ﬂoor map
10.8m
ワインスタンド

10.8m

展示棚

3.6m

3.6m
幅3m、高さ2.1m
【1コマ3.6x3.6=12.96㎡】
4人でゆったり座れるほどの面積
各コマを引き戸状のパーテーションで区切り使用
【1Fフロア10.8x10.8=116.64㎡】
天井高3.875m
（鴨居下2.1m）
ゆったり座るのであれば、24人程度の面積
【入口(搬入口) 幅3m、高さ2.1m】
【設備、備品】
シナ合板の可動建具（幅1.2m高さ2m ）4枚
テーブル(W0.9×D0.9×H0.3~0.6m※高さ可変)12台
（連結も可能です）
イス40~50脚
スポットライト
（向きなど調整可能）
コンセント
（各コマに2~3口設置）

利用規約
お申し込み方法
ホームページのコンタクトフォームに下記項目を記入、お申込み
・ご希望の使用スペース数（1コマ〜最大7コマ数）
・ご希望の期間と日
（1時間〜最長1か月）
・使用人数
・使用目的
・連絡先
2. & VILLAGEより、お申込み完了（日時決定）通知をご連絡
3. ご使用当日
・ご利用前：お申し込み完了通知と身分証のご提示
・ご利用後：利用料等のお支払い
※ お申し込みいただける方は20歳以上に限らせていただきます。
（受付時に身分証明書を拝見させていただきます。）
20歳以下の方のご利用時は、完了通知書に20歳以上の方のご署名捺印の上、受付時にご提出ください。
※ 事前に申請されたご利用目的と異なる用途でのご使用はできません。
また、お申し込み後のご使用者の変更、および他者に使用権の譲渡はできません。
ご利用時間と利用料
平日：9：00〜21：00
土日祝日：9：00〜22：00
不定休
※貸切ご希望の場合は、お問い合わせください。
※1コマから最大7コマ、
１時間〜最長1カ月ご利用できます。
ご利用時間には準備や後片付けを含めた入室時間から退出時間までのすべての時間を含みます。
ご利用時間が超過した場合は20分単位で延長料金をいただきます。
ご利用時間は準備から後片付けを含めた退出までの時間を考慮の上、お申し込みください。
【1 コマ利用料】
平日 9~17 時： 一般 1200 円／1 時間 貸切 10000 円／1 時間
金・土曜日 18 時以降、
日曜日・祝日： 一般 1800 円／1 時間 貸切１４000 円／1 時間
※日曜日・祝日 18 時以降： 応相談
【延長料金】
平日 9~17 時：
400円／20 分
金・土曜日 18 時以降、
日曜日・祝日：600 円／20 分
※日曜祝日 18 時以降：
ご利用料金に準ずる
＊1 ご利用に関するお荷物をお預けご希望の場合は、
１m3または５kgまで500円/週間で承ります。
（１m3または５kg以上は応相談）
＊2 売り上げの一部を利用料と合わせてお支払い頂きます。
（売り上げ 〜10０,000円未満 10% , 100,000円以上 20%）
＊3 貸切ご利用時は、
ゴミ処理料金を頂きます。
（500円/45L 1袋）
【割引】
1か月4コマ以上ご利用： 10％割引
1 か月 8 コマ以上ご利用： 20%割引
1 か月 12 コマ以上ご利用： 30%割引
※ 貸切ご利用時は対象外です。
【キャンセル料】
当日：ご利用料金の100%

インターネット環境
無料wiﬁあり： 詳しくはスタッフにお問い合わせ下さい。
貸し出し備品
詳しくはスタッフにお問い合わせ下さい。
& VILLAGE飲食（パン、
ワイン）
について
常設ワインスタンドをご利用時はICチップカードにチャージが必要です。
チャージの際はスタッフにお声がけください。
曜日によりケータリングにてパンの販売を行っています。
日時詳細はスタッフにお問い合わせください。
告知、企画のサポート
当施設では企画のサポート、企画に関わるフライヤーなどのデザイン制作、facebookなどのSNSでの告知
サポートを 行っております。
また、パーティや二次会でのご利用時にケータリングなどと提携したプランニングサポートも行っておりま
す。当施設を利用した企画をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
禁止行為
・政治活動及び宗教活動
・当施設及び当社または他の利用者に不利益もしくは損害を与える行為、
またはその恐れのある行為 ・公
序良俗に反する行為や、法令に違反する行為
・悪臭などを発生させる、大音量など周辺環境や他者に迷惑を及ぼす行為
・発火物・爆発物・危険物の持込（ただしアロマキャンドルやお香などのご利用は事前に申請いただき、場
合によっては許可いたします。）。
・飲酒運転、未成年の飲酒など法律で禁止されている行為。
・当建物、当施設、対象スぺース等の住所並びに名称を用いて、商業・法人等の登記をすること、事業に関
する許認可 等を受けること。
また、当建物、
当施設、対象スぺース等の住所並びに名称を役所への届出等、
公的な連絡先に定め たり届け出たりすること。当建物、当施設、対象スぺース等の住所並びに名称を用い
て、名刺を含むすべての印刷物 に記載、掲載することや郵便物の宛先とすること、並びにホームページ等
の電子媒体への掲示、掲載すること。
ご利用に関して
1.荷物の搬入出時を除き、当施設前や周辺道路への駐車はご遠慮ください。当施設専用の駐車場をご利
用ください。
2.当建物及び敷地内はすべて禁煙となっております。
3.ご利用スペースは建物１階のみになります。
２階スペースへの立ち入りはご遠慮ください。
4.お荷物の運搬・搬入出、及びお預かりは、お申し込みまたは受付時にご相談ください。また、当日のご利
用状況によりお預かりできない場合もございますので、お早めにご相談ください。
（保管期間中の盗難・破
損及び汚損につきましては、当施設は一切関知しません。）
5.飲食物のお持ち込みは可能です。
6.ご利用後は清掃・原状回復をお願いいたします。当施設ご利用中に出たゴミはお持ち帰りいただきます
ようお願いします。パーティご利用時のみ45L１袋につき500円のゴミ処理料金を頂き、& VILLAGEにて引
き取ります。
7.ご利用状況（破損・汚損、騒ぐ等の迷惑行為など）
によっては、次回からのご利用をお断りさせていただく
場合がございます。
8.ご利用者（主催者、参加者）
が当施設の建物、設備、備品等を破損或いは紛失された場合、損害賠償の請
求をさせていただきます。
または、当規約記載の禁止事項に反したことにより弊社が被った損害相当額の
賠償請求をすることがあります。また室内の原状回復の状態が悪く、汚損、破損、汚臭などが酷い場合も同
様とさせていただきます。
9.ご利用者は当施設内において、
自己及び自己の所有物を自らの責任において管理するものとし、弊社は
当施設内では発生した盗難、紛失、障害その他の事故について、弊社に重大な過失がある場合を除き、一
切の賠償責任を追わないものとします。
平成29年2月25日 規定
この規約は、予告なく変更する場合があります。

Usage Policy
How to apply
1. Enter your preferences for the following items in the "Contact form" on the website
・Usage volume (Up to 7 Spaces)
・Usage duration and date/time (Up to one month)
・Number of people
・Usage purpose
・Contact information
2. &Village will send a conﬁrmation of your completed application
3. On the usage day
・Before usage: Show the notiﬁcation you received from &Village and your personal identiﬁcation
・After usage: Pay the service fee
※ Applicants must be over 20 years old. (Personal identiﬁcation must be shown)
For guests under 20 years old, a person who is over 20 years old must sign the notiﬁcation and submit it to
the reception.
※ Space cannot be used for any purposes diﬀerent from the purpose of usage written on the application.
In addition, after submitting the application, you cannot change the person of usage and cannot transfer
the right of usage to another person.
Usage hours and Usage fee
Weekday: 9AM-9PM
Weekend: 9AM-10PM
Irregular Holiday
※ Please contact us if you would like to charter the other spaces
※ You can use up to 7 spaces, and from 1 hour up to one month
Usage hours are from entrance time to departure time which includes preparation and cleaning
If usage hours are extended, an extended usage fee is required for every 20 minutes
【Usage fee for one space】
Weekday 9AM-5PM:
Regular 1,200 yen/h Charter 10,000 yen/h
Friday•Saturday after 6PM and Sunday•Holiday: Regular 1,800 yen/h Charter 14,000yen/h
※Sunday•National Holiday after 6PM:
Please contact us
【Extended usage fee】
Weekday 9AM-5PM:
400 yen/ 20 min
Friday•Saturday after 6PM and Sunday•National Holiday: 600 yen/ 20 min
※Sunday•National Holiday after 6PM:
Depends on the usage fee
*1. If you would like to leave items related to the usage, before or after, it costs 500 yen/week each 1m
or 5 kg. (For items more than 1m or 5 kg, please contact us)
*2. In addition to the usage fee, a portion of the proceeds will be charged (under 100,000 yen: 10% of
proceeds, over 100,000yen: 20% of proceeds)
【Discount】
・More than 4 spaces in one month: 10% discount
・More than 8 spaces in one month: 20% discount
・More than 12 spaces in one month: 30% discount
※Discount does not apply for charter usage
【Cancellation fee】
Day of usage: 100% of the fee
Internet Coverage
Free Wi-Fi available: For details, please contact a member of our staﬀ.
Items Available for Rent
For details, please contact a member of our staﬀ.

&Village Food and Drinks (Bread, Wine)
You must charge your IC chip card when using the available wine stand.
Please ask a staﬀ member for charging.
Breads are available for sale from catering, depending on the day.
Please ask a staﬀ member concerning the details of days and times.
Support for Notiﬁcations and Projects
This facility provides support for projects: designing for ﬂiers and such related to projects and notiﬁcations
on SNS such as Facebook.
In addition, we also provide planning support related to catering and such when used for parties and
after-parties. Please feel free to contact us concerning projects that use this facility.
Prohibited Activities
・Political and religious activities
・Activities that are disadvantageous or may damage the facility, our company, or other users, as well as
activities that may indirectly cause such disadvantages or damages.
・Activities that go against public order and morals, as well as activities that violate laws and ordinances.
・Activities that cause disturbances to the surrounding environment or others, such as emitting bad smells
or loud noises.
・Bringing in ﬂammable items, explosives, or other dangerous items (However, permission may be granted
in
some cases for the use of aroma candles, incense, etc. if applied for in advance.)
・Activities prohibited by law, such as drunk driving and serving alcohol to minors.
・Using the address and / or name of this building, facility, relative spaces, etc. to register as a business,
corporation or such, that require a permit related to the project. In addition, using the address and / or
name of this building, facility, relative spaces, etc. for registering with public oﬃces, or as an oﬃcial point
of contact. Using the address and / or name of this building, facility, relative spaces, etc. on any printed
materials including business cards, as an address listed for mail addresses, as well as listings on
electronic media such as web pages.
On Usage
Please refrain from parking in front of the facility or on surrounding roads except when loading or
unloading. Please use the facilityʼ s parking lot.
The building and grounds are non-smoking.
Spaces for use are only on the ﬁrst ﬂoor. Second ﬂoor spaces are oﬀ limits.
Please contact us when applying or registering for transporting items, carrying items in or out, or storing
items. In addition, we may not be able to hold items for you on the day of use depending on conditions that
day, so please contact us as soon as possible. (Our facility will not be responsible for theft, damage or
defacement to items while they are being stored.)
You may bring in food and drinks.
Please clean and return the space to its original conditions after usage. Please take away any garbage that
comes about while using this facility. Only in the case of parties can you purchase a 45L garbage bag (\500
each) which &Village will take care of.
You may not be able to use the facilities again depending on how you use them (damages / defacement,
troublesome activities such as loud noises, etc.).
If the user (organizer, participant) damages the building, or loses equipment, ﬁxtures, etc., we will request
compensation for damages. In addition, we may request compensation for damages incurred by us due to
contravening the prohibited items stated in this agreement. Furthermore, the same will be applied if the
condition to the original condition of the room after restoration is bad, or it has been damaged, broken, has
a foul odor, etc.
Users shall take responsibility to manage their own property while in the facility. Our company shall not be
liable at all for theft, loss, damage or other incidents except in cases of serious negligence by our company.
Provisions as of 25 February 2017
These regulations may change at any time without prior notiﬁcation.

