
（2016.04.10改訂）

※以下の利用規約をご確認の上、お申し込みください。

　お申し込み頂いた時点で、利用規約に同意したものとさせていただきます。

※施設利用者はスペースの利用に関する事項において、スペース管理者の指示に従ってください。

※複数の方でご利用の場合、ご予約者の方は利用規約のご周知をお願いいたします。

※下記「4.注意事項」内、「1)制限事項」に関わるご利用につきましては、事前にご相談をお願いいたします。

1.　利用規定

■ご利用いただける日時

土曜・日曜・祝祭日を含む毎日（お盆・年末年始など休館日を除く）、

5月〜10月は10:00〜23:00まで、11月〜4月は10:00〜22:00まで、1時間単位でご利用いただけます。

なお、施設整備及び点検等のため臨時に休館することがありますので予めご了承ください。

■ご利用いただける場所

①サロンA

・サロンA

  収容人数：約20名〜25名

・キッチン

　収容人数：約5〜8名　

②サロンB

・サロンB

  収容人数：約20名〜25名

  広さ：約4m×9m（約22畳）

・2階吹抜席

  収容人数：約5〜10名　

×2ヶ所　

■ご利用料金

夏期料金 10:00〜18:00 18:00〜23:00 10:00〜23:00

（5月〜10月） 1時間 3時間 8時間 1時間 終日

暖房使用(1室) ¥220 ¥220

冬期料金 10:00〜18:00 18:00〜22:00 10:00〜22:00

（11月〜4月） 1時間 3時間 8時間 1時間 終日

※冬期料金には暖房費が含まれています。

※1週間ご利用の場合、期間中貸切となりますが、18:00以降ご利用の際は通常時間料金で加算されます。

¥2,900

10:00〜18:00

１週間

¥97,200

¥1,300 ¥1,500

¥2,500¥2,200

¥1,500 ¥1,700

  広さ：約4.5m×9m（約24畳）

  広さ：約1.8m×3.5m（約4畳）

¥48,600

¥75,600

¥59,400

1室1時間 \220

　広さ：約4.5m×5m（約12畳）

¥3,200

¥2,600

より・どこ オノベカ レンタルスペース利用規約

サロンA+B

サロンA+B

10:00〜18:00

１週間

サロンA

サロンA

サロンB

サロンB

¥9,300

¥6,700 ¥14,300

¥14,000

¥21,100

¥5,400

¥7,600

¥10,800

¥13,000

¥18,400

¥3,900



2.　ご利用いただける備品(無料・有料)
※場合により利用できないこともございます。備品をご利用希望の方は事前にご連絡下さいますよう

お願いいたします。

■備品・機材（無料）：

・会議用椅子（パイプ）：18 ・延長コード(ドラムリールなど)：3

・会議用テーブル：4 ・カフェテーブル（65センチ角）：9 ・カフェ椅子（布ばり背もたれ付）： 2

・三脚(カメラ用)：1 ・カフェ椅子（布ばり背もたれ無）：12

・カウンター椅子：6

■備品・機材（有料）：

※備品・機材の外部への持ち出しは禁止しております。

※備品・機材はご使用時間に関わらず、サロンのレンタル時間と同時間で計算させていただきます。

セット
音響セット（マイク無） 動物用消毒セット

\320/1h \3,000/1日

品名 品名 メーカー／品番 品名 メーカー／品番 品名 メーカー／品番 品名

BEHRINGER Epson 日立工機

XENYX X1222USB EB-W8 2500lm FWH 14DSL

BEHRINGER 新興製作所

B208D svv-130
スピーカースタンド K&M E-Value

2本 21450B EWC-165AN

マキタ

M244

マイク SHURE ブラック＆デッカー

4本 SM58 KS900G-JP

マイクスタンド リョービ

4本 G-110P

※サロン＋電動工具セットご利用のお客様は、無料で工具室をご利用いただけます。

単品 その他

品名 メーカー／品番 料金 品名 料金 品名 料金

Epson ホワイトボード

EB-W8 2500lm (1台) コピー

スクリーン 約180cm×100cm ピアノ （A3/A4) カラー(A3)¥80／1枚

80インチ (アップライト) カラー(A4)¥50／1枚

タタミ1枚 ラミネート加工

(10枚有り) （A3/A4)

■オプションサービス（有料）：

・宴会用オードブル

　松コース（30人前）35,000円

　竹コース（20人前）25,000円

　梅コース（10人前）15,000円

・イベントや催しでのドリンク販売

　ソフトドリンク：\300

　アルコール　　：\500

※オプションサービスご利用の方は、

　１週間前までにご連絡ください。

※詳しくは当施設スタッフにお問い合わせください。

¥220／1h
再生メディア：DVD,DVD-R/RW,CD,CD-
R/RW,SD/MMC,USBフラッシュメモリ

ジグソー

グラインダー

DVDプレー
ヤー(再生メ
ディア：
DVD,DVD-

R/RW,CD,CD-
R/RW,SD/MMC,
USBフラッ

シュメモリ）

プロジェクター ¥320／1h

¥220／1h

・カラージョイントマット（60センチ角）：12

¥110／1h

¥220／1日

¥1,080／1日

¥220／1日

インパクトドライバー

手足用消毒液

振動ドリル

丸鋸

スピーカー

CDプレーヤー

プロジェクター

・カフェ椅子(プラスチック製背もたれ付)：10

スライド丸鋸

消毒空間用
超音波加湿器

音響セット（マイク有）

\540/1h

電動工具セット：¥1,080/1日

※工具室\540/1h

プロジェクターセット

¥540/1h

空間用消毒液
(次亜塩素水)

CDMDプレーヤー

CDプレーヤー

ミキサー

1枚／¥50

白黒　¥10／1枚

DVDプレーヤー

スクリーン
80インチ

(約180cm×
100cm)

スピーカー

スピーカー
スタンド



3.　お申込みについて

■お申込み方法

・ご利用日の一週間前（休館日・土・日・祝日を除く）までにお電話（9:00〜16:00）または

　ファックス・メール（24時間）にてお申込みください。翌営業日以内に折り返しご連絡いたします。

・お申込みの際は、「利用時間、利用スペース、使用用途、必要な備品、お名前、ご連絡先」をお伝えください。

※休館日はホームページ等でご確認ください。

※下見や打合せ等でご来館される方も、事前にお電話にて日時をご確認ください。スタッフが不在の場合がございます。

※マイクやスピーカーを使用する催し、物品の販売・搬入、飲食物の販売等につきましては、

　必ず当施設と事前に打ち合せを行った上でお申込みください。

※犬や猫の譲渡会等、動物を扱う催し等につきましては、必ず当施設と事前に打ち合わせを

　行った上でお申し込みください。

【お申込み・お問い合わせ】

一般社団法人AISプランニング

FAX　011-596-6727　　　E-mail　onobeka@ais-p.jp　

■お支払方法

・ご利用される当日に、片づけ・原状復帰の終了後に、現金でお支払いください。

・数日間連続してご利用の場合は、ご利用最終日にお支払いください。

■キャンセルについて

・キャンセル又は日時を変更される場合は、ご利用日3日前（休館日・土・日・祝日を除く）16:00までに

　ご連絡ください。

（それ以降のキャンセル・変更につきましては、キャンセル料としてご利用料金の下記％をお支払いいただきます。）

　前々日：25％　　前日：50％　　当日：100％

4.　注意事項
　以下の注意事項に関して、ご利用内容、形態等がお申し込み時と異なった場合、

　当日でもご利用をお断りする場合がございます。

1)制限事項

下記の行為は禁止いたします。

1. 危険物の持込み 4. 法令で禁じられている行為

2. 悪臭を発するものの持込み 5. 当施設の運営上不適切と思われる利用・行為

3. 近隣住民・館内利用者の迷惑となる行為 6. 施設に損害を与える行為 

※建物・器物を破損した際には、弁償費用として別途料金をいただきます。

※お手洗い等の公共設備を著しく汚した際には、清掃費用として別途¥6,000をいただきます。

2)音を伴うご利用について

・当施設の立地上特に、近隣への音漏れが発生するご利用に関しましてはお断りする場合がございます。

（すぐ隣に近隣の方が生活しておりますので、ご理解・ご配慮をお願いします。）

3)動物を扱う際のご利用について

・犬や猫の譲渡会等、動物を扱う催し等に関して、感染症予防のための消毒(入退室時の手の消毒、ご利用後の室内の

　消毒)にご協力いただけないご利用に関しましては、お断りする場合がございます。

・感染症予防のための消毒が困難である場合は、予め当施設スタッフにご相談ください。

　別途￥3,000にて動物用消毒セットを貸借いたします。(詳しくは「2.ご利用いただける備品」をご確認ください。)

・また、動物を扱う催しでない場合でも、動物(ペット)と共にお客様や参加者様が来場する場合、対象事項と

　なりますので、予めご承知の上ご利用ください。

TEL　011-596-6726(休館日を除く、9：00～16：00)　



4)ご利用時間について

・機材・荷物等の搬入、準備や後片付け、退出はご利用時間内にお願いいたします。

※注意！

　！ご予約時間より早く到着された場合でも、ご予約時間までは入室できません。

　！ご利用後はすみやかに退出してください。

　！ご予約時間より早く終了した場合の返金はございません。

　！ご予約時間の延長を希望される場合、お早めにスタッフへお知らせください。

　　また、当日の予約状況・館内状況によっては、ご希望に添えない場合がございます。

　！準備・後片付け・催事等によりご利用時間が15分延長した場合は、1時間の使用料をいただきます。

5)ごみの処理、清掃について

・ごみは各利用者側でお持ち帰りください。また、ご利用の際にはごみ袋をご持参ください。

　ごみの持ち帰りが困難である場合は、予め当施設スタッフにご相談ください。

　別途¥3,500にてゴミ処理を承ります。(※産業廃棄物を除く一般ごみのみ)

・ご利用後は清掃、原状回復をお願いいたします。

　その後、お客様と当施設スタッフにてご利用場所の相互確認(点検)をさせていただきます。

　清掃、原状回復が困難である場合は、予め当施設スタッフにご相談ください。

　別途¥6,000にて清掃を承ります。

6)駐車場

・当施設には駐車場がございません。近隣の有料駐車場をご利用されるか、公共交通機関をご利用ください。

（違法駐車等のトラブルに関しましては、当施設では一切の責任を負いかねます。）

7)その他

・展示会など長期間に渡るご利用の場合、展示品につきましては主催者の責任で管理してください。

・貴重品等お持ちものは各自で管理願います。万一盗難などの事故が発生した場合、当施設では一切の責任を

　負いかねます。

・ご利用者間で起こったトラブル等に関しましては、当事者間でご解決ください。

・トイレ・廊下・階段等、共用スペースでほかのお客様のご迷惑になる行為はご遠慮ください。

・ご利用時間中スタッフが入室・お声掛けをする場合がございます。予めご了承ください。

・管理上ドアの窓を塞いでのご利用はご遠慮ください。

（上映会など明かりを遮断する必要がある場合、事前にご相談ください。）

【運営・管理】

一般社団法人AISプランニング

〒064-0811 札幌市中央区南11条西7丁目3-18　コミュニティスペース　より・どこ オノベカ内

　　　　　FAX: 011-596-6727

E-mail: onobeka@ais-p.jp 　　　　　HP: http://ais-p.jp/onobeka/　

TEL: 011-596-6726(休館日を除く平日9：00～18：00)



（2016.04.10改訂）





※下見や打合せ等でご来館される方も、事前にお電話にて日時をご確認ください。スタッフが不在の場合がございます。


