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スペース利用代金に 

含まれるもの、含まれないもの 

 

 

◆含まれるもの 

・ スペース利用代金 

・ キッチン利用代金（キッチン設備、基本調理器具、食器グラス類ご利用頂けます） 

・ ゴミ処理代（30L ゴミ箱×６分別に入る分） 

・ 基本調味料（塩・こしょう・サラダ油）※サラダ油は焼き油としての使用でのみ 

・ 基本消耗品（サランラップ、アルミホイル、ペーパータオル、食器洗い洗剤） 

※備え付け分のみ。多く使用する際にはお持ちください。 

 

◆含まれないもの 

・ 片付け、掃除（ご利用時間内に原状回復して下さい） 

・ 追加ゴミ処理代 

ゴミ箱に入りきらない分はお持ち帰り頂くか、有料（500 円／１袋）となります。 

・ オプション備品（カセットガス、低温調理器）の使用 

・ プロジェクター、ホワイトボードの使用 

※有料オプションございますので、ご希望の場合は事前にお申込み下さい。 

 

  



オプション備品 

 

『追加備品オプション』必ず事前にお申込み下さい。 

 

追加備品 料金（税別） 

ホワイトボード（幅 1200） 500 円／１回 

プロジェクター 

エプソンビジネスプロジェクター 
WXGA（1280×800）EB-W420 

2,000 円／１回 

（ホワイトボード含む） 

カセットガス（カセットボンベ） 

カセットコンロ（１台）＋土鍋（９号鍋４～
５人用）は備え付けでございます。お使いに
なられる場合は、カセットガス（カセットガ
スボンベ）は有料となりますのでこちらをお
申し込みください。持ち込みいただいても大
丈夫です。※当スペースのキッチンはＩＨで
す。備え付けの土鍋はＩＨでは使用できませ
ん。 
 

500 円／１本 

Anova(アノーバ)低温調理器 

話題の低温調理器【anova(アノーバ)】レン
タルします。お肉やお魚を真空状態にして入
れてスイッチオン♪放置するだけで極上料
理完成！がっつり牛ステーキや鴨のコンフ
ィなどシェフ顔負けご馳走ができちゃいま
す！※海外製輸入品のため取説はございま
せん。レシピや使い方は事前にお調べくださ
い。 
 

3,000 円／１回 

後片付けお掃除プラン 

１０名様までのご利用 

7,000 円／１回 

１５名様までのご利用 

10,000 円／１回 

 

 



お部屋ご利用について 

 

~快適にお使い頂けるよう、以下をご利用者様皆様でご確認ください~ 

 

◆キッチン設備、調理器具、食器グラス類ご自由にご利用頂けます。 

◆調理中は、換気扇を必ず回して下さい。 

◆冷蔵庫内の食材は、ご利用者様の忘れ物等のため、衛生上責任が取れませんので、ご

使用にならないようお願いします。 

◆ＩＨ台は、アイランドキッチンのＩＨ台が使用できます。カウンター側のＩＨ台は使

用できませんのでご注意ください。 

◆バルコニーの窓・リビング扉・玄関扉は開放禁止 

近隣への音漏れ防止のため、二重サッシは開けずに閉めたままご利用ください。 

◆オーディオＢＧＭは、備え付けのオーディオシステムのみを、置いてある場所から移

動せず、「指定音量３０まで」を必ず守ってください。 

◆STAFF ONLY が貼ってあるドア・棚は開けないようお願いします。 

◆スペース内完全禁煙 

喫煙は、バルコニーにて備え付けの灰皿（水が入っていることを確認してください）を

ご使用下さい。 

※バルコニーの喫煙【定員１名】厳守してください。 

※近隣への音漏れ防止のため、喫煙時も必ず窓を閉めてください。 

※タバコの灰、吸い殻は、必ず消えたことを確認してください。 

※タバコの灰、吸い殻は、灰皿以外には捨てないでください。 

※バルコニーでは電話を含む会話は禁止です。 

◆時間延長について 

次のご予約などにより延長できない場合がございますので、片づけ掃除等の原状回

復は、ご予約時間内に必ず終わらせてください。 

 

 



困ったときのＱ＆Ａ 

 

Q. お部屋の設備、器具を壊しちゃった！どうしよう～(>_<) 

A. お部屋の設備、器材、調理器具を破損汚損された場合は、すぐに業者手配が必要だ

ったり、次のご予約に差し障る場合がございますので、至急ご連絡下さい。確認の上、

実費での弁償をお願いいたします。ご連絡ない場合はご予約者様へ損害賠償のご請求と

なる場合もございますので、必ずご連絡下さいますようお願いします。 

 

Q. グラス割っちゃった！どうしよう～(>_<) 

A. お怪我に注意して片づけてください。割れ物は袋に入れてゴミ箱周辺に置いておい

てください。お帰りまでに必ずご連絡下さい。実費での弁償をお願いいたします。以下

をお帰りの際に、申し受けます。 

グラス・小皿類の目安：１個５００円(税込)、大皿類：１２００円（税込） 

 

Q. 人数が増えちゃった！どうすればいい？ 

A. ご予約時の利用人数より増える場合は、わかった時点で必ずご連絡下さい。１５名

様を超える場合（撮影会は１０名様まで）は、ご利用頂けません。当日途中でもご退室

をお願いすることになりますので、収容人数を必ず守ってください。 

 

Q. 延長したいけどどうすればいい？ 

A. わかった時点で至急ご連絡下さい。次のご予約が入っていなければ、３０分単位で

延長して頂けます（延長料金参照ください）。次に他の予約が入っている等、延長でき

ない場合がございます。また営業時間外、２２時以降の延長は一切できません。２２時

には必ずご退出お願いします。片付け、原状回復が出来ていない場合は、清掃代 10,000

円（税抜）をご請求させていただきます。 

 

連絡先 03-6805-1014 



退室時の注意事項 

 

◆スペースは片づけ掃除をして原状回復をお願いしています。 

 

① ご使用前のきれいな状態に戻すよう、調理器具や設備等は後片付け・清掃を時間内にお

願いします。IH 台、オーブン、キッチンワークトップ、テーブル等は拭き残しのない

ようお願いします。 

 

② 食器類・カラトリー・グラス類は、洗剤をつけきれいに洗浄し、乾拭き後、元の場所に

戻して下さい。 

 

③ ごみや残った食材等は、分別して所定のごみ箱にお願いします。ごみ箱に収まらない大

きなものはお持ち帰りください。 

・ 可燃ゴミ（生ゴミ、燃えるゴミ、油は固めるか紙に染み込ませてください。） 

・ カン（中身を空にして、なるべく潰してください。） 

・ 瓶（中身を空にして、割れたものは袋に入れて不燃ゴミに入れてください。） 

・ ペットボトル 

・ 資源プラ（プラスチックはプラマークのあるもの。汚れがあるものは洗ってくださ

い。汚れが取れないものは可燃ゴミに。） 

・ 不燃ゴミ（スプレー缶等は中身を使い切ってください。） 

※段ボールや雑誌などの資源ゴミはお持ち帰りください。 

 

◆空調・電灯の消し忘れがないかご確認ください。 

 

◆ご利用終了時間５分前までに、ご連絡下さい。 

 

連絡先 03-6805-1014 

 

  



「A table!表参道」利用規約 

 

「A table！表参道」（以下「当スペース」）の利用規約となります。ご利用の際は、利用規

約を遵守して下さい。  

 

１． 本規約について 

ご予約時点で代表者以外のご入室される方全員が利用規約を理解して同意したものとみな

します。本規約をお守り頂けない場合、ご利用途中でもご退出頂き、違反行為としまして、

罰金１０万円とその行為に準ずる損害賠償金をご予約者様にご請求いたします。十分にご理

解の上、ご利用下さい。また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。 

 

２． 利用目的 

当スペースは、料理教室、各種セミナー・ワークショップ、撮影、会議、会合、パーティな

どの目的で利用することを原則といたします。宗教や政治等の目的、法律や東京都条例に反

する行為、その他、大きな騒音を出す行為、非常識的な行為等によるご利用は固くお断り致

します。  

 

３． 利用時間 

ご利用可能時間は９時～２２時です。 

・ 利用時間は事前にお申し込みいただいた時間内でのご利用を厳守してください。 

・ 利用時間は、搬入・搬出、準備・後片付け等の時間を含みます。 

・ ご退出時間を１０分過ぎた場合は、３０分単位で延長料金を頂きます。 

・ 利用時間延長ご希望の場合は【至急】ご連絡下さい。時間延長は、別途延長料（料金表

記載）を３０分単位でご請求致します。ただし、次の利用者に支障が発生する場合など、

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。 

・ ご連絡ないままご退室が認められない場合は、ご退出までの延長料金の３倍をご請求致

します。 

・ ２２時以降の延長は一切できません。 

  



４． 収容人数 

収容人数（ご入室可能人数）は以下の通りとなります。 

・ お料理教室、各種セミナー、ワークショップ：最大１５名様 

・ 会議、会合、パーティ、撮影会：最大１０名様 

 

５． 禁止行為 

以下の行為は禁止となり、特に、ご退室と罰金・損害賠償の対象となりますのでご注意くだ

さい。 

（１）当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。 

（２）公の秩序および風紀を乱す恐れのある行為を行うこと。 

（３）収容人数を超えて入場させること。 

（４）申込時の利用内容と実際の利用内容が異なること。 

（５）利用申込書の記載内容に、偽りがあった場合。 

（６）事前許可なくアルコールを含むパーティの開催、また泥酔・酩酊した方のご来場。 

（７）マイクやカラオケの使用・楽器の演奏、オーディオ機器の持込み。 

（８）備え付けのオーディオ機器の規定音量を守らないこと。 

（９）マンション共有部（エントランス/エレベーター/廊下/バルコニー）での会話。 

（１０）窓（二重サッシ）とリビングドア・玄関ドアを開放したまま利用すること。 

（１１）強い匂い・煙を発する料理（焼き肉やスパイス系）の調理。 

（１２）キッチン・ダイニングテーブルの上以外での調理。 

（１３）未成年者のみでのご利用 

（１４）ペットの入室 

（１５）防犯カメラへの接触 

（１６）土足での入室（備え付けのスリッパをご利用下さい） 

（１７）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。（当スペースで調理したものをスペース外へ持ち出し販売することはでき

ません） 

（１８）危険物の持込み 

（１９）音、振動、臭気の発生等により、近隣に迷惑を及ぼす恐れがある場合。 

（２０）当スペース外で、会場案内に立つこと、撮影、その他催事行為（掲示、印刷物の配

布、募金行為、販売行為、各種勧誘等） 

 



（２１）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、協賛及び後援等を行うこと。 

（２２）展示および装飾施工上、釘、鋲、アンカーを打つ、許可無く糊・強粘着テープ等を

張ること。 

（２３）未成年のみご利用。(未成年のご利用は、保護者、責任者を同伴して下さい) 

（２４）【STAFF ONLY（スタッフオンリー）】と書いてある扉、棚を開けること。 

（２５）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。 

（２６）その他当スペースの管理運営上、支障があると判断する場合。 

 

６． 利用許諾の取り消し 

利用にかかわらず、以下の場合、利用を取り消しいたします。この場合、受領した利用料金

は返金いたしません。 

・ 申込時のご予約者の連絡先に連絡が取れない場合 

・ 申込時の利用内容と実際の利用内容が異なる場合 

・ 利用申込書の記載内容に、偽りがあった場合 

・ 本規約に反すると当スペースが判断した場合 

 

７． ご予約確定後のキャンセル 

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。以下のキャンセル手数料を、キャンセル７日

後以内にお振込みお願いいたします。 

＜キャンセル手数料＞ 

・ 31 日前まで：キャンセル料なし 

・ 30 日前から 15 日前まで：ご利用料金の 30% 

・ 14 日前から 8 日前まで：ご利用料金の 50％ 

・ 7 日前から 2 日前まで：ご利用料金の 80％ 

・ 前日からご利用日当日：ご利用料金の 100%  

 

８． 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、及び利用者の怪我、食中毒等については、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）当スペース内外の建造物、設備、什器、調理器具・備品等を毀損、汚損、紛失させた

場合は、すみやかに当スペースへご連絡下さい。利用者に起因する損害については、実費賠

償請求致します。 

（３）災害や不測の事故、またそれらによる当スペースの都合のため、利用者の責任によら

ず利用が不可能となった場合は、全額返金いたします。尚、この際利用者側で発生する損害

については補償いたしません。 

（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 損害について賠償請求致します。 

 

９． 安全管理 

（１）当スペース利用中は、ご利用者側の責任の下に防災・防犯・衛生面での安全管理を行

ってください。また、当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。 

（２）より安全にご利用いただくため、また入退室の確認のため、当スペース内に遠隔防犯

カメラを設置しています。カメラには一切触れないで下さい。またカメラの前に物を置いた

りさえぎったりしないで下さい。カメラ映像はプライバシー保護のため、公開することは一

切ございません。但し、事故等が発生した場合は、関係当局に提供する場合がありますので

あらかじめご了承ください。 

（３）利用者は来場者等の安全のために、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。 

（４）当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、当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。 

（５）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。 

（６）レンタルスペース内には、危険物の持ち込みは一切できません。 

 

１０． 搬入・搬出 

荷物などの搬入出はエレベーターをご利用いただけます。搬入出時にエレベーター、共用部

を破損、汚損した場合は、損害賠償費用をご請求させていただきますので予めご了承下さい。

大きな機材を搬入する場合は、建物管理者に連絡が必要なため、事前にご相談ください。 

  



１１． 片付け・清掃について 

・ ご利用時間内に、ご利用前の状態まで原状回復してください。 

・ 原状回復がされていないままご退出の場合は、清掃代 10,000 円(税抜)をご請求いたし

ます。 

・ 当スペース内の設備・什器・備品を毀損、汚損、紛失等させた場合は、早急にご連絡下

さい。実費を全額ご請求いたします。ご連絡ない場合は、ご予約代表者様へ損害賠償

をご請求させていただく場合もございますので、ご留意ください。 

 

１２． キッチン利用についての注意事項 

（１）キッチン設備・基本調理器具・食器グラス類・冷暖房は、良識の範囲内でご自由にお

使い下さい。 

（２）ご使用前のきれいな状態に戻すよう、調理器具や設備等は後片付け・清掃を時間内に

お願いします。IH 台、オーブン、キッチンワークトップ、テーブル等は拭き残しのないよ

うお願いします。 

（３）食器類・カラトリー・グラス類は、洗剤をつけきれいに洗浄し、乾拭き後、元の場所

に戻して下さい。 

（４）調理中は必ず換気扇を回して下さい。 

（５）強い匂い・煙を発する料理（焼き肉やスパイス系）の調理は禁止となります。 

（６）キッチン・ダイニングテーブルの上以外での調理は禁止となります。 

（７）ごみや残った食材等は、分別して所定のごみ箱にお願いします。ごみ箱に収まらない

大きなものはお持ち帰り下さい。 

・可燃ゴミ（生ゴミ、燃えるゴミ、油は固めるか紙に染み込ませてください。） 

・瓶（中身を空にしてください。割れたものは袋に入れ不燃ゴミに入れてください。） 

・缶（中身を空にして、なるべく潰してください。） 

・ペットボトル（包装を取り、洗って入れてください。） 

・資源ゴミ（プラスチックはプラマークのあるもの）  

・不燃ゴミ（スプレー缶等は中身を使い切ってください。） 

（８）熱機器や刃物等のお取り扱いには十分ご注意ください。また、調理中の事故、怪我、

食中毒などのトラブルに関しても当方は 一切責任を負いかねますので安全、衛生面にも十

分ご注意ください。  



（９）設備、什器、食器備品等を毀損、汚損、紛失させた場合には、すみやかにご連絡下さ

い。（アターブル表参道）03-6805-1014 

万が一破損してしまった場合、修理費等別途請求させていただきます。グラス、食器類、

調理器具は実費にて請求させていただきます。取り扱いは十分に気をつけてください。 

（１０）油を多量に使う場合は、ご使用分の油と油を固める溶剤をご用意ください。  

（１１）消費電力の大きな調理器具を持ち込まれてお使いになる場合は、事前にご相談くだ

さい。  

（１２）基本消耗品（サランラップ、アルミホイル、ペーパータオル、食器洗い洗剤）

以外はすべてご利用者がご用意ください。  

 

１３． 撮影利用についての注意事項 

（１）撮影会でのご利用人数（ご入室人数）は、最大１０名様迄となります。 

（２）当スペースは居住用マンション内につき、出入りの際は、奇抜でない目立ちにくい私

服でお願いいたします。（コスプレでの出入りは禁止です） 

（３）ヌード撮影・アダルト撮影・アダルトビデオ、アダルトビデオなどの撮影は禁止です。 

（４）性的または暴力的表現等で、閲覧に年齢制限が生じるような内容の撮影は禁止です。 

（５）異性の撮影を営利目的とする撮影会、複数の撮影者・観覧者が参加する撮影会は禁止

です。 

（６）窓から見える状態で、露出度の高い衣装や恰好をする行為は禁止です。 

（７）ホラー、自殺シーンなど、当スペースのイメージと異なる表現が含まれる撮影は禁止

です。 

（８）煙（スモーク）の使用や発生させる行為は禁止です。 

（９）マニキュア・スプレー等の使用は、壁や床に付着しないよう十分ご注意の上お願いい

たします。汚れが残った場合は、原状回復の費用ばかりでなく、損害賠償の請求対象となる

場合もあります。 

（１０）洗髪、毛染め、頭髪のカットは禁止です。 

（１１）刃物、火器類、その他危険物全般を小道具としての持ち込みは禁止です。 

（１２）展示および装飾で、釘、鋲、アンカーを打つ、糊・強粘着テープ等の使用は禁止で

す。 

（１３）マンション共有部（バルコニー/廊下/エレベーター/エントランス）での撮影は禁

止です。 

 



（１４）スタジオ内の大型家具（ダイニングテーブル等）を移動する場合は必ず事前にご相

談ください。 

（１５）機材の搬入時、マンション共有部やスペースに傷をつけないよう十分ご注意くださ

い。 

（１６）キャリーケース搬入の場合は、必ずスペース玄関にて、備え付けのウェットティッ

シュで車輪部分を拭いてください。床で引きずらないで持ち上げてお持ち込みください。 

（１７）その他、当スペースで「近隣の迷惑となる」または「当スペースのイメージを損な

う」と判断した場合は利用禁止となります。ご利用途中でも利用中止といたしますので、ご

不明、ご心配のある物に関しましては、お問い合わせください。 

 

１４． プライバシーポリシー 

当スペースで取得したお客様の個人情報（氏名、電話番号、メールアドレス、住所等）は、

資料の送付、ご利用に関するご連絡、サービス提供に関わるお客様との連絡のみに利用いた

します。 

 

以上 

 

 

 


