
さいりん館【利用者共通ご利用規約】 2017年2月版（改訂することがあります）

＊以下の内容に同意の上お申し込みください。
1階のご予約は会員種別に関わらず原則、HP専用フォームからお願いしております。
こちらのフォームよりお申込みで仮予約、ご入金後、本予約となります。
https://www.automatic-form.net/form/sairinkan1/reserve/
お支払いは、仮予約日を含め7日以内にお振込みにてお願いいたします。その際の振込手数料はご負担ください。
●土日祝夜間は原則としてスタッフ不在でお貸しいたします。鍵の管理、戸締り、火・電気の管理は厳重にお願します。
●室内利用中は、必ずすべての出入り口の施錠をお願します。短時間でも、出入り口から離れる場合は施錠をお願します。

● 基本のご利用料金はウェブサイト・パンフレットにてご確認ください。その他ご利用状況により追加料金が発生しますので
個別にお問い合わせください。ご請求に関して、請求書は必要な場合にのみ発行しております。
原則としてお振込みの方には領収書の発行はしておりません。やむを得ず必要な方は御連絡ください。
7日以内にお振込みが無かった場合は自動的にキャンセルになります。
直接さいりん館にて現金でのお支払いも可能です。※事前に来館日ご連絡（ご予約）ください。（平日10-17時のみ）
お振込みいただいた後よりキャンセル料金が発生いたします。

● 下記のいずれかに該当する場合は、申込み取消し又は、次回以降のご使用をご遠慮いただく場合がございます。
その際に生じた損害責任は、ご利用者にご負担頂きますのであらかじめご了承ください。
＊申込時の使用目的、使用方法が事実と反した場合。
＊他の会議室利用者、施設内他会社、近隣住民に迷惑を及ぼした場合。
＊申込み利用者が許可なく第三者に転貸した場合。
＊風紀上または安全管理上、不適当と認めた場合。
＊常識を超えた備品のお持込または、使用された場合。
＊申告・追加支払いがなく、申込み使用時間または使用部屋数を越えての利用が発覚した場合
※キーボックス・鍵の開け閉めは代表者のみでお願します。館内全体のセキュリティにかかわりますので、代理の方に
開閉させた事や、暗証番号を伝えたことが判明した場合、次回以降のご利用を停止させていただきます。

● 責任区分
＊荷物・貴重品などはご利用者の責任で管理して下さい。盗難･紛失した場合、当館は一切責任を負いません。
＊利常時におけるお客様の事故、怪我については当館は一切責任を負いません。
＊建造物･設備･備品など破損または紛失した場合、修理代等を損害賠償していただく場合がございます。
＊荷物の一時預かりは、保管上のトラブルを避けるためお断りいたしておりますのでご了承ください。
＊当館の落度による損害補償は、ご利用者のお支払い頂きました料金内での補償になりますので、ご了承ください。

● ご利用に関して
＊お部屋は現況貸となります。事前に状況をご確認の上、ご了解ください。
＊さいりん館内は禁煙となっております。（前面道路での喫煙もご遠慮願います）
＊ごみはお持ち帰りくださいますようお願いいたします。（生ごみ、缶やペットボトル含む）
＊ご利用後は、机・椅子・障子・ふすまなどの現状復帰をお願いいたします。
＊ご利用後は、必ず簡単な清掃をお願いしております（ほうき、掃除機、台拭きは無料でお使いいただけます）。
＊ご利用後の汚れが著しい場合は、清掃料金を別途ご請求または今後一切の利用
を禁止させていただく場合がございます。
＊利用枠を超えてのご利用は追加料金を頂戴いたします。当日の時間延長はお断りする場合がございます。

クーラー・暖房など空調に関しましても、現状のご確認をお願いいたします。
1Ｆは夏季はエアコン（8畳のみ）・扇風機（無料）、暖房は1階各部屋ガスファンヒーター1台。
追加暖房は灯油ヒーターを432円/4ｈで貸し出し可能（要事前申込）。
ＰＣ以外の電化製品の持込みは原則1部屋1台まで（ヒーター、ホットカーペット、ポット、ホットプレートなど電力消費が
高い物は制限する場合があります）
備品類のご使用は、事前にお知らせいただいております。また、現状貸しとなりますのでご承知おきください。

● キャンセル料金
お客様のご都合でキャンセルの場合、下記キャンセル料が発生します。
ご入金後の申込みの部屋減、利用部屋数減や時間減による「一部返金」はトラブルの元になりますのでいたしません。
どうしてもご変更されたい場合は、一旦すべてをキャンセル後再度、お申込みからお願いいたします。
(その際は当初の金額にキャンセル料が掛かります）

1階一次利用会員の場合、お日にちの変更も下記の手数料を頂戴しますのでご了承ください。

（返金を振込で行う場合の振込手数料を差し引かせていただきます。）
シェアオフィス会員が入金後日にち、時間の移動、変更をされる場合、1080円の手数料が必要です。
【20日以前】 【19日前～7日前】 【6日前～前日】
使用料×１０％ 使用料×３０％ 使用料×５０％
【当日】
使用料×１００％　（＝ご返金出来ません）
●平日17時以降のご連絡は翌日扱いとさせていただきます（事務は土日祝夜間は休み）

使用料振込先 三井住友銀行　京都支店　普通　9002013　株式会社クリエイティブコバコ

https://www.automatic-form.net/form/sairinkan1/reserve/


さいりん館一階（及び全館）ご使用にあたってのお願い
さいりん館

1.机の移動、レイアウトの変更は可能ですが、退出時には必ず元に
お戻しください。

2.電気、ガス、冷暖房は、使用者が必ずお切りください。
※エアコン以外は、コンセントから抜くようにお願いします。

3.ゴミは全てお持ち帰りください。
ダンボールなどの大型ゴミ、生ゴミもお預かりできません。

4.備品を使用された場合は全て元の場所に戻してください。
※食器、調理器具も拭いて棚に戻すまでをお願いします。

5.台所に設置の電気ポットを各部屋に持ち出すなど、備品の移動はご遠慮ください。

6.1階利用後は必ず座卓の拭き掃除、畳の掃き掃除をお願いします。
髪の毛、消しゴムのカス、パンくずなどが落ちていることがあります。
次の時間帯の方も快くご利用いただけるよう、ご協力お願いいたします。

7.さいりん館のスペースは時間と場所でお貸し出しをしています。
事前にお申し出、ご契約頂いた範囲を超えた利用はご遠慮ください。

8.使用時間についても準備、片付けを含んだ時間でお貸し出ししております。
入室時間については事前にお申し出頂いた時間より早くご来館いただいても
お入りいただけない場合がありますのでご了承ください。
退出時間も10分以上遅れられた場合、10分ごとに216円の延長料金をお支払い
いただきます。

9.御連絡のないお忘れ物の保管は1週間です。
御連絡があったお品物は1ヶ月間お預かりできますが、お引取りが無い場合
処分させていただきますのでご了承ください。

10.さいりん館は全館禁煙です。店頭、店の前の路上での喫煙もご遠慮ください。

11.イベント、セミナー開催時のお客様のお出迎え、入室の案内、お手洗いの案内
なども主催者さま及びスタッフの方よりお願いいたします。
受付などが必要な場合別料金（1時間まで2160円）で承ります。

12.暖房は1室につき1台です。1室で2台以上ご利用されたい場合、2台目からご予約枠
と同じ時間数×108円（4時間であれば432円）でお貸し出し可能です。

13.さいりん館の近隣は一般住宅です。貸し出ししているCDラジカセ以外の音の出るもの
（楽器演奏、マイク使用）はご遠慮いただいております。

上記をお守りいただけない場合、次回からご利用を断りする場合もあります。
ご注意くださいませ。



一階図面

お手洗

鍋類

蚊取り線香

食器

ポスト下にキーBOX
借主・代表者のみ出入

口

お客様・メン
バー様用出入

電気リモコン

電気リモコン

土間

８畳用

６畳予約時意外は
原則使用不可

６畳予約時以外は
原則使用不可
ガス栓はこちらに

ホワイトボード
ほうき

掃除機

・机
・パーテーション

・座布団
・プロジェクター
・延長コード
・ラジカセ

違い棚に
・インターフォンリモコン
・エアコンリモコン

八畳利用者のみ

庭側に防犯ブザー3箇所と折り曲げる
タイプのストッパーがあります。

4.5畳用



さいりん館のスタッフ不在時の開け方（他者への譲渡厳禁） さいりん館

防犯に関わるのでこのシート、あけ方は代表者、契約者のみの閲覧をお願いします。

代表者が入るのはポスト下の鍵を使い、すぐ左にある木戸からお願します。

代表者様以外のお客様はガラス戸三枚扉からお願します。

建物

北

1.キーボックスをさいりん館ポスト下に設置しました。 2.開け方は、毎週変わる暗証番号4桁を押してください。

3.黒いボタンに4桁の暗証番号を入れたら、中央上部のOPENと4そのままがばっと蓋がはずれます。
書いてある四角いボタンを下げてください。

5.鍵が蓋の裏側についてます。 6.キーボックスを閉めるときは再度四桁と暗証番号を押してください
紛失防止のため、開けたら蓋からは外さずに、
扉の鍵を開けてください

7.オープンボタンを下げながら蓋を押しこむと 8.暗証番号を間違えたら、下のクリアーボタンを押し下げてもらうと、
蓋が閉まります リセットできます。

ガラス戸 木戸

ポストこのあたり



★1.閉め方は、「もう一度暗証番号を押し」6の図のようにすこし斜めにしながら、下を差し込みます。

2.そのまま7の図のように黒いボタンを下げながら、押し込みます。これで閉めることができます。

3.お客様の出入りは北側のガラス戸からお願します。
（木戸から入った側はギャラリーとなっており、商品や作品、自転車、段差があるので危ないです）

※キーボックス・鍵の開け閉めは代表者のみでお願します。館内全体のセキュリティにかかわりますので、代理の方に
開閉させた事や、暗証番号を伝えたことが判明した場合、次回以降のご利用を停止させていただきます。

ガラス戸の開け閉めの仕方

3枚扉の中央の重なり二箇所に鍵があります。
下げるとしまります。あげると開きます。

カーテンは使わない時は店頭エアコン下の茶色いカゴにいれて置いてください。
帰りには必ず電気を消してカーテンをかけてください。

店頭部分の電気は、木戸入って直ぐ左手の柱と、階段向かって左手の柱にリモコンがあります（2つ共通）

電気の付け方

和室は全て、紐をひっぱるタイプです。

庭側の防犯ブザーについて

庭側には3箇所防犯ブザーと折り曲げタイプの鍵が設置しています。
窓を開ける際には防犯ブザーを切り、お帰りの際には必ずONにしてお帰りください。

また、トイレに通じるガラス戸は防犯ブザーの設置がないため、床に差し込むかんぬきタイプの鍵と
折り曲げタイプの鍵がついています。
お帰りの際には必ずかんぬきを床に差込み、折り曲げタイプの鍵を折り曲げてお帰りください。



個数 ※前の利用者の方が破損、紛失する可能性もありますので

飲み物用 冷茶グラス 10 数が心配な方はご自身でご用意いただくようお願いします。

ジョッキ 2 ※寄付で頂いた物ばかりですので、色、柄、形は不ぞろいです。

小型グラス 6 ※フライ返しはありません。（おたま、菜ばしは小さい物でしたらございます）

ロンググラス 4 ※食器用洗剤、スポンジは常備しております。

湯のみ 24 ※布巾は枚数が限られておりますので出来るだけ

コースター、受け皿 25 お持込みのご協力お願いします。

マグカップ 10 ※冷蔵庫は2階月極会員専用となるため、台所をご予約いただいた方も

カップ＆ソーサー 17 ご利用いただけません。

皿 小鉢 43 1階1次利用会員様はクーラーボックスのお持込みなどでご対応をお願します。

茶碗 4 ※台所及食器、調理器具（ポットなど）は2階月極会員と共用です。

おわん 4 2階の方と譲り合ってご利用ください。

小皿 15 ※生ゴミも含め、全てのゴミはお持ち帰りいただいております。

中皿 27

大皿 13

他 急須 1

ティースプーン 5

スプーン大 6

フォーク大 2

フォーク大 2

調理器具 片手鍋 3

両手鍋 1

フライパン 2

やかん 1

電気ポット 1

電気ホットプレート（小型） 1

（直径20センチくらい）

種類

さいりん館台所備品一覧

食器、備品、調理器具
は使用後は洗浄後
拭いて、元の位置,棚
に



以下、良くあるご質問を掲載しました。

＜備品レンタルについて＞

無料でお貸し出しできる物

・プロジェクター

・スクリーン

･ホワイトボード

※ペンもありますが、書きにくい場合もありますのでお持ち頂くことをお勧めします）

・CDラジカセ

＜台所について＞

台所は有料になります。（4時間ごとに432円）

過去の利用状況により、恐れ入りますがお茶入れや簡単な手洗いなどでご利用の方も
お支払いいただくことになりました。
無料で水道を使用されたい場合は、お手洗いの水道をお使いください。

やかん、電気ポット、急須、なべなども、台所利用のお申し込みでご利用いただけます。

ゆのみ、コーヒーカップ、お箸、小皿、大皿は各20人前ほどございます。
詳細は食器一覧表をご覧ください。
（寄付でいただいているものなので、柄、かたちは様々です）

お持ちいただいたほうがいいもの：ふきん、スプーン、フォーク、ボウル、ざる、さいばし、
おたま、フライ返しなど調理器具
その他、ラップなどの消耗品もご利用の場合はお持ちください。

※洗剤、スポンジは当館のをご利用いただけます。

＜お荷物のお預かりについて＞

・前日、当日の宅急便などのお受け取り、保管は出来ません。
ご自身で使用枠の時間内でお受け取りをお願いします。

・シェアオフィス、コワーキング会員の方はお荷物の量によって1080円～蔵をご利用いただけます。

＜よくあるご質問＞

Q1「楽器演奏はできますか？」

「マイクは使えますか？」

A1.真裏、近隣が一般住宅のため、楽器演奏は全てお断りしております。

また、マイクの使用、音楽の利用なども常識の範囲内でお願いしております。

（ヨガなどでヒーリング音楽を流す、など）

Q2.駐車場はありますか？自転車、バイクは停められますか？

A2.専用駐車場はございませんが、さいりん館の南北はコインパーキングです。近隣にも沢山ございます。

駐輪は店頭においていただけますが、5台程度となります。

大勢のイベントの際、お客様には公共交通機関でお越しいただけますよう、主催者さまよりご案内をお願いします。

Q3.何人ぐらいで使えますか？

A3.

8畳間：机なし→15人程度　机あり→6～8人程度
4.5畳間：机なし→6人程度　机あり→　4人程度

※あくまで管理側の主観です。詰める、ゆったりする、で変わります。

その他、ご質問がございましたらさいりん館ホームページのお問い合わせフォームからお願いします。



さいりん館運営会社　株式会社クリエイティブコバコ　プライバシーポリシー

当社は、個人の権利利益を保護することを目的とし、以下の通り個人情報の適正な取扱いに努めます。

また、当社のサービスもしくは商品を購入した場合には、プライバシーポリシーに同意したものとみなされますので、

本プライバシーポリシーの内容をご理解ください。

1.法令の遵守

当社は、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守いたします。

2.個人情報の取得

当社は、偽りその他不正の手段を用いることなく、適正に個人情報を取得いたします。

3.個人情報の利用

当社は、ご提供いただいた個人情報については、下記の目的の範囲内で適正に取扱います。

（１）当社のサービスを提供するため

（２）当社へのご意見やご感想をご提供いただくため

（３）市場調査、顧客動向分析その他、当社の経営及び運営上必要な分析を行うため

（４）当社のマーケティング活動に利用するため

（５）業務上必要な連絡をとらせていただくため

（６）その他当社のサービスを適切かつ円滑に提供するため

上記の目的以外に、ご本人の同意なく、個人情報を利用することはございませんが、法令等に基づき公的機関から開示の

要請があった場合は、当該公的機関に情報を提供いたします。

4.個人情報の委託

当社は、個人情報の取扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行ったうえ、秘密を保持させる

ために、適正な監督を行います。

5.安全管理措置

当社は、取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置

を講じます。(免責事項：ウイルスなどの有害物が含まれていないこと、および第三者からの不正なアクセス

のないこと、その他安全性に関する保証をするものではございません。）

6.個人情報の開示および訂正

当社は、ご本人から、個人データの開示の請求がある場合、遅滞なく当該個人データを開示いたします。

当社は、ご本人から、個人データの訂正、追加および削除の請求がある場合、調査の上、遅滞なくこれらの請求に

応じます。なお、ご本人であることが確認できない場合には、上記の請求には応じられません。

7.苦情・相談

当社は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めます。

当社は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めます。


