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利用規約  
 

本規約は、合同会社テイク・イット・イージー（以下「弊社」という）が運営

するレンタルサロンの利用に関して、利用者が遵守すべき事項を定めたもので

す。利用者は、レンタルサロンの利用に関し、本規約を遵守するものとします。

また、本規約の内容を十分に確認のうえ利用するものとします。 
弊社は、利用者がレンタルサロンを利用した場合、当該利用者が本規約に同意

したものと見なします。 
 
第１条（会員登録） 
1. レンタルサロンのご利用には、会員登録が必須です。ご利用目的を確認させ
て頂き、弊社が問題ないと判断した場合に限り、会員登録ができます。 

2. 会員登録には、弊社の定める登録費の支払い、氏名、現住所、連絡先等を会
員登録フォームから送信することが必須です。 

3. ご登録後に、氏名、現住所、連絡先等が変更になった場合は、必ずお知らせ
ください。 

4. 支払われた登録費は理由の如何を問わず返還しません。 
5. ご登録後は永久会員です。更新料は一切ありません。 
6. 会員には、会員番号と会員証を発行いたします。ご利用の際に会員証の提示
は必要ありませんが、会員番号が記されていますので、大切に保管ください。 

7. 会員番号は、予約フォームを利用の際に必要です。また、Webカレンダーに
予約日時と合わせて記されます。 

8. 会員は、弊社がメールでお届けする「会員通信」の受け取りが必須です。当
店からのお知らせ、会員向けイベント等のご案内をいたします。 

 
第２条（会員退会） 
1. 弊社は、会員が法令や本規約等に違反する行為があったと判断した場合に、

当該会員に対して、レンタルサロンの利用停止、登録取消が出来るものと

致します。これにより当該会員に何らかの損害が生じたとしても、弊社は

一切責任を負わないものとします。また、登録費の返還も致しません。 
2. 会員の都合による退会は、ご希望によりいつでも行えるものとします。退

会後の再登録には、再度所定の手続きが必要です。 
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第３条（会員の特典） 
1. 会員通信では、会員のセッション・ワークショップの告知、モニター募集

などの投稿もご相談に応じます。 
2. 玄関ホールに、名刺・フライヤーなどを設置できるスペースがございます。

宜しければご利用ください。 
	 	 詳しくはお気軽にお問い合わせください。 
 
第４条（営業時間） 
1. レンタルサロンの営業時間は、9:00〜23:00です。その他の時間帯はご相談

ください。 
2. お電話の受付時間は、平日 10:00〜20:00です。当日のご予約に関すること

など、緊急の場合は受付時間外もおかけください。 
3. 毎月第２・４水曜日は定休日とさせていただきます。また、年末年始は休

業いたします。その他、都合により臨時休業する場合があります。 
4. 休業のお知らせは、ご予約カレンダー、会員通信などで告知します。 
 
第５条（支払方法） 
1. お支払い方法は、現金、又はお振り込み（みずほ銀行）のみです。クレジ

ットカードはお取り扱いがございません。当店の口座番号は必要な際にお

知らせをします。 
 
第６条（利用料） 
1. レンタルサロンの利用料（有料備品貸出料含む）は、Web サイトで表記さ

れている通りです。 
2. 利用料は、弊社の都合により予告なく改定できるものとします。 
3. セッション区分の支払いは、当日の利用後に現金にて行うものとします。 
4. ワークショップ区分の支払いは、予約より 5 営業日以内に全額、又は予約

金（20％）を支払い、残金（80％）がある場合は、利用日の 14日前までに
支払うものとします。 

5. 利用料の支払いに伴う振込手数料は会員の負担とします。 
 
第７条（キャンセル料） 
 
1. レンタルサロンのキャンセル料は、Webサイトを参照ください。 



 3 

2. キャンセル料は、弊社の都合により予告なく改定できるものとします。 
3. キャンセル料の支払いは、発生から 5営業日以内に行うものとします。 
4. 天災、地変または交通機関の欠航等によるキャンセルについてもキャンセ

ル料金が発生します。予めご了承ください。 
5. キャンセル料の支払いに伴う振込手数料は会員の負担とします。 
 
第８条（予約方法） 
1. お部屋の空き状況は、ご予約カレンダーで照会頂けます。予めご確認いた

だき、空いている日時、お部屋をご予約ください。 
2. ご予約は、出来るだけ履歴の残るご予約フォームから行ってください。出

先から取り急ぎの場合は、お電話でも承ります。 
3. メールフォームからご予約の場合、自動返信メールの後に、ご予約確定メ

ールをお送りいたします。このメールを持って、正式なご予約とさせて頂

きます。24時間以内に返信がない場合は、お手数ですがお電話ください。 
 
第９条（予約に関する注意事項） 
1. セッション区分は 5ヶ月先まで、ワークショップ区分は 10ヶ月先までご予

約可能です。 
2. 予約には、ご準備・後片付け等の時間も含んでください。 
3. 予約の開始時間、及び終了時間は、00,15,30,45分のいずれかに合わせてく

ださい。 
4. 変更・キャンセルが発生した場合は、速やかにご連絡ください。 
5. ご予約は希望日時の前日 20時までにご連絡ください。それ以降のご予約に

は対応できない場合もあります。可能な場合は承りますので、お問い合わ

せください。 
6. 他のご予約となるべく 30 分空けてください。やむを得ない場合でも 15 

分は空けてください。 
7. セッション区分のお部屋の予約は、お客様が確定した後に行ってください。

未確定のご予約には、時期に関わらず 100％のキャンセル料を申し受けま
す。 
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第１０条（時間に関する注意事項） 
1. 当店は時間貸しのレンタルサロンです。ご予約時間以外の滞在は出来かね

ます。 
2. 当店には待合室がありません。必ずご予約時間を待ってご来店ください。 
3. ご来店は予約時間の５分前から可能です。会員のみでなく、お客様につい

ても同様です。時間前はご来店されないようご通知ください。 
4. ５分前より早くご来店された場合は、予告なくその時間より利用料が発生

します。 
5. ご予約時間の変更は、お早めにご連絡ください。空き状況によって対応が

可能です。 
6. 後ろに他の予約がない場合は、当日の延長も可能です。必ず確認した後に

ご利用ください。 
7. 電車の遅延などにより、やむを得ず 15 分以上遅れる場合はご連絡くださ

い。携帯電話からの短文メールでも結構です。 
 
第１１条（香りの使用に関する注意事項） 
1. 当店では、アロマオイル、アロマポット、アロマランプディフューザー、

エッセンシャルオイルなどの使用を認めております。これは、香りも癒し

や気づきを促進する上で、重要な要素と捉えているためです。適切な範囲

内でご利用ください。場合によってはお断りする場合もありますので予め

ご了承ください。セッション後は窓をすべて開けて換気にご協力ください。 
2. 空き時間に換気を行いますが、匂いに極度に敏感な方はご利用をお控えく

ださい。 
 
第１２条（備品の使用に関する注意事項） 
1. 各部屋にブランケット１枚、中敷きパット１枚を常備しています。こちら

は無料でお貸し出ししておりますが、オイル等が付かないようにご使用く

ださい。 
2. 有料備品はなるべく事前にご予約ください。当日でもご用意可能ですが、

数量によっては数が不足する場合があります。 
3. マッサージベッドはシーツや大判タオル等を掛けてご利用ください。ヘッ

ドレスト、ボルスター等も、タオル、シーツなどを掛けてご利用ください。 
4. 室内の備品を動かした場合は、お帰りの際に元の位置に戻してください。 
5. 会員及び会員のお客様による当店の備品、室内、商品等の破損・損傷・汚
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損等については、会員の責任において現状復帰に必要な実費を全額ご負担

頂きます。 
 
第１３条（地図画像等について） 
1. お客様に当店までの行き方をご案内される場合は、当店Webサイトの「ア

クセス」ページをお知らせいただけます。 
2. 会員には地図画像、案内文章の転載を認めておりますので、ご自身のウェ

ブサイト、ブログなどに掲載して、そちらのページをご案内頂いても結構

です。又は、添付ファイルとして送付ください。 
3. 会員のWebサイトなどの各種媒体に当店を記載する場合は「レンタルサロ

ン」であることを明記ください。 
4. 会員宛ての郵便物が当店に届かないようご配慮ください。 
5. 当店のWebサイトへのリンクはご自由に行ってください。 
6. アクセス案内を転載される場合は、地図画像だけではなく、案内文章もお

知らせください。片方のみですと迷う原因となります。 
7. 会員に限り、会員のWebサイトなどに、当店のお部屋の内観写真を自由に

掲載することを認めます。ただし、情報誌、外部のポータルサイトなどに

掲載されたい場合は、事前にご相談ください。 
 
第１４条（注意事項） 
1. お忘れ物には十分ご注意ください。会員は退出の際に室内をご確認下さい。 
2. お部屋のご利用には、送り迎えや休憩を除いて、会員の駐在が必須です。

会員不在でのご利用は出来かねます。 
3. 入り口のドアは必ず閉めてご利用ください。 
4. 建物内はすべて禁煙です。 
5. お客様への当日連絡先は、当店ではなく、会員の携帯番号などをお知らせ

ください。道順の説明が必要な場合、スタッフが替わることも出来ます。 
6. １階のご利用はワークショップ区分のご予約を優先としております。また、

その他の諸事情により部屋の変更をお願いする場合があります。 
7. セッションやワークショップの内容に付随する物販は行って頂けます。但

し、商品によっては販売をお断りする場合もあります。 
8. 当店での宗教、政治又はそれに類似する組織などへの勧誘はお断りいたし

ます。 
9. タイヤ付キャリーケースなどを室内に持ち込む場合、タイヤをよく拭くか、
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敷物の上に置き、床・カーペットが汚れないようご配慮ください。 
 
第１５条（禁止事項） 
1. 他のお部屋やご近所に迷惑となる大声・大きな音を出す行為。（※ヒーリン

グに必要な音叉・チベッタンベル・柏手などは、適切な範囲内でご利用頂

けます）（※ドアの開閉も静かに行ってください） 
2. 玄関、階段、廊下などの共有スペースでは、静かにお過ごしください。ま

た、建物内は走らないでください。 
3. ２、３階において、下の部屋に響く運動や床を打ちつける行為。 
4. ご近所の迷惑となりますので、お店の前では必要以上には留まらず、速や

かに移動してください。 
5. 公序良俗に反する、法令に違反する、 犯罪行為及び犯罪行為に結びつく行

為。 
6. 弊社、他の会員、利用客、近隣住人等に対して迷惑をかける、誹謗・中傷

する、名誉・信用を傷つける等の行為。 
7. その他、弊社が不適当と判断する行為。 
 
第１６条（ご入室時について） 
1. 会員のご入室時は、玄関の呼び鈴を押してお名前をお告げください。応答

がありましたら、ご利用階のお部屋までお進みください。通常２階の事務

所にスタッフがおりますので、何かあればお声をかけてください。 
2. 会員のお客様のご入室時も同様に、玄関ドアの呼び鈴を押して頂いてくだ

さい。 
3. スタッフが事務所を離れている場合、呼び鈴に対応出来ないこともありま

す。しばらく経って応答が無い場合は、ご入室ください。 
 
第１７条（ご退室時について） 
1. 照明・エアコンなどの電気類はすべて切ってください。ただし、岩塩ラン

プのみは常時点灯しておりますので、消さないでください。（※次の方のた

めにエアコン等つけたままでお願いする場合もございます） 
2. ご使用になった備品類は、すべて元の位置に戻してください。 
3. ご使用になった茶器、フットバス等は、洗ってご返却ください。 
4. お忘れ物がないか確認ください。 
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第１８条（キッチンのご利用について） 
1. １階をご利用の方は１階キッチン、２，３階をご利用の方は２階キッチン

をご利用頂けます。 
2. コップ、ティーポット、お盆、コースターを常備しておりますので、ご自

由にお使いください。 
3. ティーパック・お茶の葉などは基本的にご持参ください。お忘れの場合は、

当店有料をお使いください。 
4. お水・お湯は、ウォーターサーバーをご用意しておりますので、そちらは

ご利用ください。富士山麓の美味しい地下水です。 
 
第１９条（フットバス・ユニットバススペースのご利用について） 
1. フットバスは、２階洗面所に３個常備しています。会員はご自由にお使い

頂けます。 
2. 給湯は 2 階の洗面台かユニットバスで行えます。排水はユニットバスで行

ってください。使用後は、ユニットバスに常備しているスポンジと洗剤で

洗い、ユニットバス内にひっくり返して置いて、返却ください。 
3. ユニットバスはフットバスの給湯・洗浄する場合のみご使用頂けます。共

有スペースですので、シャワーを浴びることにはお使い頂けません。 
 
第２０条（ゴミについて） 
燃えるゴミ・ビニールゴミは、当店のゴミ箱にお捨てください。ペットボトル、

空き缶、空き瓶、その他特殊ゴミはお持ち帰りください。持ち帰りが困難な場

合はご相談ください。 
 
第２１条（駐車場について） 
当店には駐車場がございません。近隣にコインパーキングが多数ございますの

で、そちらをご利用ください。 
 
第２２条（個人情報の取り扱い） 
1. お客様の個人情報は、お客様に対し当店のサービスおよび関連情報をご提

供する目的以外には使用しません。 
2. お客の承諾を得た場合以外に第三者に提供、開示など一切いたしません。

ただし、法令等により開示が求められた場合はその限りではありません。 
3. お様よりご提供いただいた個人情報は、適切かつ安全に管理いたします。 
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第２３条（免責事項） 
1. ご利用中の出来事は全て自己責任で行ってください。当店をご利用された

ことに起因するあらゆる損害（直接・間接を問いません）、お客様とのトラ

ブル等に対して、弊社はいかなる責任も負いません。 
2. 貴重品や荷物の紛失・盗難が起こっても、弊社はいかなる責任も負いませ

ん。必ず自己管理をしてください。 
3. 忘れ物は一定期間保管しますが、いかなる補償も致しかねます。お申し出

がない場合は処分できるものとします。 
4. 当店は、天災、人災、停電、設備の故障、その他のやむを得ない諸事情に

より、レンタルサロン、及び付随サービスの提供を停止する場合がありま

す。これにより当該会員に何らかの損害が生じたとしても、弊社は一切責

任を負わないものとします。ご予約中のお部屋でも利用が出来なくなる場

合があります。その場合、利用料の前受金は返金いたしますが、宣伝費用、

その他の諸経費、見込み収益等の補償は一切負いかねます。予めご了承頂

けない方はサービスの提供を致しかねます。 
5. 近隣からの工事音、騒音、振動、その他の妨げに対して、弊社はいかなる

責任も負いません。 
 
第２４条（本規約等の変更） 
1. 弊社は、利用者に対する事前の通知なく本規約等を改定できるものとし、

本規約等改定後は、改定後の本規約等を適用するものとします。なお、利

用者がレンタルサロンを利用した場合、改定後の本規約等に同意したもの

とします。 
2. 弊社は、その判断により利用者に事前に通知・連絡することなく、レンタ

ルサロンサービスの全部または一部を変更・廃止することができるものと

します。 
 
■附則 
この利用規約は 2014年 5月 25日に更新し実施されています。 
合同会社テイク・イット・イージー 
東京都新宿区原町 2 丁目 70 番地 
Tel 03-3202-7889	 e-mail washino@takeit-easy.net 
http://www.rental-salon.com/ 


