エレベーターがございません。荷物搬入の際はその旨ご了承下さい。
○その他、規約に定めていない事項に関してはお問い合わせ下さい。
○万一、天災や事故等によりによりやむを得ず臨時に貸し教室の営業が停止もしくは遅延となった場合でも、 賠
償等の責任は負えません。
○本予約後、ご利用時間帯等に変更が生じた場合は、速やかにお電話にてご連絡ください。
ご利用時間帯の変更は、7 日前までの受付時間内に必ずお電話にてご連絡ください。ご連絡頂いた際、ご希望時
間帯に他のお客様のご予約を頂いている場合には、ご変更でき兼ねますのでご了承ください。
○食べ物、お飲み物のお持込は良いですが、においがスペース内に残るような食べ物のお持ち込みはお断り致し
ます。次にご利用頂くお客様への配慮とご協力をお願い致します。
○当サロン内で大きな音が出るものや近隣にご迷惑がかかるような騒音が出るような行為はご遠慮下さい。
楽器の練習等の大きな音が出る行為は、グランドピアノ室・アップライトピアノ室[防音室]でお願い致します。
サロン室での楽器の練習等の大きな音が出る行為は出来ません。
○貸し教室の貸し出しは最短 1 時間とし、1 時間単位で貸し出しいたします。最長利用時間は 4 時間です。
○当サロン利用後は原状復帰をお願いします。準備や後片付けの時間も利用時間に含みます。

○規定の定員は必ずお守り下さい。
・グランドピアノ室：最大 5 名まで
・アップライトピアノ室：最大 3 名まで
・サロン室：最大 12 名まで（講師含む）
・全室：最大 15 名まで
（グランドピアノ室・アップライトピアノ室・サロン室の最大人数の合計とは異なります）
○ゴミは指定のごみ箱に処分をお願い致します。また、大量のごみが発生する場合は事前にご相談下さい。
○当サロンの建造物、設備、什器、備品等を破損あるいは紛失された場合は直ちに報告してください。場合によ
っては修繕費等、損害相当額を請求させていただきます。
○当サロン利用に伴う、紛失、盗難、人身事故等のあらゆる事件・事故に関しては、本校は一切の責任を負いか
ねます。

ご利用時間・料金について
○ご利用時間は、準備・後片付けの時間も含んでお申込ください。
○ご予約終了時間に原状回復が完了していていない場合は、自動的に当日延長となります。
○グランドピアノ室[防音室] 11：00～21：00
○アップライトピアノ室[防音室]

1,500 円/1 時間、21：00～23：00 1,800 円/1 時間

11：00～21：00 1,200 円/1 時間、21：00～23：00 1,440 円/1 時間

○サロン室 11：00～21：00 3,000 円/1 時間、21：00～23：00 3,600 円/1 時間
○全室（グランドピアノ室、アップライトピアノ室、サロン室）11：00～21：00

5,000 円/1 時間、21：00～23：

00 は 6,000 円/1 時間
○ピアノご使用料金：グランドピアノ 11：00～23：00 1, 500 円/1 時間
○アップライトピアノは 11：00～23：00 1, 200 円/1 時間（ピアノ使用料は割増料金はございません）
○グランドピアノ室及びアップライトピアノ室を当日延長頂いた場合、部屋のみお使いいただけます。
○グランドピアノ及びアップライトピアノをご使用頂く場合は、部屋とピアノの両方の当日延長をお願い致しま
す。

当日の時間延長について
○当日の時間延長については、必ず当サロン担当者の許可を得てください。延長の場合は当日現金にて徴収をさ
せていただきます。
○当日の延長は、30 分単位で可能です（有料）。
○当日延長料金
・グランドピアノ室[防音室]

11：00～21：00

750 円/30 分、21：00～23：00

・アップライトピアノ室[防音室]は 11：00～21：00

900 円/30 分

600 円/30 分、21：00～23：00 720 円/30 分

・サロン室は 11：00～21：00 1,500 円/30 分、21：00～23：00 1,800 円/30 分
・全室（グランドピアノ室、アップライトピアノ室、サロン室）は 11：00～21：00 2,500 円/30 分、21：00
～23：00 は 3,000 円/30 分となります。

○ピアノご使用当日延長料金
・グランドピアノ 11：00～23：00 750 円/30 分
・アップライトピアノ 11：00～23：00 600 円/30 分
○当日延長時間は最大 2 時間までです。
詳細は、当サロンスタッフまでお問合せ下さい。ただし、その後のご予約の状況により受付できない場合もあり
ます。ご了承下さい。
また、ご予約時間を過ぎ、原状回復が完了していない場合は、自動的に当日延長となり、延長料金の請求を行い
ます。ご利用日当日の時間延長のお支払いは、現金支払いのみです。

仮予約について
○ご利用希望日の 6 週間前から仮予約が可能です。それ以前のお申込につきましてはご相談ください。
（例えば 7 月 20 日利用希望の場合は 6 月 8 日から仮予約受付開始となります）。
○仮予約は原則 7 日間有効です。仮予約中のキャンセル料はかかりません。
○ご利用を検討される場合、事前にお電話またはメールでご利用日及びご利用時間の空き状況をご確認ください。
また、同日が当サロン閉館日になっており、受付していない場合には、その次の営業日からの受付とさせてい
ただきます。仮予約はお申込みを受けた 7 日間有効です。仮予約有効期間内に本予約（正式申込）をお願いしま
す。仮予約中のキャンセル料はかかりません。
（ご利用希望日 7/20 の場合、6/8 に仮予約をして頂いた場合、6/14
までに本予約手続きをお願いします）

料金お支払いについて
○仮予約後の 7 日以内に当社の指定する銀行振込か、当サロンへ直接現金にて、教室使用料のお支払いをお願い
します。恐れ入りますが振込手数料についてはご利用者様でご負担をお願いいたします（クレジットカードでの
お支払は取り扱っておりませんのでご了承ください）。直接お支払いいただく場合は、事前にお電話にてご連絡
いただき、お時間の打合せが必要です。
○当サロンにてご入金またはお支払いが確認できましたら貸し教室ご利用許可証を発行いたします。１週間以内
にお支払いがない場合はキャンセルとさせていただきます。
領収書が必要な場合は、事前にご連絡ください。

本予約（正式申込）について
○本予約（正式申込）は、所定の申込書（貸し教室申込書）をメールまたは FAX で送信いただくか、当サロンに
直接ご提出ください。直接ご提出いただく場合は、事前にお電話にてご連絡いただき、受け渡し時間を打合せが
必要です。
○「貸し教室申込書」のご提出及び「ご利用料金のお支払い」を当サロンにて確認いたしましたら、
「貸し教室利
用許可証」を発行いたします。貸し教室利用許可証の発行も持ち、本予約（正式申込）完了となります。

○「貸し教室利用許可証」は、メールでお申込頂いた方にはメールにて、FAX でお申込頂いた方には FAX にて返
信させていただきます。ご持参頂いた方には、その場で発行させていただきます。
○「貸し教室利用許可証」は、貸し教室の本予約完了の証明となりますので、ご利用日当日は必ずご持参くださ
い。
○正式お申込後でも日程・時間帯等の変更については可能です。
ただし、お客様の都合による日程の繰り下げ（先延ばし）、時間帯の短縮についてはキャンセル料が適用されま
す。

キャンセル料金について
○キャンセル料金の対象となるキャンセルは、
「貸し教室利用申込書」のご提出及び「ご利用料金のお振込み」を
当サロンが確認し、本予約完了後に以下の事由が発生した場合を意味します。
（1）日時の変更を希望される場合
（2）本申込をご予約日 14 日以降取り消される場合
（3）当日ご利用されなかった場合
○キャンセルをされる場合、以下のキャンセル料金を申し受けます。
本予約（ご入金後）のキャンセルについて
・本予約完了からご利用日の 15 日前まで
（例：ご利用日 7/20 の場合、7/4 までのキャンセル）お振込み頂いたご利用金額から振込手数料を差し引いた金
額をご返金いたします。手渡しの返金手続きの場合は、全額返金いたします。
・ご利用日の 14 日前から 8 日前まで
（例：ご予約日 7/20 の場合、7/5～7/12 までのキャンセル）お振込み頂いたご利用金額の 50％から振込手数料
を差し引いた金額をご返金致します。例えば、サロン室 11：00～12：00 の 2 時間のご予約・お振込み頂いたご
利用金額 6,000 円の内、3,000 円から振り込み手数料を引いた金額をご返金させていただきます。）
・ご利用日 7 日前～
（例：ご予約日 7/20 の場合、7/13 以降のキャンセル）お振込み頂いたご利用金額の 100％をキャンセル料とし
て申し受けます）
※手渡しの返金手続きご希望の場合は、事前連絡にて受渡時間を打合せが必要です。返金手続き当日は、必ず
「貸し教室利用許可証」をご持参ください。
「貸し教室利用許可証」をご持参いただけなかった場合には、ご返金
に対応でき兼ねる場合がございますのでご了承ください。
○本予約成立後、ご利用をキャンセルされる場合は、必ず当サロンまで電話にてご連絡ください。
・連絡先：電話 06-6711-0938
・電話対応可能時間：月～金曜日：11 時～19 時、土・日・祝日： 11 時～17 時
（年末年始・夏季休業・サロン閉館日を除く）

個人情報の取り扱いについて
当サロンにおきましても個人情報保護につきまして万全の対応を図りたいと考えております。 お客様の個人
情報は法令の定める場合など正当な理由があるときを除き、お客様の許可なく、その情報を第三者へ開示・提供
することは致しません。 また流出・改ざんなどを防止するための合理的な安全策を講じ個人情報の適切な利用
と保護に努めます。 つきましては下記の「個人情報保護方針」をご一読頂いた上、正式申込をお願い致します。

個人情報保護方針
○個人情報の利用について
個人情報保護法及びその他の関連法令並びに各ガイドラインを遵守し、当サロンが業務上使用するお客様の個人
情報について、その保護に厳重な注意を以下のように払ってまいります。
お客様の個人情報は法令の定める場合など正当な理由があるときを除き、お客様の許可なく、その情報を第三者
へ開示・提供することは致しません。
また流出・改ざんなどを防止するための合理的な安全策を講じ個人情報の適切な利用と保護に努めます。 つき
ましては下記の「個人情報保護方針」をご一読頂いた上で、正式申込みをお願い致します。
○個人情報の利用目的について
当社はお客様の個人情報（氏名、性別、電話番号、メールアドレス、勤務先等）を、以下の目的に利用いたしま
す。
（1）サービスに関するお客様との契約の履行のため
（2）サービスの継続的なお取引における管理およびこれに伴う各種ご案内の送付・連絡のため
（3）ダイレクトメール・電子メール・電話等による情報提供、各種ご案内等、サービスや商品に関する営業活動
を行うため
（4）顧客動向分析もしくはサービス・商品開発等の調査分析のため
（5）事故等緊急の際の連絡のため
（6）保険会社（保険代理店を含む）への各種手続き関わる当社の事務処理のため
（7）各種お取引解約後の事後管理のため
○第三者への提供について
当サロンは、以下の場合を除き、お客様ご本人の同意なしに個人情報を第三者に提供することはありません。
（1）法令の規定による場合
（2）人の生命、身体、健康又は財産の保護のために必要な場合であって、本人の同意を得ることが困難である場
合
（3）公衆衛生の向上又は子ども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
ことが困難である場合
（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場合
また、利用目的の範囲で個人情報を第三者に委託する場合があります。個人情報を委託する場合は、個人情報の
安全管理が図られるよう委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

○開示請求等手続について
お客様は、当社に対して、
「個人情報保護に関する法律」に定めるところにより、お客様ご自身に関する保有個人
データを開示するよう請求することができます。
当社に開示を求める場合には、下記記載の窓口または、お取引店にご連絡ください。開示請求手続きの詳細につ
いてご案内いたします。
万一、お客様の個人情報の内容が事実でないことが判明した場合には、当社は速やかに訂正または削除に応じる
ものとします。
○通話時の録音について
当サロンでは、通話の公正さと対応品質の向上の為、音声を録音させていただく場合がございます。あらかじめ
ご了承ください

禁止事項、注意事項について
○第三者への施設利用権の転貸・譲渡を禁止します。
○危険物等の持込はご遠慮ください。
○案内表示・ポスターなどの掲示については事前にご相談ください。
○防災・防火上、当サロン内での喫煙は厳禁とさせていただきます。
○施設の備品や構造物を毀損、汚損、紛失などされた場合、その損害を賠償していただきます。
○建物は当サロン以外に、店舗、事務所の複合施設です。ご利用者がみだりに他のフロアへ立ち入らないように
主催者は事前のご説明をお願いします。長時間のたむろ、大声、放歌、飲食等は他の施設にご迷惑となりますの
で固くお断りします。
○原則として電話の取り次ぎはご遠慮ください。
○当施設に駐車場はありません。お車でお越しの場合は、近隣の有料駐車場をご利用ください。

免責事項について
○ご利用者が本規約に違反された為、当施設のご利用をお断りすることとなった場合に生じる損害については、
一切責任を負いません。
○天災、その他不可抗力によって生じた損害については、一切責任を負いません。
○ご利用者等の所有物や貴重品などの毀損や盗難などの被害については、一切責任を負いません。
○当施設の落ち度による損害補償は、ご利用者のお支払いただきました料金内での補償となりますのでご了承く
ださい。

規約の変更
当サロンは、本規約を予告なく任意に変更することができます。

