レンタルスペースＳＨＩＫＩのご案内

スタジオ
（３２㎡）

PRIVATE
更衣室

開放的で自然光が差し込む、
木の香りと自然素材の癒しの空間。
井手町玉水駅前の好立地な
レンタルスペースです。

設備・備品
広さ

3２㎡

有り

エアコン

有り

更衣室

８台（会場から徒歩２分）
有り

トイレ

シンク有り、コンロなし

テーブル

一枚板テーブル２台、ローテーブル１台

肘付き背もたれ椅子８脚

電源・コンセント
音響

無し

４か所８口

バリアフリー

京都府綴喜郡井手町柏原 37 番地

１階 銘木雑貨店

駐車場

キッチン

椅子

有限会社志木

エクササイズ（６名）、テーブル使用（８名）

JR 玉水駅徒歩１分

アクセス
Wi-Fi

収容人数

2 階 事務所

延長コード
非対応

TEL0774-82-2025

3 階 レンタルスペース

有り

男女兼用

作成日

2021 年６月某日

レンタルスペースＳＨＩＫＩ
スタジオ利用規約
スタジオのご利用に際しては、本利用規約をご確認のうえ、ご予約、お申込みください。
本利用規約での当スタジオとは 有限会社志木の運営する「レンタルスペースＳＨＩＫＩ」を、
また利用者とは、当方と契約のうえスタジオを賃貸使用する個人あるいは法人を指します。
なお、当契約は、複数人でのご利用の場合でも、代表者様個人（または代表者グループ）とのご契約となります。
契約者は、利用申し込みによりスタジオ予約が発生した時点で、本利用規約に同意したものとみなされます。
１. 利用目的
当スタジオは、無垢木に覆われた風通しの良い空間で、井手町の新しいコミュニティスペースとして、
駅前を活性化すべく、健康維持や教育・学びの用途のため利用者の皆様にご利用いただくものです。
２．お申込み（ご契約）について
利用者は、お電話や SNS、またはご来店の上、希望される利用日時の予約を行ない、お申込みください。
なお、ご来店の際には、下記をご持参ください。
Ⅰ . お名刺
Ⅱ . レンタル料金（申し込み時に支払いの場合のみ、ご希望の利用時間に相当する料金の全額）

３．スタジオ利用について
Ⅰ . 利用者はスタジオの備品およびスタジオの状態について善管注意義務を負います。
Ⅱ . 下記に該当するスタジオの利用は、お断り致します。
・公序良俗に反するものならびに法律に違反する行為
・不衛生なもの、劇薬、危険物を取り扱う行為
・規定を逸した騒音レベルを伴う行為
・規定人数を超える複数人での利用
・定められた場所以外での喫煙
・その他当スタジオが不適当と判断するもの
４．レンタル料金について（料金は税込です）
Ⅰ . スタジオのレンタル料は別途料金表に定めます 。
Ⅱ . レンタル料金については、契約期間に相当する料金を、ご利用当日を含みご利用日（ご利用月）までにお支払いください。
当社指定口座

南都銀行

玉水支店

普通

072771

ユウゲンガイシャシキ

Ⅲ . 延長される場合は、延長分の料金を利用終了時にお支払いいただきます。
時間単位の延長分の料金は 1 時間ごとに 1,650 円（税込）となります。

有限会社志木

京都府綴喜郡井手町柏原 37 番地

１階 銘木雑貨店

2 階 事務所

TEL0774-82-2025

3 階 レンタルスペース

作成日

５．スタジオ利用期間について

2021 年６月某日

スタジオの利用期間は最低２時間以上とし、その後の延長は２時間または１日単位とします。
契約時間中に退室される場合には、レンタル料金の払い戻しは一切致しません。
準備、搬入から原状回復 までをレンタル時間内で終わらせてください。

６ ．レンタル期間の延長・短縮 について

スタジオ利用時間が予約時間を超過した場合、利用者は １時間単位の延長料金（別途料金表による）を支払う義務を負います。
ご利用日当日、予約時間に遅れる、或いは予約時間より早く退室するなどの理由による利用時間・料金の変更や返金は
でき兼ねますのでご注意ください。
７ ．キャンセル について

【貸教室プラン（定期利用）】

ご利用者様の都合によるキャンセルに関して、1 日単位の使用料金の返金は受け付けできませんのでご注意ください。

自然災害の影響によるキャンセルは前日までにご連絡ください。その際は別曜日や第五週目に振替の調整をお願いいたします。
【スペースレンタルプラン（一時利用）】

悪天候や地震など、自然災害による影響を懸念してのキャンセルの受付は可能です。
その他の理由でキャンセルの場合、

利用日の 7 日以内、2 日以上前 … 料金の 50 ％相当、
利用日の 前日及び当日 … 料金の全額相当
をキャンセル料とさせて頂きます。

キャンセル料は、当社窓口の有限会社志木内「銘木雑貨店ＳＨＩＫＩ」にて現金、

もしくは弊社振込先口座へお振込にてお支払い下さい。ご返金がある場合は当社窓口でのみの取り扱いとなります。
８ ．レンタル契約の途中解除について

Ⅰ . ３− II に該当する行為が行われていると当社が判断した場合、当社はスタジオの利用契約を予告なく解除できるものとします。
その際、すでにお支払いいただいた使用料金のご返金は致しません。

９ ．補償について

Ⅰ . 当スタジオは利用者の所有する物の盗難、紛失、破損に対する補償は致しません。

Ⅱ . スタジオのフローリング、テーブル、椅子、障子、建具等の破損が生じた場合は必ず一声おかけください。

Ⅲ . 当スタジオ利用の際に起こった、いかなる事故に対しても、当スタジオは責任を負えませんので、家具等移動させる際は
くれぐれもご注意ください。

10 ．共有スペースの利用について

有限会社志木オフィス内の共有スペースは、（１階）店舗、階段・踊り場（２階）お手洗い・台所

です。

２階の事務所、３階の書斎スペース、ゲストハウスＳＨＩＫＩの庭先への立ち入りはお断りいたします。
11 ．駐車場の利用について

駅前敷地内に駐車スペースはございません。お車でお越しの方は、徒歩 2 分北側の

辻垣内４８番地、「有限会社志木辻垣内駐車場」（一時利用最大６台）をご利用ください。（2021.6 時点）

駅前の府道や町道、近隣の南都銀行駐車場や駅前ロータリーに駐車に関しては有限会社一切の責任を負いません。
12 ．スタジオ利用者がこの利用規約の遵守を怠ったことにより当スタジオに損害や問題が発生した場合、
スタジオの使用をお断りする場合がございます。

有限会社志木

京都府綴喜郡井手町柏原 37 番地

１階 銘木雑貨店

2 階 事務所

TEL0774-82-2025

3 階 レンタルスペース

作成日

2021 年６月某日

レンタルスペースＳＨＩＫＩ
利用料金表
利用時間割

月

③ 15:00~17:00

木

金

土

日
定 休 日

② 13:00~15:00

水

定 休 日

① 10:00~12:00

火

④ 10:00~17:00
【貸教室プラン】…帯利用、長期利用、定期利用
◎毎月の基本使用料金 （広告宣伝費、光熱費、その他必要経費含む）
※３ヶ月更新（３ヶ月先の予定を確定してください）

A.

④７時間

月８回

40,000 円（税込）
〈１日 5,000 円〉

B.

④７時間

月４回

22,000 円（税込）
〈１日 5,500 円〉

C.

④７時間

月２回

12,000 円（税込）
〈１日 6,000 円〉

D.

④７時間

月１回

6,000 円（税込）
〈１日 6,000 円〉

E.

①〜③２時間

月８回

20,000 円（税込）
〈１日 2,500 円〉

F.

①〜③２時間

月４回

11,000 円（税込）
〈１日 2,750 円〉

G.

①〜③２時間

月２回

6,000 円（税込）
〈１日 3,000 円〉

H.

①〜③２時間

月１回

3,000 円（税込）
〈１日 3,000 円〉

【スペースレンタルプラン】…単発利用、一時利用
a.

２時間

3,300 円（税込） ①10:00 〜 12：00

b.

丸１日

9,000 円（税込） ④10:00 〜 17:00

※A・Ｂの月８・４回の
スケジュール予約が優先されます

※貸教室プランの予約が優先されます

②13:00 〜 15:00

③15:00 〜 17:00

※オプション料金
①夏季、冬季の光熱費（冷房・暖房を使用した場合）
【貸教室プラン】基本使用料金の５％ （月毎）
【スペースレンタルプラン】 ２時間 300 円、 ７時間 500 円（一日）
②延長料金（1 時間毎）1,650 円（税込）
③17:00 以降の使用（要相談）

有限会社志木

京都府綴喜郡井手町柏原 37 番地

１階 銘木雑貨店

2 階 事務所

TEL0774-82-2025

3 階 レンタルスペース

作成日

2021 年６月某日

レンタルスペースＳＨＩＫＩ
お申込み書
私は、別紙「レンタルスペースＳＨＩＫＩスタジオ利用規約」に同意し申込みいたします。
□ 利用規約に同意する

※別紙利用規約をご確認の上、チェックをお願いします。
お申込み日

お名前
（代表者氏名）
住所

年

月

日

幼児（

）人

団体名
〒

電話番号

E-mail

携帯番号

SNS

ご利用内容
ご利用予定人数

【貸教室プラン】
ご希望の
スケジュール

大人（

）人

）人

【スペースレンタルプラン】

火

水

木

金

土

ご利用日

利用時間帯
利用頻度

子供（

月

回

MEMO

年

月

日

曜日

①10:00 〜 12:00

２時間

②13:00 〜 15:00

２時間

③15:00 〜 17:00

２時間

④10:00 〜 17:00

７時間

MEMO

志木記入欄
お支払予定日

お支払確認日

有限会社志木

担当者

京都府綴喜郡井手町柏原 37 番地

１階 銘木雑貨店

2 階 事務所

お支払方法

TEL0774-82-2025

3 階 レンタルスペース

現金

銀行振込

作成日

2021 年６月某日

レンタルスペースＳＨＩＫＩ

ご利用者様へご協力のお願い

スタジオ使用上の注意
・建物の階段は狭いため、足元には十分ご注意ください。
・節電、節水にご協力をお願い致します。
・利用時間内に出た生ゴミ等はお持ち帰り頂きますようお願い申し上げます。
・志木の書斎には勝手に入室しないようお願い申し上げます。
・家具の移動を希望される場合は一度ご相談ください。
・気になる書籍等ございましたらお気軽にお申し付けください。

コロナウイルス感染症対策について
・レンタルスペース利用時間内は、基本的にご利用いただく各代表者様に消毒液の設置や
適度な換気等、対策の準備をお願いしております。方法に規定などは特に設けておりませんが
最低限のエチケットとして、マスクやフェイスシールドなどの着用をお願い致します。
・体調がすぐれない、と感じた場合はすぐに申し出て退出いただきますようご協力ください。

ＳＨＩＫＩの建物内の空間は、本来であれば大きく深呼吸をし、
体内に浄化された空気を取り入れてリフレッシュ効果が期待できる空間です。
また木材による調湿性もあるため、呼吸もし易く、身体の健康を手助けします。
感染拡大防止のため、マスク着用が義務付けられない世の中になるまで
ご協力頂きますようお願い申し上げます。

有限会社志木

京都府綴喜郡井手町柏原 37 番地

１階 銘木雑貨店

2 階 事務所

TEL0774-82-2025

3 階 レンタルスペース

