居酒屋レンタルスペース・御縁屋 ご利用規約 （2015.12.07 改訂）
≪利用規則≫
本規約は、貸出にあたり居酒屋レンタルスペース御縁屋の利用について定めるものです。
本規約の内容を十分ご理解いただき、これに遵守してください。

≪御縁屋スタッフ一同よりご利用者様へ≫
御縁屋はあたたかい和の雰囲気と、心落ち着く木の内装を組み合わせて
2015 年 12 月にオープンした居酒屋レンタルスペースです。
多くの仲間の協力を経て、良きご縁をお繋ぎできる様に【御縁屋】と名づけられました。
料理をされる方にも喜んでもらえる様にキッチン設備や製氷機なども設置し、
来店される方にも気兼ねなくくつろいで頂ける様にと、座敷、座布団もご用意いたしております。
たくさんの人の想いをこめて作られた御縁屋で、どうぞ素敵な時間をお過ごし下さい。

0◆ご予約から退店までの流れについて
・【 ご利用までの流れ 】
仮予約(メール・電話) ⇒ 見学※初回のみ ⇒ 振込確認・予約確定連絡 ⇒ ご利用
・【当日。退店迄の流れ】
利用時間に明け渡し ⇒ 退店時間までに現状復帰 ⇒ 幹事様退店立会い⇒ 退店

1◆仮予約・予約確定について
・仮予約は、電話・メールで受け付けております。
・仮予約はご連絡日より、5 日間有効です。
予約金(ご利用料金の全額+保証金)納入により予約確定とします。
・仮予約期限内に予約金のお支払いを確認出来ない・連絡の無い場合は、仮予約失効となります。
その場合、同日でキャンセル待ちのお客様がいらっしゃる場合は
キャンセル待ちの方が優先されます。
・本予約締結後のキャンセルは、当日までの期間に応じたキャンセル料を頂戴します。
ご利用予定日より ２カ月以前：０円・２カ月以前：利用料金全額の失効
例)4 月 5 日予約で 2 月 4 日にキャンセルを連絡した場合(２ヶ月以前) = 利用料金の全額ご返金
例)4 月 5 日予約で 2 月 5 日にキャンセルを連絡した場合(２ヶ月以内) = 利用料金の全額失効
・キャンセルによる振り込み手数料はお客様のご負担となります。ご了承下さい。

2◆ご利用について(貸出時間・清掃など)
・御縁屋スタッフが常駐しない場合の閉店時間は、23 時です。(搬入搬出を含む)
退店時間 15 分前にスタッフが参ります。
現状復帰・清掃を終え、店内幹事様のみ厳守でお願いします。
・1 度でも時間を守れない場合は次回のご利用をお断りさせて頂きます。
また、事前に利用目的を説明して頂けない・利用内容に相違がある場合についても
お断りさせて頂きます。
・保証金(金 五千円)を、事前に利用料金とは別にお預かりさせて頂きます。
当日、以下の条件に違反が無い場合、保証金は退店時にお返しさせて頂きます。
失効条件①：事前にお伺いさせて頂いた入店時間から 45 分を越える遅刻があった場合

失効条件②：退店時間 15 分前に、店内が幹事様のみではない・完全退店出来ない状態の場合
保障金は失効となります。ご注意下さい。
・利用時間(入り時間・退店時間)の変更は前月 20 日 21:00 迄。
オプションのご利用【ライブセット・ドリンク手配・プロジェクターなど】の変更は
ご利用日より 7 日前 21:00 迄。
以降による変更・取り消しによるご返金は致しかねます。ご注意下さい。
・紛失・盗難・複製防止の為、鍵のお渡しは出来ません。ご注意下さい。

3◆ご利用料金について
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レンタルプラン

ご利用時間

料金

コース料理＆ドリンク付き！
3 時間レンタルお得プラン

① 11 時～15 時から３時間
② 18 時～23 時から 3 時間

1 名様あたり
2500 円～

※時間の変更や延長も可能です
※気軽にスタッフに
お問い合わせ下さい。

※ご利用人数や曜日。
追加オプションにより
金額は異なります。
※スタッフにお問い合わ
せください。

プランの特典
①コース料理、ドリンクスタッフ用
意！
②店舗まるごと貸切！
③お得な飲み放題プラン

※3 時間レンタルはご利用人数により金額が異なります。メールまたは電話でご確認下さい。
※ご予約は 15 名様～承ります。以下でも承りますがご利用料金にご注意下さい。

4◆レンタル割引制度について
・ご利用日の１ヶ月前の時点で、予約金のお支払いが完了している場合。
指定割引額 (現在 8%) をレンタル利用料金より割引させて頂きます。※3 時間レンタル対象外
※3 月 8 日利用の場合、2 月 8 日までに予約金のお支払いが完了している場合、割引対象となります。

5◆音楽イベントの注意事項 ※ＤＪ・ＣＤＪを持ち込んだイベントはお断りさせて頂きます。
・音楽ライブや、スピーカーの使用に関わらず、扉は絶対に閉めてご利用下さい。
音楽を使用した催しごとは、他店舗や近隣の迷惑にならない範囲で、ご利用下さい。
・他店舗との契約上、ドラムセットなどの打楽器、ディジュリジュなど低音が響く物は

持込禁止とさせて頂きます
・万が一、他店舗や近隣の方。または警察から連絡が入った場合、その場でイベント中止となります。
ご了承下さい。

6◆キッチンについて
・必ずご持参して頂くもの
【 キッチンペーパー ・ ゴミ袋 ・ 布巾 ・調味料 】
・食器・グラス・調理器具を破損した場合は、料金を弁償いただきます。
・貸し出しの前にチェックを行っておりますが、調理機器や製氷機など、
店舗にある機器に不具合を感じた場合はすぐにスタッフにご連絡下さい。
・期間中の衛生管理はお客さまの責任で行ってください。
食品事故など、期間中に起こった一切につきまして、責任を負いかねますのでご了承下さい。

7♦喫煙について
・店内喫煙可能スペースではございますが、大人数の方がタバコを吸われると煙が充満して

ご来店されるお客様の満足度が下がる可能性がございますので分煙をオススメしております。
エレベータ横に灰皿がございますのでそちらをご利用ください。
店内の喫煙による灰などでの床の焦げなどの破損があった場合は弁償の対象となる可能性が
ございますのでご注意ください。

8◆片付けについて

・退店時間 15 分前にスタッフが参ります。
15 分前には店内は幹事様のみ・完全退店出来る状態でお願いします。
・ゴミ袋は必ず全て２重にして廃棄をお願い致します。
・ゴミは ・燃えるごみ・燃えないごみと瓶・缶 ・ ペットボトル の２種類に
必ず分別をお願いします。
・お帰りの際に利用中に出たゴミはまとめて、1 階のビル入り口すぐの左手にある
黒い扉の中にお出しください。
・汁物や液体がエレベーターなどの共用部分に垂れてしまった場合
他テナント様の迷惑となりますので、必ず階段清掃をお願いします。

9◆免責及び損害賠償

・万が一、事故や器物の破損、近隣からの苦情等が発生した場合は、
速やかに貸主に電話でご連絡下さい。
・貸し出し中、建物・家財・器具・備品等に破損・紛失等があった場合は
修理代を請求させていただきます。
・敷地内での公序良俗に反する行為を行う場合はご利用をお断り、または中止させて頂きます。
・荷物・貴重品・持参物品については、ご利用者様の責任で管理してください。
盗難や火災・ケガ・その他不慮の事故による損害等については、貸主は一切の責任を負いかねます。
ご了承下さい。
・何らかの理由（ビルの火災など）により店舗が通常営業を行えなくなった場合
事前にお預かりさせて頂いた料金は返却させて頂きますが
企画等による損害賠償・請求は負いかねます。

10◆当日の連絡先について
・当日担当するスタッフの電話番号と繋がる時間帯をご案内させて頂きます。
・基本は明け渡しを終えた以降 退店立会いまではお電話のみの対応となりますが
スタッフが近隣で待機している場合や、緊急の場合は出来る限り対応させて頂きます。
以上。ご利用規約をご了承の上、ご予約・ご利用を宜しくお願い致します。

お名前
ご住所
お電話番号
メールアドレス

ご利用日
年

月

日

( )

利用プラン
イベント概要
予定人数

ライブセット@5000

プロジェクター
@3000

(スピーカー・マイク・ミキサー
など)

深夜利用

ドリンク手配・配送
のみ@5000

(22:00～23:00)@4000

※注文数・種類選択 OK
※利用分のみ原価でご清
算

ドリンクプラン
カスタム

ドリンクスタッフの
手配@プラン内容に
より相談

S(全ラインナップご利用可）
A(基本より各上級酒ご利用
可）
B(カクテルリキュールご利用
可）

入店時間

退店時間
□15 分前に立合い説明済

□私は未成年者ではありません。
以上の規約に同意いたします。
平成

年

月

日

規約番号

氏名

人

