
 

1 

東京の多目的レンタルスペース 

原宿ダンススタジオ レンタル要項 

■ご利用の用途 

バレエ・ヨガ・ピラティス・フラダンス・コンテンポラリー・ジャズダンス・ヒップホップなどのダンス、セミナ

ー・ワークショップ・会議などにご利用頂けます。 

上質リノリウム床と壁全面の鏡が 2 面、照明調光可、オーディオ・スピーカー、冷暖房完備の環境で、集中してクラ

スやレッスンを開講したい方に適したスタジオです。 

※靴底の黒いスニーカーやヒールをご利用頂けません。 

 

■ご利用日・ご利用時間 

月曜日～日曜日 10 時～22 時 

10 時～12 時/12 時～14 時/14 時～16 時/16 時～18 時/18 時～20 時/20 時～22 時 

時間外はご相談ください。 

 

■レンタル料金（令和元年 10 月より適用） 

 

 

 

 

■設備 

○ スタジオ内面積 8.１5ｍ×７.９ｍ 約 64 ㎡ 

○ 床 ＴＭフロアー（リノリウム） 

   松山バレエ団と東リが共同開発した、足にいい上質素材のフロアーです。 

○ 壁全面鏡が２面（正面と右面） 

○ 音楽プレイヤー （CD・USB(ｍｐ３データ)・PC/iPad 対応（AUX コード/Lightning 端子あり）） 

○ ロッカー １２個 

○ Chacott バレエバー ２本 ＋ Tanz 組み立て式バレエバー1 本 

○ スピーカー（BOSE）4 台・大型テレビ 

○ ヨガマット １５枚 

○ 更衣スペース 2 か所 

○ 冷暖房・換気扇 

○ 照明調光可 

 

◆長期定期レンタルについて 

2 ヶ月間以上、同じ曜日の同じ時間帯、 

毎週 1枠２時間以上のご利用 

・基本枠が左記の 2時間単位となっております。 

・３か月前の 1日よりご予約可能です。 

・決まった時間を毎週、確保出来ます。 

 

◆スポット（単発）レンタルについて 

1回のみのスポット（単発）レンタル 

・基本枠が左記の 2時間単位となっております。 

・２か月前の 1日よりご予約可能です。 
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≪ 長期定期レンタルについて ≫ 

■長期定期レンタルのお申込み 

①メール（info.shinstudio@gmail.com）にて、希望曜日と時間をご連絡頂き、スタジオ見学にいらっしゃれる日時

をお伝えください。実際にスタジオをご覧いただき、用途や開始月などお伺いします。 

②見学後、お申込みをされる場合、メールにてご連絡頂き、スタジオからの返信をお待ちください。 

③スタジオからの返信後、1 週間以内に、初回月のレンタル料のお振込みと、契約書類のご提出をして頂きます。資

料の提出は、スタジオにお越し頂くか、ご郵送して頂きます。 

■長期定期レンタルのご契約 

ご契約時に、ご用意いただくもの 

○ 捺印資料（①長期レンタル申し込み用紙・②本ご利用規約 4 ページ目に、署名および捺印したもの）をご提出 

○ 身分を証明出来る物  （パスポート、または免許証）のコピーを一枚（顔写真を含むもの） 

〇 初回月のレンタル使用料 をお振込 

■長期定期レンタル料金のお支払 

レンタル代金のうち初回はご契約時に、次回以降は前月の２５日までに指定の口座にお振込みください。尚、ご予約

をキャンセルされてもお支払い済みの料金は返金致しません。ご契約を解除される場合、レンタル予定月の２か月前

までにお申し出ください。  

例）9 月いっぱいで解約したい。10 月から利用しない。→7 月末日までにご連絡ください。 

 

≪ スポット（単発）レンタルについて ≫ 

■スポット（単発）レンタルのお申し込み 

ホームページのお問い合わせフォーム、もしくは、メール（info.shinstudio@gmail.com）にて、ご希望日と時

間をご連絡頂き、スタジオからのメールに必要事項をご記入の上、ご返信頂きます。スタジオからの確認の返信

および使用料金のお振込みを以てご予約完了となります。 

■スポット（単発）レンタルのお支払 

スタジオからの返信後、3 日以内、（ご利用日まで 3 日を切っている場合は前日までに）指定の口座にお振込みい

ただきます。 

■スポット（単発）レンタルのキャンセル料金 

レンタル日の直前または当日にご予約をキャンセルされる場合は、以下の規定でキャンセル料金をお支払い頂き

ますので、ご了承ください。 

レンタル日当日の 14日前～8日前 ・・・レンタル料金の 30％ 

レンタル日当日の 7日前～前日 ・・・レンタル料金の 50％ 

レンタル日当日 ・・・レンタル料金の 100％ 

■スポット（単発）レンタルのお申し込み受付期間 

ご予約は、ご利用日の２か月前の 1日より受け付けます。 

 例）４月 25 日を利用したい。２か月前の 2 月の 1 日よりご予約可能です。 

ご予約は、ご利用日の前日まで受け付けます。 

 例）3 月 25 日を利用したい。3月 24 日までご予約可能です。 

3 月 24 日の営業時間 22 時までに、①ご連絡→②スタジオからの返信→③お振込み、が完了し、ご予約

となります。振込の確認は、お振込み用紙を撮影しました写真をメールに添付して頂きます。 
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≪ 一日長期定期レンタルについて ≫ 

一日（10 時～22 時の 12 時間）レンタルの料金は、平日 33,200 円/日、土日 37,800 円/日になりますが、 

曜日固定・1 年以上のご契約で一日長期定期レンタルされる場合、 

レンタル料金は、平日 10 時～22時 28,050円/日、土日 10時～22 時 31,500 円/日になります。 

※1 か月(週 1 日×4週)で、平日 20,600円、土日 25,200 円、が無料になりお得です。 

 

■一日長期定期レンタルのお申込み 

①メール（info.shinstudio@gmail.com）にて、希望曜日と時間をご連絡頂き、スタジオ見学にいらっしゃれる日時

をお伝えください。実際にスタジオをご覧いただき、用途や開始月などお伺いします。その際、顔写真を含む身分証

明書およびそのコピーを 1 部、ご持参ください。 

②見学後、お申込みをされる場合、メールにてご連絡頂き、スタジオからの返信をお待ちください。 

③スタジオからの返信後、1 週間以内に、初回月のレンタル料のお振込みと、契約書類のご提出をして頂きます。資

料の提出は、スタジオにお越し頂くか、ご郵送して頂きます。 

■一日長期定期レンタルのご契約 

ご契約時に、ご用意いただくもの 

○ 捺印資料（①1 日長期定期レンタル申し込み用紙・②本ご利用規約 4 ページ目に、署名および捺印したもの）

をご提出 

○ 身分を証明出来る物（パスポート、または免許証）のコピーを一枚（顔写真を含むもの） 

〇 初回月のレンタル使用料 をお振込 

■一日長期定期レンタル料金のお支払 

レンタル代金のうち初回はご契約時に、次回以降は前月の２５日までに指定の口座にお振込みください。尚、ご予約

をキャンセルされてもお支払い済みの料金は返金致しません。1 年契約になりますので、それ未満のご解約には以下

のキャンセル料金を頂きます。 

■一日長期定期レンタルのキャンセル料金 

契約期間内にご解約される場合は、以下の規定でキャンセル料金をお支払い頂きますので、ご了承ください。 

残りのレンタル期間が、6 か月以上の場合・・・レンタル料金の 30％ 

残りのレンタル期間が、５か月～3か月の場合・・・レンタル料金の 50％ 

残りのレンタル期間が、2 か月をきった場合・・・レンタル料金の 100％ 

■更新の手続きについて 

自動更新となります。解約希望をされる際は、契約満了月の 2 か月前までにご連絡下さい。 

 例）1 月より一日長期定期レンタル開始。1２月末日までのご契約。   10 月末日までにご連絡。 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

【お振込口座】 

三井住友銀行 新宿西口支店 ８８３４０１５ 普通預金 シン・インターナショナル株式会社 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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レンタル規約 

 

■ご利用上の注意事項について 

・ご利用時間内でのご入退室、準備・着替え・後片づけ・清掃をお願い致します。時間前に、1 階にございます茶店

でオーダーをし、茶店のお客様として待機にご利用いただく事は出来ます。 

・スタジオ内での事故や盗難、紛失等について一切の責任を負いかねますので、特に貴重品や持込備品などは各個人

の責任で管理して頂けるようお願い致します。 

・スタジオ内の設備・備品等を破損された場合は修理代金を頂く事がございます。 

スタジオ内の備品等を誤って破損された場合は、速やかにスタッフへ必ずご連絡ください。 

・スタジオにて無断で興業行為を行わない様お願い致します。 

・お客さまがスタジオに持ち込んだゴミは全てお持ち帰りください。 

・スタジオ内の備品は予告無しで変更する場合があります。 

・ご利用の際、やむなく備品の移動が必要な場合は、予めお申込み時にご連絡ください。（移動した備品は必ず所定

の位置に戻してください） 

・ご利用内容が公序良俗に反するもの、特定の宗教に関わるもの、ご契約時の内容と異なるもの、その他、当スタジ

オにふさわしくないと判断される場合は、残り時間の有無を問わず即刻退室していただきます。また、領収済みのご

利用料金は返金いたしません。 

・音量にご注意ください。大音量でのコンポのご使用は、他フロアーの方のご迷惑となりますのでお控え下さい。 

・入退室時、１階店舗内を通る為、話し声や、建物外での近隣騒音にもご配慮ください。 

・天災地変等の際、ご予約スケジュールの保証はできかねます。 

・緊急時、貸し時間中に予告無しで当スタジオスタッフがスタジオ内に立ち入る場合もありますので、ご了承くださ

い。 

・当スタジオには駐車場はございません。お車やバイクでお越しの際は最寄りのコインパーキングなどのご利用をお

勧めいたします。路上駐車はおやめください。 

・スタジオ使用中の事故や怪我等について当スタジオでは一切責任を負いません。 

 

■スタジオ内での禁止事項 

喫煙行為 土足での立ち入り 酒気を帯びての立ち入り 飲食行為（水分補給は除きます） 打楽器演奏 スタジオ

に機材を搬入する際、床を傷つける恐れのあるものの持ち込み スニーカーやヒールの使用、床を傷つけるような靴

の使用 備品の持ち出し 火災・爆発その他危険が発生するおそれのある行為 スタジオ使用権の第三者譲渡 床を

傷つける恐れのある靴を履いてのご利用 壁、天井、床などスタジオを傷つけるくぎ、ネジ、テープなどの使用 ペ

ット・動物の持ち込み ヘアワックスをつけた髪で寝転ぶ行為 

 
※当利用規約は予告なく改正され、定めのない事項については当スタジオが必要な規約を定めることができ、その効

力はすべてのご利用者さまに及びます。                           

 

 以 上 

 

 

利用規約を理解し同意致します。 

 

 

 

年   月   日（  ）本人自著：                    印 


