利用規約
【入室と退室について】
・スタジオの入室、退室はご予約いただいた時間内にで
お願いいたします。後片付けもスタジオ使用時間（予約
時間）
に含まれております。5分前までにはスタジオから
完全に退出するようお願いします。予約時間内に退出が
完了できない場合は1時間分の追加料金を請求いたし
ます。
・予約時間には、搬入、着替えなどの時間も含まれており
ますので、
ご注意下さい。
【スタジオのご使用について】
・スタジオ内での、喫煙、飲食は一切お断りいたします。
・酒気を帯びた方の、
スタジオの使用はお断りいたしま
す。
・スタジオ内の、設備・機材等は予告なく変更する場合
があります。
・スタジオ内はモニターカメラによる管理を行っていま
す。場合によっては録画します。
お着替えは更衣室をご
利用ください。
・初心者の方は、
スタジオの利用方法や機材の取り扱い
の説明を受けてください。
・使い方の分からない機材の取り扱いは必ず説明を受
けてください。
・スタジオ内の機材等の破損を発見した場合は、直ちに
スタッフにお知らせください。
・利用者及び、
その関係者の故意または過失による備品
及び設備の破損には、原状回復費用を請求をさせてい
ただきます。
その間、
スタジオの使用ができなくなった場
合、
その期間のスタジオ使用料金も請求いたします。
・搬入、搬出でエレベーターを使用する際、
エレベーター
等を傷つける恐れのある場合には必ず養生をしてくださ
い。万一、
エレベーターに傷などが付いた場合には原状
回復費用を請求いたします。
・床面や壁には傷を付けないようにお願いいたします
（テープをはる場合や大きな機材を搬入する場合などは
事前にご相談ください）。
・スタジオ内は
「土足厳禁」
です。
スタジオ内では、
スリッ
パか室内履き等をご利用下さい。
スリッパや室内履きで
はスタジオの外に出ないでください。
・床面、壁面、天井などへのすべてに釘打ちは一切お断り
いたします。道具類の立て込みが必要な場合には必ず
スタッフの指
事前に当社スタッフと打ち合わせの上で、
示に従って使用してください。
・スタジオの床面には絶対に傷を付けないでください。
床面に松ヤニ等を使用することはご遠慮ください。
や
むをえず使用する場合には、必ず事前に当社スタッフと
打ち合わせの上、指示に従って使用してください。
テープ
類はＰカットテープのような粘着剤やテープ跡が残らな
いテープをお使いください。画鋲、
ピン類、
フックなどの
差し込み、打ち込みは禁止させていただきます。
・タップ、
フラメンコ、
ピンヒールでのご使用はお断りいた
します。但しタップ板（タップボード）
を持ち込み、使用に
際しタップ板を利用される場合にはこの限りではござい
ません。
・スタジオ内は無料でインターネット接続をご利用いた
だけます。但し接続の不具合や、
ご使用により何らかのト
ラブルが発生しても責任は一切負いません。予めご了承
の上でご利用ください。
・ゴミは、分別してゴミ箱へ捨ててください。大量のゴミ
や粗大ゴミ、分別なきゴミはお持ち帰りください。
・スタジオを退出する際には、音響機器、
ピアノ、バー、
バー台、
テーブル、椅子、貸出品などのすべての備品を使
用前の状態、場所に戻して、
エアコン、室内照明のスイッ
チを切ってください。
・ご使用後に、特別な清掃等が必要とされる場合には、
別途清掃費用を請求いたします。
・緊急、非常事態が発生の際は、必ず受付にご連絡くだ
さい。
・スタジオご利用時、
お持ち込み機材が原因で建物内の
電源が落ちてしまった場合、損害賠償を請求させていた
だく場合がございます。
・他のスタジオから音が多少漏れる場合もあります
が、
ご了承ください。
・音が大きすぎて、
あまりに近隣や他のスタジオに迷惑
がかかる場合はボリュームを落とさせていただく場合が
あります。
・撮影を行う場合は事前に
「撮影許可申請書」
にご記入/
ご提出の上、撮影ください。
・当店のロゴや設備等を全面

的に使った営業目的での撮影は禁止させて頂きます。
※
申請書はホームページよりダウンロード、
もしくは店舗
からFAXさせていただきます。
【予約について】
・予約スケジュールは、
スタジオの都合により取り消しす
る場合もあります。その際、1 ヶ月前までに予告します。
・天災地変等で、
スタジオの利用が制限される場合、予
約スケジュールの保証はできかねます。
・ご予約・相談は電話又は各店舗の店頭にて承っており
ます。1つの店舗にて全店の予約状況の確認が可能で
す。全店スタジオのご希望日をスタッフまでお気軽にお
伝えください。
・当スタジオを使用するためには、会員登録が必要です。
初回来店時に簡単な資料にご記入していただき、登録
をさせていただきます。入会金や年会費等、一切かかり
ません。
・各スタジオには人数制限があります。人数を超えた
場合は使用を中止させて頂き、先予約があった場合は
予約を取り消しさせていただく事があります。
（1日単位の予約 ）
6 ヵ月先まで可能（長期予約の場合は別途ご相談）
（1時間単位の予約 ）
3 ヶ月先まで2時間以上のご予約が可能です。
例：1月10日に4月10日まで、
ご予約が可能です。
但し、
店
舗により異なるスタジオもございますのでご注意下さい。
〈都立大店〉5st・4st・3st・B1Cst は3時間以上のご予
約となります。
〈学 芸 大 店〉1Ast・1Bst・Cst・7st は3時 間 以 上、
さら
に 1Ast・1Bst は1 ヶ月先までのご予約となります。
〈秋葉原店〉1 ヶ月先までとなりますが、深夜と土日祝の
5st は3 ヶ月先までのご予約となります。
〈銀座店〉
1時間のみでも2 ヶ月先までご予約が可能です。
（1時間のみの予約 ）
予約希望日の6日前18時30分からの受付開始にな
ります。
【スタジオ使用料について】
・お支払いは、全額前払いとさせていただきます。
○時間貸しの場合
使用前にお支払いください。
○1日貸し・長期利用の場合
予約時に半金をお支払いいただき、使用する2日前ま
でに残金を店頭または下記振込口座にお支払いください。
振込先
三菱東京UFJ銀行 都立大学駅前支店
普通預金 口座番号0008575 ㈱ノア
【キャンセル・変更料金について】
・キャンセル、変更料金の対象は、
スタジオ使用料、
オプ
ション機材費、駐車料となります。
・キャンセル／変更の際に
「ご予約キャンセル/変更ID」
をお伝えいたします。IDのご確認ができない場合、
ご予
約のキャンセル/変更を認めることができません。
（時間貸しの場合）
・キャンセル、変更料金は
「1週間前までは無料」、
「2日
〜 6日前までは50%」
、
「前日・当日は100%」
、
とさせて
いただきます。
※1日7時間以上のキャンセル・変更料金は
「13日〜 2日
前は50%」
「
、前日・当日は100%」
とさせていただきます。
・キャンセル後1週間以内にお支払いください。
（1日貸しの場合）
キャンセル、変更料金は
「2日前までは50%」
、
「前日、
当日は100%」
とさせていただきます。料金は速やかにお
支払いください。
・キャンセル後1週間以内にお支払いください。
（１カ月間に７日以上、予約されたお客様の場合）
キャンセル、変更料金は
「2 ヵ月前までは50％」、
「そ
れ以降は100％」
とさせていただきます。
・催告後１ヶ月を過ぎてもお支払いいただけない場合
は、以降の当スタジオの使用・予約は一切お断りいたし
ます。
【貴重品などの管理】
・貴重品などはご利用者様で管理をお願いします。
紛失、
盗難
等がありましても当スタジオでは一切責任は負いかねます。

【駐車場】
・駐車場は予約制です。事前に必要台数を受付にお申し
出ください。
・駐車可能なお車かどうかの確認は受付にお問い合わ
せください。
・トラック、
ワゴン車などは駐車できませんので、近隣の
コインパーキング等をご利用ください。
・搬入、搬出の際は、他の車や歩行者を優先し、邪魔にな
らないよう心掛けて行ってください
（通りに車を付けてお
願いします）。歩行者の通行を第一優先として、充分な注
意をお願いします。搬入・搬出などでの近隣や歩行者と
のトラブルに関しては、
当スタジオでは一切責任を負い
ません。
【禁止事項】
・スタジオ利用者及び、
その関係者はスタジオの利用に
際し以下の行為を行ってはならないものとし、
これに反
した場合にはただちに使用を中止させていただきます。
○公序良俗に反する使用をした場合。
○脱法行為や当社が不当と判断した場合。
○スタジオ申し込み時の使用目的、使用方法と異なった
使用を行った場合。
○近隣または、他の利用者、
当社スタッフまたは当社指
定業者に迷惑を及ぼし、
当社スタッフの指示に従わない
場合。
○スタジオ使用権の第三者への譲渡、
および転貸をした
場合。
○火気類を使用した場合。
○建物内への各種危険物を持ち込んだ場合。
○その他、
当社スタッフが不適切と判断した場合。
【その他】
・近隣の迷惑となりますから、
ノアスタジオの建物の外
部では絶対に騒いだり大きな声で話さないでください。
学芸大店につきましては、近隣からの苦情が頻発し碑
文谷警察・目黒区役所から再三の指導を受けています。
夜間・深夜のご利用時には特にご注意頂き、終了後は速
やかに解散し都立大学駅よりお帰り下さい。注意をして
も改善されない場合にはいかなる理由があっても利用
を直ちに中止させていただきます。利用者はこれに異議
を唱えられないものとさせていただきます。
・スタジオ使用中の事故や怪我等について弊社では一
切責任を負いません。
・荷物などのお預かりは一切応じておりません。
・ロックアウト期間にスタジオ内にセット、道具、荷物な
どを置くことは了承いたしますが、紛失・盗難などの責任
には負いかねます。
【契約期間】
・契約期間は、会員証の発行日から1年間です。
ご契約内
容の変更等ない場合でも更新手続きをお願い致します。
【会員資格について】
・下記項目に該当する場合は、会員資格を抹消し、先の
ご予約を取消します。
○会員規約に違反した場合
○本スタジオの名誉、信用を傷つけた場合
○本スタジオの秩序を乱した場合
○本スタジオの品位を損なう行為のあった場合
○その他、本スタジオが不適当と認めた場合
【入会申し込みに関する個人情報の利用目的について】
・当社では個人情報に関する法令、
その他規定、及び当
社の定める
「プライバシーポリシー」
を遵守し、個人情報
を 適切に管理致します。
・ご入会に際し提供頂く個人情報は、
当社業務上の事務
作業、
お客様への当社からの各種情報提供のご連絡や
業務のご案内、
ご質問に対する回答等の際に利用いた
します。
※当利用規約は予告なく改正され、定めのない事項につ
いては当社が必要な規約を定めることができ、
その効力
はすべての利用者さまに及びます。
以 上
2018年12月15日制定

利用規 約を理解し同 意 致します。
本人自著：

