
コワーキングスペース『Studio RICO』利用規約_ver1.0 
 

「『Studio RICO』利用規約」（以下「本規約」）は、株式会社ワカヤマヤモリ舎（以下「当社」）が提供するコワーキング

スペース『Studio RICO』（以下「本施設」）に関して、当社と会員との間の利用条件を定めるものです。本規約をご確認、

同意の上、ご利用をお願い致します。 

 

第１条［適用］ 

本規約は、当社が運営する『Studio RICO』において提供されるサービスに関わる一切に適用されます。 

 

第２条［目的］ 

本施設は、地域内多世代コミュニティ創造を目的として運営することとします。 

 

第３条［会員及び入会・退会］ 

1. 会員とは月額会員とドロップイン会員のことを指します。月額会員は、月額料金を支払い、本施設を利用する会

員、ドロップイン会員は、施設利用料を時間単位、1日単位で精算し、利用する会員のことをいいます。 

2. 入会希望者は、当社が指定する手続きに基づき、本規約を承諾の上、サービスの利用を申し込むこととします。 

3. 入会希望者は、申込手続きの際、氏名、連絡先電話番号、メールアドレス、現住所、生年月日情報を登録するも

のとします。また、利用申し込みする者は登録内容が真正なものであることを保証するものとします。 

4. 利用申込に対し審査を行い、当社の判断により、入会を承諾しない場合があります。 

5. 月額会員には会員カードをお渡しします。サービス利用時は会員カードの持参をお願いします。会員カードを紛

失された方は、再発行手続きに 1,000 円必要になります。 

6. 会員としての地位を第三者へ貸与、譲渡することはできません。 

7. 会員は、登録情報に変更が生じた場合、速やかに当社に通知するものとします。 

8. 月額会員は利用料の支払いをもって会員登録の継続とします。退会手続きは特にありません。 

 

第４条［サービス］ 

1. 会員は、本規約に従い、本施設の所定会員サービス（別表１）を利用することが出来ます。 

2. 会員サービスは、施設利用の権利であり、会員登録をもって、建物に対する賃借権その他利用権を有するもので

はありません。 

3. サービスの内容は変更することがあります。この場合、当社は施設内及び当社が運営する SNS 等で事前に告知す

るものとします。 

4. 当社が管理運営上必要と認めた場合は、本施設の全部又は一部の利用を制限することがあります。この場合、当

社は事前に施設内及び当社が運営する SNS 等で告知するものとします。 



 

第５条［利用料金］ 

1. 会員は当社の定める当該施設利用料、入会金、各種設備利用料等（別表１）を当社の指定する方法にて、月額会

員は月の初回利用時の開始前に支払い、ドロップイン会員は利用開始時に支払うこととします。 

2. 施設利用料金には、本施設内及び共用部の上下水道、光熱、空調に関する費用、トイレ清掃及び衛生、環境維持

費用が含まれます。 

3. 一旦お支払いいただいた利用料金は、法令の定め、または当社が認める特段の理由がない限り返還いたしません。 

4. 会員は、消費税率が変更になった場合、または当社の意向により利用料金を変更する場合があることに予め同意

するものとします。 

 

 

第 6条［利用時間・休業日］ 

1. 本施設の利用時間は 8時～18 時とします。 

2. 休業日は当社が定める施設休館日とします。また管理運営上の事由に伴い、休業日の他、短縮営業日を設ける場合

があります。その場合は施設内及び当社が運営する SNS 等で告知するものとします。 

3. 休業、短縮営業に対し、当社は何等の営業補償を行わない旨、会員は承諾するものとします。 

 

第 7 条［本施設範囲］ 

本施設とは、以下にあげる範囲をいいます。 

① Una rama de RICO（受付カウンター・キッチン除く） 

② シェアキッチン 

③ トイレ・手洗い台 

 

第 8条［利用に関する取り決め事項］ 

会員は本施設を利用して、第三者に迷惑を及ぼさない範囲で仕事、作業を行うことができます。 

1. 家具、椅子等の移動、備品及びシェアキッチン利用は可能ですが、使用後は元あった場所に返却、片付けをして退

室をお願いします。 

2. 本施設内での飲食は可能ですが、他の利用者への配慮をしてください。 

3. ゴミはシェアキッチンに設けられた共同ゴミ箱に分別して廃棄してください。 

4. 打ち合わせ等で本施設を利用する場合、1 回につき 3 名の訪問者に限り、1 時間まで無料にて本施設を利用するこ

とができることとします。規定時間を越えての利用、または 1回につき 4名以上の利用に関しては、所定のドロッ

プイン利用料が発生します。また訪問者が本施設を利用する場合は、必ず事前に申請をしてください。 

 



第１０条［イベント等開催・貸切利用について］ 

1. 本施設において、ワークショップ、セミナー等（以下イベント等）の目的で利用する場合は、利用申込を利用日

の２週間前までに行うものとします。イベント等の内容によっては、当社が承諾しない場合もありますので予め

ご了承ください。 

2. イベント等利用においても、本規約を遵守していただく必要があります。 

3. イベント等主催者は、本規約で定める利用料金（別表２）を本施設利用後に支払うこととします。 

4. 本施設内において、当社や当社の承諾を得た第三者が主催するセミナー・パーティー・イベント等が行われるこ

とがあります。その場合は本施設内及び当社が運営する SNS 等にて事前の告知するものとします。 

5. 会員は、イベント等の開催によって、利用できない日、時間帯があることを予め承諾するものとします。 

 

第１１条［サービスの休止］ 

当社は、以下の事項に該当する場合、サービスの全部または一部の休止をする場合があります。また会員は、サービス

休止に伴い発生した損害の賠償を請求できないものとします。 

①	 施設設備の不具合により、十分なサービスが行えないと当社が判断した場合 

②	 施設が存する建物の定期点検等が行われる場合 

③	 施設設備の保守上の工事及び緊急の点検が必要となった場合 

④	 施設及び近隣地域にて火災、停電、自然災害が発生したことにより、会員の安全確保が難しいと判断した場

合 

⑤	 その他、サービスの運営上、休止する必要があると当社が認めた場合 

 

第１２条［禁止事項］ 

以下に定める行為を禁止します。またそれらの行為を行い、当社、他の会員、その他第三者に損害を及ぼした場合、そ

の損害の金額を賠償する義務を負うものとします。 

① 会員以外の者に本施設を無断・無料で利用させること 

② 法令または公序良俗に反する行為をすること 

③ 危険物、ペット、その他他人に迷惑を及ぼす恐れのある物品の持込み 

④ 本施設内での騒音を発生させること、喫煙、火気の取扱い 

⑤ 施設の円滑な運営、秩序の維持を害する行為 

⑥ 他の会員の名誉、信頼、プライバシー、肖像権等人権的権利を侵害する行為 

⑦ その他、当社が不適切と判断する行為を行うこと 

 

 

 



第１３条［サービスの利用停止］ 

1. 次の各号に該当する事情が生じた場合、当社は会員に対し、事前通知することなく直ちにサービスの利用を停止

させることができるものとします。サービスの利用が停止になった場合、利用料等は一切返却致しません。 

①	 本規約に定める事項に違反した場合 

②	 提出された本人確認書類が真正なものでなかったと発覚した場合 

③	 利用料金の支払いをせずに本施設を利用した場合 

④	 会員について刑事手続きが開始されたとき 

⑤	 その他、当社が会員として不適切と判断したとき 

2. サービスの利用停止で会員、又はその他第三者が被害を被った場合でも当社は一切の責任を負わないものとしま

す。 

3. 本規定に違反し、サービスの利用が停止になった場合、再度会員になることは出来ません。 

 

第１４条［免責］ 

当社は、以下の各号についてはその損害の賠償を免れます。 

① 当社は、本施設運営に関して、故意または重大な過失がない限り、会員に対して損害賠償を負わないものとしま

す。 

② 地震・風水害等の天変地異を原因とする災害や停電・事件・事故等による損害、その他それらを原因とするガス・

水道・電気・IT 設備、その他諸設備の故障、破壊により生じた損害 

③ 本施設内における私物の紛失 

④ 会員間または第三者との個々の紛争に伴う損害 

⑤ その他当社の責めに帰することの出来ない事項による損害 

 

第１５条［個人情報の取り扱い］ 

当社は個人情報の重要性を認識し、個人情報を保護することが当社の重要な責務と考え、個人情報の取り扱いについて、

以下の通り個人情報の利用、管理を適正に行います。 

1. 会員は、その個人情報を当社が次の各号目的の範囲内において提供するサービスに利用することを同意するもの

とします。 

①	 会員に当社のサービスを利用いただくため 

②	 会員からの意見、問い合わせへの回答のため 

③	 会員からの要望に応じての情報送付のため 

④	 会員の状況を把握し、サービスの改善や新サービスの開発に役立てるため 

⑤	 各種会員向けサービス、その他サービスの案内を届けるため 

⑥	 当社が提供するサービスに関連したアンケート・モニター等の実施のため 



⑦	 当社より、サービス運営上会員に連絡する必要が生じた時のため 

2. 当社は、原則として、会員からいただいた個人情報を第三者に提供することはありません。ただし、以下の場合

には個人情報を提供することがありますので、予めご了承ください。 

①	 会員の同意がある場合 

②	 法令等により司法及び行政機関に情報提供を要請された場合 

③	 同意いただいた利用目的の達成に必要な範囲で業務委託を行う際に開示の必要がある場合 

なお、委託先における個人情報の取り扱いについては、当社が責任を負います。 

 

第１６条［協議事項］ 

本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事由が生じた場合は、当社及び会員は協議の上、解決す

るものとします。 

 

第１７条［直轄裁判所］ 

会員と当社の間で生じる一切の紛争については、和歌山簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第１８条［規約の追加及び変更］ 

当社が提供サービスの運営上、規約に追加または変更の必要が生じた場合は、本施設内及び当社が運営する SNS 等で告

知します。 

 

                            以上 

２０１９年１０月１日制定 

  



（別表 1） 

施設利用料（税込） 

   ⼊入会料料   利利⽤用料料  

⽉月額会員   2,500 円   ⽉月額 7,500 円  

ドロップイン   ―   2 時間 500 円   1 ⽇日 1,000 円  

※利用期間は、利用開始日からその月の月末までの 1 ヶ月単位とします。月の途中から利用開始になった場合も、金

額は一律月額料金となります。 

 

 

（別表 2） 

イベント等利用料（税込） 

   平⽇日   ⼟土・⽇日・祝⽇日  

⼀一部レンタル   1 時間 1,500 円   1 時間 2,500 円  

全部レンタル（貸切切）   1 時間 3,000 円   1 時間 4,000 円  

※月額会員は上記より一律 30％オフ 

 

 


