
Coworking Space NAISHO 利用規約（以下、本規約）は竜門整骨院（以下、当院）が運営する「Coworking Space 

NAISHO」（以下、NAISHO 又は当施設）の利用について定めるものです。 本規約を確認後、同意の元、ご利

用頂きます様、お願申し上げます。 

 

（利用資格） 

当施設は、何かを始めようとする方が集まり、共に助け合い、高め合う空間です。また、新たなコミュニティの

形成を応援する活動を行います。他人に対しての敬意を持って接することが出来る方で当施設の趣旨を理解され

ている方にご利用頂けます。  

また、以下に該当する方は、ご利用をお断りさせて頂きます。 

 

①布教活動・宗教活動・政治活動・違法なセールス、悪質な勧誘を目的とした方 

②暴力団やその他関連団体の関係者、又は反社会的行為をされる方 

③違反・迷惑行為に対し当院による勧告を受けたにもかかわらず、改善されない方 

④ねずみ講、マルチ商法などの事業内容であると当院が判断した行為をされる方 

⑤犯罪行為および公序良俗に反する行為をされる方 

⑥その他、当院が NAISHO に適さないと判断した方 
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（ドロップイン 利用規約） 

茶の間   (drop-in) 料金 詳細 

２時間まで  (会員登録なし) 500 円 ２時間まで ・高校生以下…１日 500 円 

・６０歳以上…１日 500 円 

・子ども同伴…無料(18 歳未満) １日利用   (会員登録なし) 1,000 円 １日利用可能 

２時間フリーパス (１ヵ月間) 4,000 円 １日に２時間までの利用を 1 ヵ月間利用可能 

１ヶ月フリーパス (１ヵ月間) 6,000 円 １日中利用を１ヵ月間利用可能  

１時間 貸し切り利用     1,000 円 19:00~23:00//9:00~19:00 要相談 ※要予約 

１日  貸し切り利用     9,000 円 9:00～19:00//19:00～23:00 要相談 ※要予約 

 

・支払い 

①どなたでも会員登録なしでご利用できます。 

必ず、竜門整骨院もしくは、店内窓口にて利用料金を全学前払いして頂きます。 

ご利用料金をお支払い頂いた方に、当院から利用札をお渡しいたしますので、お帰りの際はご利用札をご返却下

さい。利用札を返却頂いてご利用の終了となります。ご返却が確認できない場合は、上限 10,000 円まで徴収さ

せて頂きます。 

②２時間利用の方に限り、２時間以上ご利用された場合は、差額分の料金を窓口で頂戴いたします。 

③学生割引の際は、学生証もしくは年齢がわかるものをご提示ください。 

・注意事項 

途中でご利用されなくなった場合でも利用料金の返金は致しかねます。 

 

 

 

（フリーパス購入・及び入村手続き） 

・入村 

会員の登録の際に、必ず本人確認のために下記のいずれかの方法でご本人確認をさせて頂きます。 

また、当院の入村申込書に必要事項をご記入いただき提出が必要です。 

提出後、本人確認及び記入事項に虚偽が無ければ本登録完了といたします。 

また、登録内容に変更が生じた場合は速やかに届け出るようにお願いいたします。 

届出に虚偽の内容を確認した場合、登録を抹消させて頂く場合がございます。 

・支払い 

料金は前払い制を導入しておりますので、翌月ご利用分をご利用当月までにお支払い下さい。 

お支払い方法は、現金もしくは当院指定の口座への銀行振込（・PayPal）でお支払い頂きます。振込手数料は利

用者負担となりますのでご了承ください。月の途中でのご契約は、日割りした金額をお支払い頂きます。 

≪振込先≫ 

三井住友銀行 庄内支店 普通口座 口座番：01895000 口座名：加藤竜也（カトウタツヤ）  

 

・退村 

退村される場合は、窓口での手続きをして頂くか、退村届をご提出後、郵送もしくは電子メールでご提出頂きま

すようお願いいたします。郵送・電子メールでの退村手続きをご希望される場合は、当院より受理された連絡が



あった時点での退村となります。お手数ですが、退村届の受理のご連絡が２４時間以上経ってもない場合は、当

院まで（06-6335-1555）ご連絡頂きますようお願いいたします。退村手続きが完了していないまま、ご利用にな

られなくても月会費は発生いたしますので、ご注意下さい。 

ご利用月の途中でご利用されなくなった場合でも利用料金の返金は致しかねます。 

退村手続き完了後、村民情報は抹消いたします。 

 

・除名 

以下の場合、村民の登録を抹消させて頂く場合があります。 

本規約に違反をした場合 

登録に虚偽の内容があった場合 

違反・迷惑行為に対し当社による警告にもかかわらず改善がされない場合 

その他、当社がふさわしくないと判断した場合 

 

・利用終了後の個人情報の取扱いについて 

 NAISHO を利用されなくなった後の個人情報については、こちらで責任をもって破棄させて頂きます。 

郵送をご希望の方は、着払いにて指定の住所へと個人情報をまとめてお送りいたします。また、電子的な情報は、

PC ソフト「完全ファイル抹消」を用いて削除いたします。 

 

（キッチンの利用について） 

入村手続きが必要です。 

自分の食事の調理に利用する分には、利用料は無料です。 

ただし、30 分以上にわたって占有される際は、一時間の貸し切り利用を申請するようにしてください。 

また、他の利用者の方々の妨げになるような会食スタイルのミーティングの場合は、自由空間をご予約の上ご利

用頂きますよう、お願いいたします。 

おくどさん (kitchen) 料金 詳細 

１時間 貸し切り利用 1,000 円 19:00~23:00//9:00~19:00 要相談 ※要予約 

１日  貸し切り利用 3,000 円 19:00~23:00//9:00~19:00 要相談 ※要予約 

定期・商用利用 要相談 利用法や日時・金額を決定後に利用可能 

 

・基本的には、一般の方はコワーキングスペースの営業終了後に利用可能です。 

・飲食業を起業されることが決定している方には、コワーキングスペースの営業中にもご利用可能です。 

※店舗利用の場合、ご利用前に面談と実際の提供物、当日の段取りなどの打ち合わせの後、契約ができ次第ご利

用可能です。 

※生鮮食料品・強い臭気が発生する食品に関しては、ご提供を制限させていただく場合がございます。 

※NAISHO は、場所の提供のみを行いますので、衛生的な問題や事故などについては一切責任を負いません。 

※備品の破損・汚損については原状回復にかかった費用をすべて請求させて頂きます。 

 

（フリースペースの貸し切り利用について） 

入村手続きが必要です。 

 



自由空間  (studio) 料金 詳細 

１時間 貸し切り利用 500 円 人数に関わらず貸し切り、9:00~19:00 

１日  貸し切り利用 3,000 円 人数に関わらず貸し切り、9:00~19:00 

定期・商用利用 要相談 利用法や日時・金額を決定後に利用可能 

 

・1 時間からご利用が可能です。※原状回復と清掃の時間も含みます。2 時間からのご利用をオススメ致します。 

・ミーティングや小さなワークショップ（アクセサリー作りなど）、ヨガやエクササイズの指導を自分で始めた

い方にオススメです。 

・人数が増えれば増えるほど一人当たりの利用料が安くて済みます。 

・子ども連れで友だちと集まりたい時にもとっても便利（竜門整骨院の 2 回スペースもご利用可能です） 

・お茶の間にあるコーヒー、お茶などの無料ドリンクもお飲み頂けます。 

・備え付けの設備に関しては、ほとんどが無料でご利用可能です。 

※商用利用（ネイルサロン・アロマ・リラクゼーションなど）の場合は、事前にお伝えください。 

 

（固定席の利用について） 

入村手続きが必要です。 

作業場   (office) 料金 詳細 

１ヶ月      (１人まで) 9,800 円 オフィスの固定席を 1 ヶ月利用可能 

メンバー追加     (１人) 8,000 円 固定席をもう一つ利用可能 

郵便ポスト・住所利用  (月) 3,000 円 郵便ポストの設置、住所登録可能 ※各自用意 

 

・固定席一つを自由に使い、自分のしたい仕事を始めることが出来るプランです。荷物を持ち帰る必要もありま

せん。 

・月～土まで、９：００～１９：００までご利用可能です。 

・住所利用をお申込みいただくと、郵便ポストの設置と名刺などに住所利用が可能です。 

・登記申請については執り行っておりません。 

・1 日に 1 人・２時間までゲストを無料でお呼びすることが出来ます。２時間以上の打ち合わせなどは、500 円

追加で利用することが出来ます。 

・1 日に 1 回・１時間まで自由空間をミーティングなどにご利用できます。 

※ご利用の際は要予約。当日予約可能。 

・茶の間は、貸し切り営業でなければ営業中いつでもご利用できます。 

・各種イベントへの参加は優待価格でご参加頂けます。 

・コーヒー、お茶などの無料ドリンクもあるので、くつろぎながら作業に取り組めます。 

※作業場をご利用の際は、お問い合わせの後に面談を行います。また、身分証明書のコピー・入村届への必要事

項のご記入が必要です。 

※入村金は徴収いたしません。（H30 年 7 月現在） 

※利用には、お申込み当日に 1 ヶ月分の利用料金をお支払い頂きます。契約月の 15 日以降の契約では、初月契

約料は無料となります。 

※最低３カ月以上の利用が決められています。 



※3 カ月以下のご利用の場合は、利用料を 12,000 円頂戴いたします。 

※最初の申し込み時点で 3 カ月以上の申し込みで 9,800 頂戴していたにも関わらず、3 カ月間利用されなかった

場合は、差額の 2200 円を別途徴収いたします。 

※入村時には、設備維持管理費として 20,000 円が必要です。契約終了時には返金致しません。 

 

（個人情報の取り扱いに関して） 

お預かりした個人情報は「個人情報保護法第 23 条」を厳守し、厳正に管理します。 

ご本人の同意された範囲での利用と提供をし、無断で個人情報を第三者に提供・開示することはありません。尚、

ご本人の同意がある場合、法令に基づく場合は除きます。 

 

（設備・備品について） 

・注意事項 

設備や備品の利用によって生じる傷害および損害に関して責任は負うことができないのでご了承ください。 

設備、備品等の破損は、損害を賠償して頂く場合もありますのでご了承ください。 

 

（イベント利用について） 

・注意事項 

設備を移動した場合、もとの状態に戻すようにご協力をお願いします。 

主催者は、イベント時の利用者による備品破損等の責任は全て負い、賠償に応じるものとします。 

キャンセルの場合は、前日までにご連絡をお願いします。当日キャンセルの場合、キャンセル料（利用時間の全

額）を申し受けます。 

 

（禁止事項） 

利用するにあたって、以下の行為又は以下の行為に該当すると当院が判断する行為を行なってはないで下さい。

もし、禁止行為に該当する行為を確認した場合、事前の告知なしに利用者を強制的に退場もしくは退会すること

ができるものと致します。また、禁止行為による強制退会につきましては、その趣旨をお伝えすることは御座い

ません。 

 

・利用者もしくは当施設に対し、無断で広告、宣伝、勧誘、物品販売等を目的とする行為 

・利用者もしくは当施設を差別若しくは誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を傷つける行為 

・周囲に対する迷惑になる行為・害をもたらす行為・暴力・卑猥な言動を発する等を行う行為 

・設備の破損･破壊･盗難等を行う行為 

・反社会的、暴力的、猟奇的な情報の発信をする行為 

・暴力団員が関係する一切の事業 

・政治活動及び宗教活動 

・マルチ商法及びそれに関連する恐れのある事業及び投資商材の販売 

・わいせつ、児童ポルノ若しくは児童虐待に当たる画像、文書等を送信又は掲載する行為 

・システムへの不正アクセスを試みる行為、その他運営を妨げる行為 

・セクシャルハラスメント・パワーハラスメント・ストーカー等の他人への迷惑行為 

・法令若しくは公序良俗に違反し、又は第三者若しくは弊社に不利益を与える行為 

・その他、当院が不適切と判断した行為 

 



（注意事項） 

・貴重品はご自身で管理をお願いします。 

・荷物のお預かりはトラブルを避けるためお断りしております。 

・盗難・紛失に関して当施設は一切責任を負いません。 

・インターネットの接続不良、設置機器不具合、トラブル等により利用できない場合でもご返金はできかねます

ので予めご了承下さい。 

・停電や自然災害・不測の事態でのデータの損失については、責任を負いません。 

・勉強会・セミナー・イベント開催の際は、自由空間・茶の間をご利用頂く場合があります。 

・当施設内の撮影は可能です。ただし他の利用者が写ってしまう場合は利用者本人に許可を得て撮影をお願いし

ます。またインターネット上に公開する場合は特に周りへの配慮と注意をお願いします。 

・飲み物・食べ物の持ち込みは自由です。ただしアルコールの持ち込みは、事前に当施設に報告及び承認を取っ

た場合にのみ持ち込み可能です。 

・飲食は周りの方の迷惑にならないよう節度とマナーを守り、指定された場所でお願いします。 

・設置してあるゴミ箱に当施設内で出たゴミ以外を捨てることは厳禁です。 

・ごみの分別にご協力をお願いします。 

・NAISHO の施設内は禁煙です。バルコニーに設置している、喫煙スペースでは喫煙可能です。 

ただし、吸い殻のポイ捨てや灰の不始末が分かり次第、清掃料 10,000 円を頂戴いたします。 

・感染拡大防止のため、感染の恐れがある健康状態でのご利用はご遠慮ください。 

 

（免責事項） 

ご利用者同士のトラブルについては、一切関知せず、また、一切の責任を負わないものとします。 

当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当施設内で会員に発生した人的・物的損害について一切責任を

負わないものとします 

忘れ物の保管期間は最大 1 ヶ月までとします。 

 

（規約の変更） 

本規約は予告なく変更される場合があります。予めご了承下さい。 

 

平成 30 年７月８日 制定 


