東邦ガス料理教室・リベナスショールーム施設利用に関する利用規約
料理教室・リベナスショールーム（以下、施設）のご利用申込みの前に必ずお読みください。
1．予約受付開始日
・利用月の 6 か月前の 1 日から予約を受付します。（例：10 月 20 日に利用の場合、4 月 1 日に受付開始）
2．貸出し施設
貸出し施設
クッキングサロン栄
クッキングサロン今池
クッキングサロン瀬戸
クッキングサロン一宮
料理教室
クッキングサロン春日井
クッキングサロン岡崎
クッキングサロン豊田
クッキングサロン刈谷
クッキングサロン四日市
リベナス今池
ショールーム
リベナス岐阜

名古屋市中区栄3‐15‐33
名古屋市千種区今池1‐8‐8
瀬戸市共栄町1-30
一宮市音羽1‐1‐13
春日井市柏井町2-37
岡崎市久後崎町字本郷53
豊田市挙母町5-64
刈谷市幸町3-2-9
四日市市栄町3-8
名古屋市千種区今池1‐8‐8
岐阜市加納坂井町2

住所
栄ガスビル6F
今池ガスビル4F
ガスビル瀬戸3F
東邦ガス 一宮営業所4F
東邦ガス 春日井営業所2F
東邦ガス 岡崎営業所構内
東邦ガス 豊田営業所2F
東邦ガス 刈谷営業所2F
四日市営業所2F
今池ガスビル4F
東邦ガス 岐阜営業所1F

3.貸出し時間・休業日
【料理教室】
・ 9:00～21:00［年末年始、ゴールデンウィーク、お盆は休業］
【ショールーム】
・10:00～17:30［水曜（祝日の場合は営業）、年末年始、お盆は休業］
4．会場費一覧表（税抜）

料理教室

ショールーム

半日料金（4.5時間）
平日
土日祝
栄A
69,000円 82,800円
栄B
57,000円 68,400円
栄AB 113,400円 136,000円
栄C
24,000円 28,800円
今池
60,000円 72,000円
瀬戸
20,000円 24,000円
一宮
20,000円 24,000円
春日井
20,000円 24,000円
岡崎
20,000円 24,000円
豊田
20,000円 24,000円
刈谷
20,000円 24,000円
四日市
20,000円 24,000円
今池
20,000円 24,000円
岐阜
20,000円 24,000円

テーブル数
1日料金（12時間） 延長料金（15分単位）
定員
平日
土日祝
平日
土日祝
講師台 調理台 (目安)
138,000円 165,600円
3,900円
4,600円
1
6
24
114,000円 136,800円
3,200円
3,800円
1
5
20
226,800円 272,000円
6,300円
7,600円
2
11
44
48,000円 57,600円
1,400円
1,600円
1
8
120,000円 144,000円
3,400円
4,000円
1
7
28
40,000円 48,000円
1,200円
1,400円
1
6
24
40,000円 48,000円
1,200円
1,400円
1
6
24
40,000円 48,000円
1,200円
1,400円
1
6
24
40,000円 48,000円
1,200円
1,400円
1
6
24
40,000円 48,000円
1,200円
1,400円
1
6
24
40,000円 48,000円
1,200円
1,400円
1
6
24
40,000円 48,000円
1,200円
1,400円
1
4
16
―
―
1,200円
1,200円
1
10
―
―
1,200円
1,200円
1
10

○規定のご利用時間について
・ご利用者の入室（搬入・準備を含む）から退室（後片付け・簡単な清掃や原状復帰を含む）までの時間とな
ります。
【料理教室】
＜貸出し条件＞
貸出し時間
延長可能時間（15 分単位）
午前(4.5 時間)
9:30～14:00
9:00～ 9:30 , 14:00～16:00
午後(4.5 時間)
16:00～20:30
14:00～16:00 , 20:30～21:00
1 日(12 時間)
9:00～21:00（延長不可）
【ショールーム】
＜貸出し条件＞
・10:00～17:30 の中で 4.5 時間となります。（延長可能時間：10:00～17:30(15 分単位)）

【料理教室・ショールーム共通事項】
○会場費に含まれているもの
・施設に備え付けの設備機器、調理機器、調理道具、食器類の利用
・施設に備え付けの食器洗剤、手洗い用せっけん、手指用消毒液、ふきんの利用
・通常の調理で発生するごみ（生ごみ・可燃ごみ・不燃ごみ・ペットボトル・缶・瓶）の処分費
・水道及び光熱費
・管理要員 1 名（栄 AB をご利用の場合は 2 名）
＜管理要員について＞
・調理実習のお手伝いや片付けは行いません。
・ご利用時間内はスタッフルームなどに常駐します。器具や設備等、ご不明な点があればお声掛けください。
・ご利用時間は管理要員による片付けチェックも含めた時間です。「料理教室備品・設備片付けについて」（別
紙）をご確認ください。
・時間内に清掃、原状復帰、搬出、片付けチェック等を終了しない場合は延長料金をご請求いたします。
（15 分単位)
○会場費に含まれていないもの（別途料金が発生するもの）
項目
料金（税抜）
1 初回登録費（※1）
15,000 円/一式
2 事前調整費（※2）
30,000 円/一式
3 材料発注費（※3）
10,000 円/回
4 エプロンレンタル費（※4）
300 円/枚
5 消耗品費（※5）
1,000 円/一式
◆講師、アシスタントが必要な場合は別途お問い合わせください。
※1 初めて施設をご利用の場合は、初回登録費が必要となります（2 回目以降は不要）。
※2 事前の打合せが必要な場合の対応費となります。初めて、2 回目以降の利用に関わらず、ご提出いただ
く申込みフォーマットの記載内容を確認させていただき、当社が必要と判断した場合、ご請求させてい
ただきます。
※3 材料発注のみも承ります。その場合、事前の打合せが必要です。
※4 調理に使用するエプロンが必要な場合は、貸出しをいたします。
※5 消耗品は、ラップ、アルミホイル、キッチンペーパー、クッキングシート、手拭用の紙ナプキンの各 1
セットずつです。
○会場費に含まれていないもの（ご利用者にてご準備ください）
・調理実習のための食材費（調味料含む）
・通常の調理では発生しないごみの処分費（段ボール、チラシ、カタログなど）
・施設に備え付けられていない調理機器、調理道具、食器類の持ち込み
・パソコン・スクリーン・プロジェクターの利用
○延長料金について
・お申込みのご利用時間を過ぎた時点で自動的に延長料金が発生いたします。（15 分単位）
・施設の予約状況により、延長できない場合がございます。
○割引料金について
・リベナスショールーム併設の施設（※1）では、施設の貸出しと同時に 30 分以上のショールームコンテンツ
（※2）をご利用いただく場合、会場費を割引させていただきます（貸出し時間には含みません）。
※1 クッキングサロン今池・岡崎・四日市 及び リベナス今池・岐阜
※2 チューボー DE GAS、最新コンロ体験クッキング、ガイドツアー、電気料金シミュレーション（すべて参
加費無料）
＊チューボー DE GAS
：ガスコンロと IH クッキングヒーターの使い勝手等の違いを学べます。
＊最新コンロ体験クッキング ：お料理を作りながら最新ガスコンロの便利機能をご紹介いたします。
＊ガイドツアー
：ショールーム全体をアドバイザーがご案内するガイドツアーです。
＊電気料金シミュレーション ：東邦ガスの電気に切替えた場合のおトク額を算出します。
○施設の事前見学について
・教室の稼働時のみ可能です。事前に料理教室ホームページ「クックノート」内の「お問い合わせフォーム」
からご連絡をお願いします。
5．貸出しお断り
○次の場合は貸出しのお申込みをお断りいたします。また、貸出しを承認した場合や貸出し中でも取り消し中
止させていただきます。その際の損害については、当社は一切の責任を負いません。ただし、当社の責めに

帰すべき事由による場合は、この限りではありません。
・お申込みをされた個人や団体が、暴力団その他の反社会的勢力であったとき、反社会的勢力を利用している
と認められるとき、または暴力的行為や詐術・脅迫的言辞を用いる等、公の秩序もしくは善良な風俗を乱す
恐れがあるとき。
・当社設備以外の火気の利用や発火、引火、爆発、その他危険を生じる恐れのある物または臭気を発する物の
持込みがあるとき。
・管理・運営上に支障があるとき。
・天変地異、災害、施設の故障その他やむを得ない事由によって当施設の利用が出来なくなった場合、あるい
は大規模地震発生に関する情報等が発表されたとき。（東海地震注意情報、または警戒宣言発令など）
・本利用規約や利用申込書に記載された利用目的に反したとき。
・施設・付属設備・備品等を破損する恐れがあるとき。
・利用の権利を譲渡、または転貸したとき。
・政治、宗教関係等の活動とみなされる内容を含むとき。
・他の利用者や近隣に迷惑や危険が及ぶ恐れがあると認めた場合。また、安全性が担保できないと当社が判断
したとき。
・契約違反の行為があったとき。
・当社の責任によらない事由により利用が困難になったとき。
・動物の持込みがあるとき。（補助犬を除く）
・その他、当社が不適当と認めたとき。
6．貸出し申込み
【料理教室】
・事前に料理教室ホームページ「クックノート」内の「お問い合わせフォーム」またはお電話でご利用希望日
などをご連絡ください。折り返し空き状況をメールにてご連絡いたします。
・ご利用が確定しましたら「東邦ガス料理教室 利用申込書」（別紙）に必要事項をご記入いただき、「施設利
用に関する同意書」（別紙）とともに、栄カルチャースクールへＦＡＸ、Ｅメールまたは郵送でお送りくだ
さい。
・「東邦ガス料理教室 利用申込書」（別紙）を確認した後、お見積書をＥメールでご送付いたします。
＜栄カルチャースクール＞
＊住所
：名古屋市中区栄 3-15-33 栄ガスビル 6 階 クッキングサロン栄「施設利用申込み担当」
＊ＦＡＸ ：052-242-7175
＊Ｅメール：school@tohogas.co.jp
＊ＴＥＬ ：052-242-7177（平日 10:00～20:00、土曜日 10:00～16:00 ※日曜日定休）
【ショールーム】
・事前にショールームへお電話でご利用希望日などをご連絡ください。
・ご利用が確定しましたら「リベナスショールーム利用申込書」
（別紙）に必要事項をご記入いただき、
「施設
利用に関する同意書」（別紙）とともに、ショールームへＦＡＸまたはＥメールでお送りください。
・
「リベナスショールーム利用申込書」
（別紙）を確認した後、栄カルチャースクールからお見積書をＥメール
でご送付いたします。
＜リベナス今池＞
＊ＦＡＸ ：052-732-2964
＊Ｅメール：livenas-imaike@tohogas.co.jp
＊ＴＥＬ ：052-732-2961（10:00～18:00 ※水曜日定休）
＜リベナス岐阜＞
＊ＦＡＸ ：058-272-8053
＊Ｅメール：livenas-gifu@tohogas.co.jp
＊ＴＥＬ ：058-272-8020（10:00～18:00 ※水曜日定休）
【料理教室・ショールーム共通事項】
・ご記入いただいた利用内容が、運営上問題があると判断した場合、貸出しをお断りさせていただく場合がご
ざいます。お見積書の返信が完了した時点で、お申込みの確定とさせていただきます。
7．利用上のお願い
＜安全・衛生＞
・ご入室人数が定員以上の場合はお問い合わせください。
・来場者が施設前に行列するときは、ご利用者で整理していただきます。

・開催日の受付、案内、携行品預りなど施設内での保安整理は、ご利用者でお願いいたします。
・ご利用者は不測の災害等に備え、消火設備、非常口、避難経路、誘導方法等をあらかじめ確認してください。
・来場者の安全管理と確保は、ご利用者側の責任において行ってください。
・廊下、ロビー等避難経路の妨げとなるような行為はお断りいたします。
・施設内では衛生面に注意を払って作業してください。
・持ち込まれた食材の衛生管理については、ご利用者側の責任において行ってください。
・施設内で事故、食中毒等が発生した場合、当社は一切の責任を負いません。ただし、当社の責めに帰すべき
事由による場合は、この限りではありません。
＜飲食・喫煙＞
・施設内の飲食は、所定の場所でお願いいたします。
・施設内は禁煙となっております。
＜施設・付属設備・備品等の利用＞
・施設の利用にあたり、特別の設備を設け、または特殊な物品を搬入する必要のあるときは、当社の承認を得
て、その指示に従ってください。
・事前の荷物の搬入や受取りは、教室稼働時のみ可能です。事前にお問い合わせください。教室稼働時以外の
搬入や受取りは、荷物のサイズ、数量などにより手数料をご請求する場合がございます。
・施設内外で看板・ポスターの掲示等は、事前に連絡をお願いいたしします。事前連絡がない場合、掲示をお
断りする場合がございます。
・施設内外の柱・壁・天井・床・扉に釘打ち、粘付等、汚損の恐れがある行為はお断りいたします。
・その他、詳細事項については、管理要員の指示に従ってください。
＜施設・付属設備・備品等の原状復帰＞
・施設内の清掃、付属設備、備品類（食器、調理道具等）の原状復帰については「料理教室備品・備品片付け
について」（別紙）を必ずご確認ください。
・時間内に清掃、原状復帰、及び搬出を終了されない場合は追加料金をご請求いたします。
（15 分単位）
8．お支払い・キャンセル
・支払い方法 ：実施翌営業日に請求書を発行いたします。
・支払い時期 ：請求書発行日の翌月末までに当社指定口座へお振込みください。恐れ入りますが、振込手数
料についてはご利用者にてご負担ください。
・キャンセル料：利用予定日の 10～2 日前までの取消しは利用予定金額の 50％です。
前日・当日の取消しは 100％です。
9．免責と損害賠償
・事前の荷物の受取りに伴う荷物の中身の紛失・破損事故や、施設利用中の展示物品等の盗難・破損事故およ
び来場者等の人身事故については、当社は一切の責任を負いません。ただし、当社の責めに帰すべき事由に
よる場合は、この限りではありません。
・施設のご利用に関して、ご利用者が損害を被った場合であっても、当社はご利用者から受領する利用料金の
範囲内において賠償するものとします。ただし、当社の故意または重大な過失により生じた損害については、
この限りではありません。
・施設・付属設備・備品等を滅失、破損または汚損された場合は原状に復するための費用をご利用者に負担し
ていただきます。
10．関係官庁・団体への届出
・施設利用に際し、催物に関する必要な法定手続きは、ご利用者側で行ってください。
11．駐車場
・駐車場を利用する場合は事前にご連絡をお願いいたしします。
・栄ガスビル、今池ガスビルの地下に有料駐車場がございます。
・いずれの会場も料理教室専用の無料駐車場はございませんので、ご来場のお客さまは公共交通機関をご利用
くださるようお願いいたします。
12．その他
・本規約は変更する場合がございます。この場合には、当社は、お客さまへ事前に通知するものとします。
（2018.8.1）

施設利用に関する同意書
平成

年

月

日

私（施設利用者またはそれに代わる代理人）は、別紙「東邦ガス料理教室・リベナスショールーム施設利
用に関する利用規約」の内容を十分に理解・確認し、同意した上で、貴社の施設を利用いたします。

●利 用 日 時：

●団

●住

体

平成

年

月

日（

）

時

分

～

時

分

名：

所：

●担 当 者 名：

㊞

●電 話 番 号：

（

）

－

●緊急連絡先：

（

）

－

（以下、東邦ガスカルチャースクール使用欄）

東邦ガス
所長
担当

カルチャースクール
責任者
担当


（ファイルへ←東邦ガス（所長）←東邦ガス（担当者）←カルチャースクール（責任者）←カルチャースクール（担当者））

（2018.8.1）

