
　　　　　　　　　フリースペース Sole.定期使用申込書　　 年 月 日

【送信先】　FAX :　048-931-3498 

フリースペース Sole.宛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メール : sole.soka1123@gmail.com

●団体名                                                             

●代表者名

●住所

●電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●メールアドレス　　

●催物の名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

●使用の概要      イベント　 　講習会　 　その他　 　　

＊必要項目に☑又は、数字の入力をお願いします。

●ご利用月　　　 年 月分 曜日　　 日　 日　 日　 日　 日　

●入場料、その他徴収　　有　 　無　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●来室予定人数　 人

●ご利用時間　・平日          9 時 30 分～13 時 30 分（2000 円）　  　 14 時～17 時（2000 円）　 　　

　　　　　　　　　　　　             17 時 30 分～21 時（2500 円）       　  　  　　　　　 
　　　　　　　　　　　

                                      ・土、日、祝日 9 時 30 分～13 時 30 分 (2500 円)　 　 14 時～17 時 (2500 円)　 　

                                       　17 時 30 分～21 時 (3000 円)          　　　　　　　

●設備のご利用　＊ピアノ    9 時 30 分～13 時 30 分（1500 円）　  　　14 時～17 時（1000 円）　  

                                   　　17 時 30 分～21 時（1500 円）        　   　        

　　

   ＊駐車場    9 時 30 分～13 時 30 分（1 台 400 円）　 台　　　　　　14 時～17 時 （1 台 300 円）　 台

　

　　　　　　　　  17 時 30 分～21 時　　　（1 台 400 円）  台　  　　　

　 ＊エアコン・空気清浄機（300 円） 　＊キッチン（1000 円～）　＊ＰＡ機材一式　（1000 円）　

  

  ＊プロジェクター一式　（1000 円）

    ＊その他　 　　　　　★合計　 円

・その他備品をご利用の方は下記の表を参照して、ご記入ください。

（注）＊印使用料は、午前・午後・夜間におけるそれぞれの使用料を 1 回として計算します。

備考　

【お問合せ】月曜日～土曜日　9:00～18:00 

Tel : 090-8777-3454(和井田)　Fax : 048-931-3498    メール : sole.soka1123@gmail.com 



＊その他備品

ホームページ上でのチラシ告知　　500 円 ホワイトボード　　　　           100 円

掲示板でのチラシ告知　　　　　　　 500 円 フロアマット（３畳・６畳）        300・500 円

白長テーブル　　　　　                  300 円 ミシン　　　　　                     500 円

その他のテーブル　　                  100 円 調理機器　　　                    200 円～

＊電源機器を持ち込み使用する場合は、お申し出ください。

【使用申し込み】使用日の 3 ヶ月前から予約開始 

＊演奏会など集客を見込む場合は使用日の 12 ヶ月前から予約開始 

♢お申込み方法 

①利用日の空き状況をメール又は電話にてお問合せください。

　メールの場合は電話番号を記載してください。 

②予約の確認が取れましたら、申込書を送信してください。

③使用料は、申込み日を含め 5 日以内にお振込みください。 

♢振込み先 

ゆうちょ銀行　記号 10380　番号 66262611 　ワイダ ミツコ 

＊ゆうちょ銀行以外からのお申込みをする場合

銀行名　ゆうちょ銀行　　金融機関コード　9900　店名〇三八（ゼロサンハチ）　預金種目　普通預金　　

店番　038　口座番号　6626261　　ワイダ ミツコ

＊恐れ入りますが銀行手数料はご負担をお願いいたします。

♢使用の変更・キャンセルをする場合 

定められた期日までに変更・キャンセルをして下さい。次の通り使用料を還付します。 

①使用開始日の 60 日前まで　使用料の 75％還付します。（25％のキャンセル料） 

②使用開始日の 30 日前まで　使用料の 50％還付します。（50％のキャンセル料）

③使用開始日 29 日前から　還付はありません。

（注）①利用後は、必ず清掃及び後片付けをお願いいたします。

　　　②控え室など別室をご利用の場合は有料となりますが、玄関スペースは無料でご利用いただけます。

            ご利用の場合は、事前にお知らせください。         　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　③敷地内での怪我や事故につきましては、当方では責任や保証を負えませんので、予めご了承ください。

　　　　 また、施設や備品等の破損、損失については弁償していただきますので、ご利用の際はご注意ください。　　

＊使用規約をご了承のうえ、お申込みください。

2019 年 12 月一部改訂
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