
コミュニティハウス 上三川のいえは、きくあつ企画（以下「当⽅」といいます。）が
運営する施設です（以下「当施設」といいます。）。当施設には、ワークショップ、コワー
キング、レンタルキッチンなどに利⽤いただけるレンタルスペース（以下「当レンタルス
ペース」といいます。）があります。 

当レンタルスペースの利⽤規約を次の通り定めましたので、ご利⽤の際は、本規約を遵
守してくださるようお願いします。本規約をお守りいただけない場合、ご利⽤をお断りさ
せていただく場合があります。ご理解のほど、お願いします。 
 
１．利⽤⽬的 

当レンタルスペースは、リアル＆オンラインセミナー、ワークショップ、コワーキング、
講習会、お料理教室、イベントの仕込み、お菓⼦・パンの製造などの⽬的で利⽤すること
を原則とします。 

 
２．利⽤申し込み 

当レンタルスペースのご利⽤を希望する⽅は、別に定める申込書の提出が必要です。ご
利⽤希望⽇・時間が空いていることを事前にご確認ください。申し込みに対する当⽅の承
諾により、利⽤いただけることが決定（以下「利⽤決定」といいます。）します。利⽤申
込書の提出は、対⾯でも郵送でもメールでも結構です。 
 
３．利⽤時間 

利⽤決定された時間でのご利⽤が原則ですが、前後に他の利⽤者がいない場合に限り、
当⽅まで連絡をいただいた上で延⻑することも可能です。この場合でも、次の利⽤者に⽀
障が発⽣する場合は、延⻑をお断りする場合がありますので、予めご了承ください。 

利⽤時間は準備、後⽚付けを含みます。利⽤時間前に来場され、その時間からの利⽤を
希望する場合は、利⽤時間の延⻑として前記に準じます。 
 
４．搬⼊・搬出について 

搬⼊搬出⽤の専⽤出⼊り⼝はございませんので、搬⼊・搬出に際しては、他の⽅の迷惑
とならないよう、ご配慮ください。 
 
５．撮影、web、メディア掲載のお願い 

当レンタルスペースにおいて利⽤者が開催する、教室・イベント等の内容や様⼦などを、
当⽅により Web サイトや各種メディアにおいて PR させていただく場合があり、申し込み
にあたっては、このことについての許可・了解をお願いします（ただし、ご事情もおあり
かと存じますので、差しさわりのある場合は事前に当⽅まで相談ください。）。この場合に、
メディアなどで使⽤させていただくための、当⽅による撮影の許可、または利⽤者におけ
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る写真や動画の提供を、お願いする場合があります。 
 
６．利⽤決定後のキャンセル 

お申し込み後、やむを得ない理由により、ご利⽤をキャンセルなさる場合は、速やかに
メールまたは、電話にて連絡をお願いいたします。 

１度のみ、１ヶ⽉以内の振替が可能です。 
［キャンセル料］ 

（１）ご利⽤⽇２⽇前：キャンセル料無し 
（２）ご利⽤⽇前⽇：50％ 
（３）ご利⽤⽇当⽇：100％ 

 
７．利⽤料⾦のお⽀払い⽅法 

ご利⽤料⾦のお⽀払いには、事前の⽀払い、利⽤当⽇の⽀払いとがあり、それぞれの⽀
払い⽅法は次の通りです。 

事前：PayPal、銀⾏振り込み 
当 ⽇ ： 現 ⾦ 、 PayPay 

なお、初めて当レンタルスペースをご利⽤になる⽅は事前のお⽀払いをお願いします。 
 
８．利⽤決定の取り消し 

利⽤前・利⽤中にかかわらず、本規約に反すると当⽅が判断した場合は、利⽤決定の取
り消しをさせていただきます。この場合、当⽅が受領した利⽤料⾦は返⾦いたしませんの
で、予めご了承ください。 
 
９．注意事項 
①当施設内は全て禁煙です。 
②利⽤中に発⽣したゴミは、全てお持ち帰りください。 
③当施設は、当⽅の名において飲⾷店、菓⼦製造の営業許可を得た施設です。 
※製造したものの販売や飲⾷店としての営業許可を必要とする活動をする場合は、別途、
当⽅にご相談ください。この場合、調理師、栄養⼠、⾷品衛⽣管理責任者のいずれかの
資格を保有している⽅が、利⽤者における責任者となる場合に限らせていただきます。 
④キッチンのご利⽤に関しては、以下をご理解いただき、またご遵守ください。 
・当⽅より、資材、⾷材、調味料などの提供はいたしませんので、必要なものは利⽤者
側で準備してください。 

・⾷中毒など、調理、飲⾷に起因する⼈的損害について、施設側は⼀切の責任を負いま
せん。 

・利⽤時間内に、使⽤した⾷器・調理器具の洗浄清掃を⾏ってください。 



・キッチン内設備、器具、⾷器等の破損、紛失の場合は、実費をご負担いただきます。 
⑤当レンタルスペース内での怪我などにつきましては、当⽅では責任を負いかねますの
で、⼗分注意の上、安全に配慮した服装・装備での作業を⾏ってください。 

 
１０．免責及び損害賠償 
①当レンタルスペース利⽤中の展⽰物及び利⽤者・参加者が持ち込まれたもの（貴重品
を含む）等の盗難、紛失、破損事故については、その原因の如何を問わず当⽅は⼀切の
責任を負いません。 
②天災地変、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、当⽅は、その損害について⼀切の責任を負いません。 
③利⽤者がその利⽤に伴って、当レンタルスペース内外の建造物、設備、什器、貸出備
品を破損、汚損、紛失させた場合には、当⽅は、その損害の全額について賠償請求させ
ていただきます。 
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
の損害の全額について賠償請求させていただきます。 
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、機会損失などの逸失利益については、その損害の責任を負いません。 

 
１１．安全責任者の選任 

レンタルスペースの利⽤期間中、利⽤者は安全責任者を置き、利⽤者側の責任のもとに、
防災・防犯の安全確認を⾏ってください。また、レンタルスペース利⽤中、安全責任者は
必ず常駐してください。 
 
１２．ペットなどの動物の⼊場の禁⽌ 

当施設が飲⾷店、菓⼦製造の営業許可を得た施設であることや、動物アレルギーのお客
様に配慮する観点から、当施設への、盲導⽝、聴導⽝、介助⽝以外の、ペットなどの動物
の⼊場はご遠慮くださるようお願いします。 
 
１３．危険物のお持ち込みの禁⽌ 

当レンタルスペース内には、危険物のお持ち込みは⼀切できません。ここでいう危険物
とは、消防法、毒物及び劇物取締法、⾼圧ガス保安法、⽕薬類取締法、銃⼑法などの法令
により規制されるもののほか、スタンガン、催涙スプレーなど社会通念上危険物となり得
るものを含みます。ただし、お料理教室における包丁など、その⽬的において必要なもの
は当然ながら該当しません。 
 



１４．利⽤後の原状回復 
①利⽤終了後は、利⽤者の責任で利⽤前の状態に原状回復してください。 
②当レンタルスペース内外の建造物、設備、貸出備品を破損、汚損、紛失させ、原状回
復に実費及び⼯数がかかると当⽅が判断した場合は、その損害の全額について賠償請求
させていただきます。 
③利⽤終了にあたり、装飾品施⼯及び撤去作業など、各種作業で発⽣した残材やゴミな
どは、全てお持ち帰りください。 

 
１５．利⽤制限 

利⽤申し込み者は、第三者に当レンタルスペースの利⽤決定に伴う権利（以下「当レン
タルスペースの利⽤権」といいます。）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。利⽤申込者がこの規約に反し、当レンタルスペースの利⽤権の全部または
⼀部の譲渡、あるいは転貸した場合、直ちに利⽤決定を取り消しいたします。 

また、当レンタルスペースに損害が発⽣した場合は、利⽤者は、その損害の全額につい
て賠償するものとします。利⽤申し込み受付後、または利⽤途中においても、次の各号に
該当する場合は当⽅の判断で、申し込みの取り消しや利⽤決定の中⽌の措置を取る場合が
あります。この場合に⽣じる利⽤者の如何なる損害に対しても、当⽅は⼀切の責任を負い
ません。 
① 申し込み時の利⽤⽬的と実際の利⽤内容が著しく異なる場合。 
② 利⽤申込書のご記⼊内容に偽りがあると認められた場合。 
③ 管理上または⾵紀上好ましくないと認められる場合 
④ 許認可もしくは資格が必要な⽤を、未認可もしくは資格がない状態で開催利⽤するこ

と。 
⑤ 当⽅の許可なく、当レンタルスペース外で、作業や催事⾏為をした場合。 
⑥ 暴⼒⾏為、反社会的⾏為、及びそれらの活動、または業務内容が不明確な団体が主催、
協賛および講演を⾏う場合。 

⑦ 危険物を持ち込んだ場合、または危険物の持ち込みにより⼈⾝事故、建物、レンタル
スペース備品などを破損・汚損・紛失したことが明らかになった場合。 

⑧ 展⽰及び装飾施⼯などにより、許可なく当施設に⽳を開けたり、強粘着テープの貼り
付け等により破損・汚損させた場合。 

⑨ ⾳、振動、臭気の発⽣により、周囲に迷惑を及ぼす、またはその恐れがある場合。 
⑩ 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。 
⑪ 当レンタルスペースの管理運営上、⽀障があると判断した場合。 
⑫ 未成年のみの利⽤の場合（未成年のご利⽤は、保護者責任者を同伴してください） 

以上 
 



利⽤料⾦（2021年 8⽉ 8⽇時点） 
 
①⾷堂 
②スタジオ 
③菓⼦製造キッチン 
④飲⾷店キッチン 
⑤DIY ⼟間スペース 
 
○対⾯での教室、講座、ワークショップなどで占有利⽤の場合 
利⽤場所 ① ② ⑤ 
3,000円／⽇＋エアコン使⽤の場合 100円／時間 
 
○コワーキングスペース 
利⽤場所 ① ② ⑤ 
1 名：500円／⽇＋エアコン使⽤の場合 100円／時間 
 
○バーチャル/オンライン講座、教室などで占有利⽤の場合 
利⽤場所 ② 
1,500円／時間＋エアコン使⽤の場合 100円／時間 
 
○レンタルキッチン（菓⼦製造） 
利⽤場所 ③ 
500円／時間 
3,000円／⽇ 
＋エアコン使⽤の場合 100円／時間 
 
○レンタルキッチン（飲⾷店） 
利⽤場所 ④ 
1,000円／時間 
5,000円／⽇ 
 
○シェアオフィス 
利⽤場所 ２F（１部屋占有） 
30,000円／⽉＋共益費（5000円程度） 
 
【付帯設備】 



洋式トイレ、座卓⼤・⼩、机、椅⼦、コタツ２台、WiFi、プロジェクター（1,000円／1
⽇）、座布団 
 
① ⾷堂 
エアコン、カトラリー、⾷器 
 
② スタジオ 
エアコン、照明、スピーカー、ヨガマット 
 
③ 菓⼦製造キッチン 
リンナイのガスオーブン、天板浅 3枚、天板深 2枚、冷蔵冷凍庫、1⼝ガスコンロ 
 
④ 飲⾷店キッチン 
業務⽤ 3⼝コンロ、コンベクションガスオーブン、天板 2枚、冷蔵冷凍庫、基本的な調理
器具 
 
⑤ DIY ⼟間スペース 
薪ストーブ、ボール盤、電動⽷鋸、インパクトドリル、万⼒、⼿鋸など 
 
 
 
 
 
 
  



上三川のいえレンタルスペース・キッチン利⽤規約に同意のうえ、次の通り申し込みます。 
 
法⼈名称または屋号な
ど 

 

住所 〒 
代表者名  
電話番号（携帯可）  
e-mail  
担当者名  
 
レンタル場所 
（○をつけてください） 

１．⾷堂 
２．スタジオ 
３．菓⼦製造キッチン 
４．飲⾷店キッチン 
５．DIY ⼟間スペース 

レンタル期間・料⾦ 
（15 分単位で記⼊してください） 

2021年  ⽉  ⽇ 
開始  時   分 
終了  時   分 
合計使⽤時間   時間   分 
料⾦       円 

 2021年  ⽉  ⽇ 
開始  時   分 
終了  時   分 
合計使⽤時間   時間   分 
料⾦       円 

  
 
使⽤料⾦ 
１．⾷堂   占有 3,000円／⽇・コワーキングスペース 1 名：500円／⽇ 
２．スタジオ 占有 3,000円/⽇・ｵﾝﾗｲﾝ占有 1500円/時間・ｺﾜｰｷﾝｸﾞｽﾍﾟｰｽ 1 名 500円/⽇ 
３．菓⼦製造キッチン   500円／時間 または 3,000円／⽇ 
４．飲⾷店キッチン   1,000円／時間 または 5,000円／⽇ 
５．DIY ⼟間スペース  占有 3,000円／⽇・コワーキングスペース 1 名 500円／⽇ 
 
※いずれもエアコン使⽤の場合は ＋100円／時間 
※薪ストーブ使⽤の場合は ＋2,000円／⽇ 
 
※本申し込みに対する きくあつ企画の承諾により、利⽤決定とさせていただきます。 
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