
ロビンズサロン&アカデミー利⽤規約·申込書・同意書 
 
※ご利⽤を希望される⽅は必ず予め下記の規定をお読みください。 
※同意書にサインをされ、 ご提出、審査されましたら予約確定となります。 
*以後、ロビンズサロン&アカデミー 運営会社 株式会社ロビンズを R/S/A と称します。 
 
利⽤申し込みの受付とその⽅法 
初めて R/S/A をご利⽤になる⽅には、あらかじめ本⼈確認書類の提⽰をお願いしています。
ホームページ・メール（rsa @robin-s.com）で R/S/A の空き状況を確認いただいた後、 本
⼈確認書類 (免許証· パスポート·保険証·住⺠票の写しなどの⼀つ)のコピーをご⽤意の上、 
申込書、 同意書と合せてご提出ください。申込書にご記⼊いただいたお客様情報などをも
とに、 その場で簡単な審査をさせていただきました後、施設利⽤予約が可能となります。 
 
利⽤の申し込み（申込書+同意書・本⼈確認書）は 10 ⽇前までにお願い致します。また、
予約は 3 ヶ⽉先まで可能です。（急や３ヶ⽉以上の場合はご相談下さい。） 
 
利⽤⽇及び利⽤時間 
1. R/S/A のご利⽤可能時間: 10:00 ⼊室~21:00 退室（⽔曜⽇・盆・年末年始は原則利⽤不

可）（⽔曜オープンや退室時間延⻑はご相談ください。） 
2.利⽤時間: 1 時間以上 30 分単位（サービスとして初めの 1 時間のみ、1 時間半とします。） 
3.利⽤時間には準備·後⽚付け·着替えの時間も含まれますのでご注意ください。利⽤当⽇は
お申し込みいただいた時間内に必ず⼊退室願います。 
4. 利⽤時間の延⻑は、次の利⽤予約に影響のない範囲で可能です。延⻑した時間の使⽤料
⾦は 30 分単位でお⽀払いいただきます。 無断での時間前⼊室· 延⻑に対しては追加料⾦を
請求させていただきますので、 予めご了承ください。 度重なる場合には今後の使⽤をお断
りすることがございます。 
 
利⽤料⾦のお⽀払い 
弊社ホームページからお⽀払い（クレジットカード使⽤可能）をお願い致します。弊社での
審査後、お⽀払い⽅法メッセージをお送りします。 
 
利⽤のキャンセル・変更 
利⽤のキャンセルは、下記の表に基づきます。予定利⽤開始時間の 5 ⽇前までは 100％返
⾦、3 ⽇前までは 50％、それ以前の返⾦はございません。キャンセルをご希望のお客様は
利⽤⽇の 5 ⽇前の利⽤開始時間までに、メール（rsa@robin-s.com）にてご連絡ください。
予約変更は、100％返⾦する⽇までに関しては変更が可能です。 



 
 

 
 
利⽤制限 
R/S/A は各種セミナーやレッスン、マルシェ、パーティーなど幅広くご利⽤いただけます。 
ただし、いずれの利⽤も、お申し込み時に申告していただいた内容に無断変更、 虚偽また
は意図的な隠蔽がある場合は利⽤料⾦の受領後でも予約を取り消す場合があります。また
利⽤中であっても、R/S/A がこれらに該当すると判断した場合には、即刻退室していただ
きます。 その際の返⾦、補償は⼀切ありません。また、予約時間前の無断⼊室、無断延⻑
が度重なる場合も、 今後の利⽤をお断りさせていただきます。 
1. R/S/A では以下に掲げる利⽤はお断りいたします。 
*勧誘等の商⾏為、医療· 治療⾏為、 政治 宗教 思想団体等のデモンストレーション·勧誘⾏
為。 
*特定の団体や個⼈を講誇中傷するもの 
*公序良俗に反する恐れのあるもの 
そのほか R/S/A が不適切と判断するもの 
2. 建物の構造上、階下施設への振動、 外部への騒⾳が⽣じる恐れのあるレッスンや活動は
ご利⽤の制約を受ける場合もあります。参加⼈数やレッスン内容などの変更により利⽤期
間の途中でご利⽤いただけなくなる場合もあります。ルームごとに構造や設備が異なりま
すので、ダンス等でのご利⽤については、事前にご相談願います。 
 
免責事項と賠償責任 
1. R/S/A 内での事故や盗難、 紛失, ⾷中毒、健康被害等について R/S/A では⼀切の責任を
負いかねます。特に貴重品や持込備品などは個々の責任で管理してくださいますようお願
いいたします。 
2. R/S/A 利⽤中は、 施設の管理、盗難·事故防⽌等は利⽤者が責任をもって⾏ってくださ
い。施設利⽤に際し、利⽤者(関係業者、来場者等含む)に起因する損害については全て利⽤



者に賠償していただきます。 また、 備品の配置の変更は⾃由ですが、利⽤後は全て利⽤前
の状態にお戻しください。 
3. R/S/A 利⽤中に停電 断⽔、設備·備品などの故障、近隣の騒⾳などが原因で正常な利⽤が
できなかった場合でも、R/S/A は当⽇利⽤料⾦の返却をもってその補償とし、それ以上の
賠償責任は負わないものとします。 
 
 
その他・ご注意 
1. R/S/A の講座、クラスの案内状、ポスター、チラシ、ホームページ等の作成にあたって

は、広告規定に従って作成して下さい。不備のあるものは修正頂くことがあります。 
2. 機材·備品の破損をした場合は速やかにお申し出てください。 場合によっては弁償⾦を

請求させていただくことがございます。 
3. R/S/A は全室禁煙です。 
4. ご利⽤時に発⽣したゴミは各⾃ご⾃宅まで持ち帰りください。また、R/S/A に設置して

おりますゴミ箱をご利⽤される場合は分別をお願い致します。防災上、許可無く設置さ
れているものは、予告無く撤去させていただきます。また、 その際の責任は⼀切負え
ませんのでご了承ください。 

5. ペットのご同伴はご遠慮ください。 
6. R/S/A 内に設置物をご希望の場合はご相談ください。但し、保管中に⽣じた諸問題や責

務は負いかねますのでご了承ください。 
7. R/S/A ご利⽤後は、室内灯及び空調の電源を消してご退出ください。 
8. R/S/A には駐⾞場·駐輪場がありません。 お⾞·⾃転⾞でお越しの際はお近くの駐⾞場·

駐輪場をご利⽤ください。参加者など R/S/A をご利⽤になる⽅にも印刷物や掲⽰、ホ
ームページなどで周知させるよう、ご協⼒をお願いします。 

9. R/S/A 設備のメンテナンス、R/S/A 主催のイベント実施等の理由で、利⽤⽇の変更をお
願いすることもあります。 

10. R/S/A は、快適にご利⽤いただけるよう努めますが、本規約で定めのない事項や、問題
が発⽣した場合は、利⽤者及び R/S/A の両者が誠意を持って協議し、 解決するものと
します。 

 
広告規定 
1. ご契約者様は随時弊社 HP 及び SNS 関連で告知をいたします。その際は、事前に掲載

画像や告知⽂章などを頂きます。詳細はご相談ください。無償です。 
2. ご希望により、弊社に隣接する壁⾯に A2 サイズポスターを 2-4 週間前（閑散繁忙期に

より変化）に\8,800 税込にて掲⽰することが可能です。１⽇ 24 時間、\300 前後の井筒
屋の通りの多い歩道 PR です。 



R/S/A ご利⽤のお客様は、講座等に関する宣伝· 広告物(チラシ, ホームページ等)作成にあ
たって、以下の規定に従って作成してください。 不備のあるものに関しては設置掲載をお
断り、撤去、または削除をお願いすることがあります。 
1. レッスンや講座の主催者(団体)を明記し、 主催者名(団体) の前に「主催」という⽂字を
加えてください。 
例) 
○ クッキング教室 
主催:○○クッキング教室 
×クッキング教室 ※左記のように講座名のみの表記はご使⽤できません。 
2. 主催者(団体)の責任者 担当者 問い合わせ先を明記してください。 
3. R/S/A の電話番号・メールアドレスは掲載しないでください。 
4.ロビンズサロン＆アカデミーのロゴを加えてください。ロゴが必要な場合は、お申し出頂
き次第、PDF（推奨）⼜は JPG でお渡し致します。 
5. 必ず「会場」または 「場所」 という⽂字を加えてください。「場所·会場」名には R1〜
R4 のご利⽤ルーム名を明記し、地図を表⽰してください。R/S/A の地図データが必要な⽅
はお申し出頂き、 地図ページへの直リンクはご遠慮ください。 R/S/A のホームページ等
から写真·⽂章の転載はご相談ください。 
例) 
○ クリスマスパーティー 会場: R/S/A R1 
× クリスマスパーティー in/at R/S/A 
× *⽉*⽇は R/S/A に集合!⼀※左記のような表記は主催と誤認されやすく使⽤できません。 
6. R/S/A には駐輪場· 駐⾞場が無い旨明記してください。 
7. 広告内容のお問い合わせクレーム等についての⼀切の責任は広告主に帰依するものとし
ます。 
8.作成物につきましては責任·所在が不明確なもの、レッスンや講座の主催者が R/S/A と誤
認される恐れのあるもの、⽒名、写真および商標、著作物などを無断で利⽤したものは設置 
掲載をお断りする場合があります。 
9. イベントのチラシなどで期限が過ぎたものは各⾃撤去してください。 
 
上記の通り、利⽤規約に同意致します。 
 
※参加者様から参加費⽤を事前に徴収する際、弊社ホームページ上でクレジットカード払
いが可能です。弊社にカード会社から⼊⾦後、10 ⽇前後に店頭で現⾦にてお⽀払いします。 
その際、クレジット決済⼿数料 3.0%、弊社事務⼿数料 100 円／⼀振込、を差し引いた額と
なります。本契約者様へ銀⾏などへの振込みの場合、振込⼿数料はご負担いただきます。 
ご利⽤料⾦（全て税込） 



 
デイタイム（平⽇）基本ご利⽤時間：⼊室 10：00〜17：00 退室 

部屋名 料⾦（1 時間あたり） 10-17 時（1 時間サービス） 

R1（メインルーム） ￥2,970 ￥17,820 

R2（⼭側・出⼝あり） ￥1,760 ￥10,560 

R3（中央） ￥1,650 ￥9,900 

R4（⼩倉城側） ￥1,760 ￥10,560 

 
 
デイタイム（⼟⽇祝） 

部屋名 料⾦（1 時間あたり） 10-17 時（1 時間サービス） 

R1（メインルーム） ￥3,510 ￥21,060 

R2（⼭側・出⼝あり） ￥2,080 ￥12,480 

R3（中央） ￥1,950 ￥11,700 

R4（⼩倉城側） ￥2,080 ￥12,480 

 
 
ナイトタイム（平⽇・⼟⽇祝同額） ご利⽤時間 17：00〜20：30（21：00 退室） 

部屋名 料⾦（ナイトタイムは⼀括のお取扱いのみ） 

R1（メインルーム） ￥19,850 

R2（⼭側・出⼝あり） ￥2,750  
R1 と同時利⽤の場合のみご利⽤が可能です。 

R3（中央） ￥2,750 
R1 と同時利⽤の場合のみご利⽤が可能です。 

R4（⼩倉城側） ￥2,750 
R1 と同時利⽤の場合のみご利⽤が可能です。 

 
 



 
ロビンズサロン＆アカデミー利⽤申込書・契約書 

 
 

申込⽇ 令和  年  ⽉  ⽇ 
 
 

(申込者) 
名前： 
住所：〒 

 
電話： 
メールアドレス： 

 
 
以下のとおりロビンズサロン＆アカデミーの利⽤を申し込みます 

利⽤⽇：令和  年  ⽉  ⽇（ ） 
利⽤時間：⾃   時  分 
     ⾄   時  分 
利⽤スペース：R1   R2   R3   R4 
想定利⽤⼈数： 
利⽤⽬的： 
備品：  
利⽤⾦額：ルーム利⽤合計     円 
    （内訳）ルーム利⽤     円×         時間 
        備品レンタル     円×         個／回 
備考： 

 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿は、上記記⼊事項と以下の条件に了承・同意をもって、R/S/A と
契約し、利⽤規約に則りロビンズサロン＆アカデミーの利⽤を⾏います。 
・申請にあたり上記記⼊事項に虚偽の記載があると判断した場合には、契約を取り消します。 

・利⽤中に、規約に反する⾏為があると判断された場合には、直ちに利⽤を中⽌し契約を取り消します。 

・施設内で起こった対⼈事故については、R/S/Aは責任を負いかねますのでご了承ください。 

・施設内の設備・構造を理解した上で使⽤し、物損事故が発⽣した場合は弁償義務が発⽣しますのでご了承ください。 

 

令和  年  ⽉  ⽇  署名           印 


