
鈴与商事南甲府ビルショールーム 利用規約・利用申込書 

 

第１条 総則 

「鈴与商事南甲府ビルショールーム利用規約」（以下、「本規約」といいます）は、鈴与商事

株式会社（以下、「当社」といいます）が運営する鈴与商事南甲府ビルショールーム（以下、

「当施設」といいます）を一般の方々に貸出しするにあたり、必要となる事項を定めるもの

です。 

 

第２条 利用時間 

１．当施設の利用時間は、開館日の１０時から１７時までとします。 

物品等の搬入・搬出、会場の設営、後片付け（簡単な掃除を含む）等につきましても、

この時間内にお済ませください。 

２．当施設の開館日であっても、当社の催事等と重なった場合、利用申込みをお受けできな

い場合がありますので、あらかじめご了承願います。 

※当施設の休館日は毎週水曜日のほか、年末年始、ゴールデンウィーク・お盆期間中等

です。詳しくはお問い合わせください。 

 

第３条 貸出しスペースおよび利用条件等 

１．当施設の貸出しスペースおよび利用条件は以下のとおりです。 

   ショールーム１階 クッキングスタジオを無料で貸出します。ただし、申込者および催

事参加者に当社指定アンケートにご協力いただきます。 

  ※クッキングスタジオの貸出しは、調理を目的とする利用に限らせていただきます。そ

の他の目的での利用をご希望の場合は、当社にご相談ください。 

  ※クッキングスタジオの最大利用人数は１３名です。 

  ※貸出しスペースで使用する水道光熱費も無料となります。 

２．使用可能な設備は以下の通りです。なお、設備の詳細につましては設備リストをご参照

ください。 

①キッチンスタジオ設備（ガス機器、調理用器具、食器等） 

②駐車スペース 

※講師の斡旋、生徒の募集、料理教室で使用される食材・調味料の手配、託児について

は致しかねます。あらかじめご了承ください。 

 

第４条 お申込み手続き 

１．当施設ご利用のお申込みは、ご利用希望日の３０日前から７日前までの受付となります。 

※当施設の空き状況は、WEBからご確認いただけます。 

２．当施設ご利用お申込みは①②のいずれかのお手続きにて承ります。 



①ホームページからの WEB予約をお願いします。 

   HP：https://kofu.suzuyoshoji.co.jp/cooking/  

②所定の「利用申込書」（別紙）に必要事項をご記入になり、当施設宛てにご持参くだ 

さい。 

３．当社は、WEB予約の内容または「利用申込書」の記載内容を確認後、申込者に受付完了

のメールを送信、または利用申込書の控えをお渡しします。このメール送信、利用申込

書の控えのお渡しをもって、当施設の利用申込み手続きが完了したものとします。メー

ルアドレスの記載間違い、迷惑メール受信拒否設定等により、当社からのメールが受信

できないことのないようにご注意ください。 

４．当施設の利用申込み手続きの完了後、申込者は、当社が指定した期日までに当施設での

催事の概要の分かる書類を提出していただく場合があります。なお、ご利用の内容によ

っては、事前のお打合せをお願いする場合があります。 

５．当社は、下記のいずれかに該当した場合、利用申込みを取消しさせていただくことがあ

りますので、あらかじめご了承願います。なお、当社が利用申込みを取り消したことに

よって申込者および催事参加者等に生じた一切の損害について、当社は免責されるも

のとします。 

   ①当施設の利用申込み手続きの完了後、前項の書類を提出いただけない場合 

   ②事前のお打合せに応じていただけない場合 

   ③利用申込みの内容に虚偽があった場合 

   ④当該催事に対して関係官公署から中止命令がでた場合 

   ⑤暴力・不法行為等を行う恐れがある組織に利益になると当社が認めた場合 

   ⑥その他、当該催事が当施設の運営上問題があると当社が判断した場合 

第５条 キャンセル手続き 

利用申込み手続き完了後に当施設の利用をキャンセルされる場合は、２日前までに WEB

もしくは電話にてご連絡をお願いします。 

※メールなど WEB・電話以外の方法によるご連絡はご遠慮願います。 

 

第６条 施設利用上の注意事項 

１．申込者は善良な管理者の注意を持って当施設をご利用いただくものとし、次の各号に定

める事項を遵守いただくとともに、催事参加者に適宜周知していただくものとします。 

① 貸出しスペース内の設営および現状復旧、催事参加者の整理等は申込者が行うもの

とします。 

② 催事で使用する材料等は申込者が用意するものとします。揚げ物等、油を多量に使

う場合は、使用済みの油を固める溶剤をご用意のうえ、処理をしたうえで鍋等を洗

ってください。シンクには絶対に流さないようにお願いいたします。また衛生上、

残った食材、料理等は必ずお持ち帰りください。室内（特に冷蔵庫内）に飲食物を

https://kofu.suzuyoshoji.co.jp/cooking/


置いていかれないようお願いいたします。 

③ 電話、パソコン、プリンター、コピー、FAX 等の貸出しは原則お断りします。また、

電話の取次ぎもお断りします。 

④ 当施設内での火気使用、飲食は所定の場所でお願いします。 

⑤ 当施設に附属する設備以外の設備の設置、当施設の備品類以外を持込みしようとす

る場合は、事前にお申し出になり、当社スタッフの指示に従ってください。 

⑥ 当施設の壁面、天井、床、出入口等に釘打ち、ポスター等の貼り付け等、当施設の

汚損の恐れがある行為はお断りします。なお、看板・ポスター類の掲示をご希望の

場合は当社スタッフにご相談ください。 

⑦ 食品類の衛生管理は申込者が行うものとし、催事において食中毒が発生した場合、

当社は一切の責任を負いかねますので、衛生面にも十分ご配慮ください。ただし、

当社に責がある場合を除きます。 

⑧ 貴重品類の管理は申込者が行うものとします。当社は一切の責任を負いません。た

だし、当社に責がある場合を除きます。また、食材などの物品は事前も事後もお預

かりいたしません。ご了承ください。 

⑨ ごみは当施設で処理をしますが、分別はキッチン内の指示表示に従ってください。

なお、生ゴミのお持ち帰りにご協力ください。室内は常に清潔にご利用くださるよ

うお願いいたします。 

⑨ 当施設内（駐車スペースを含む）での事故について、当社は一切の責任を負いませ

ん。熱機器や刃物等のお取り扱いには十分ご注意ください。ただし、当社に責があ

る場合を除きます。 

⑩ 当施設および当施設の附属設備・備品等を滅失、破損、または汚損された場合は、

当社が原状に復するために要した費用をご負担いただきます。 

⑪ 前記各号のほか、当社スタッフから別途指示した事項について従っていただくこと

とします。 

 

第７条 当施設利用の取消し 

１．当社は、当施設の利用中といえども、下記のいずれかに該当した場合もしくは申込者、

催事参加者、催事の内容等が不適切であると当社が判断した場合は、当施設の利用を中

止するよう要請し、当施設からの退館をお願いすることがあります。 

なお、当社が当施設の利用をお断りし、当施設からの退館をお願いしたことによって申

込者および催事参加者等に生じた一切の損害について、当社は免責されるものとしま

す。 

   ①利用申込みの内容に虚偽があった場合 

   ②本規約に違背した場合 

   ③当該催事に対して関係官公署から中止命令がでた場合 



   ④暴力・不法行為等を行う恐れがある組織に利益になると当社が認めた場合 

 ⑤その他、当該催事が当施設の運営上問題があると当社が判断した場合 

２．前項の場合において、当社が損害を被った場合は、申込者に損害賠償を求めることがあ

ります。 

 

第８条 免責事項 

申込者および当社は、地震等の天変地異、その他不可抗力により当施設を利用できない事態

が生じた場合は、その責めを負わないものとします。 

 

第９条 損害賠償 

当社は、当社都合により当施設ご利用日の前日または当日に当施設のご利用をお断りした

場合も、その責めを負わないものとします。 

 

第１０条 規約の変更 

当社は、事前に通知することなく本規約を変更することができるものとします。 

 

第１１条 個人情報の取扱い 

１．「個人情報」とは、申込者または催事参加者が当社に開示した一切の情報のうち、個人

の氏名、生年月日、住所、電話番号、E メールアドレスその他の記述等により特定の個

人を識別することができる情報およびこれに付随して取り扱われるその他の情報をい

います。 

２．当社は、個人情報を取り扱う場合には、個人情報保護に関する法律（平成１５年５月３

０日法律第５７号）および本規約の主旨に則り、当施設の利用に関する業務（以下「本

件業務」といいます）の目的の範囲内において個人情報を扱うものとし、本件業務の目

的以外に、これを取り扱わないものとします。 

３．申込者は、催事参加者に対し、催事参加者の個人情報を当社へ開示することについての

承諾を得るものとします。当社が開示を受けた催事参加者の個人情報については、前条

に基づき取り扱うものとします。 

 

第１２条 その他 

本規約に定めのない事項は、当社までお問い合わせください。 

２０２１年 ９月２５日制定 

２０２１年１２月 １日改訂 

 

 

 



【当施設のお申込み・お問い合わせ、本規約に関するお問い合わせ先】 

〒４００-０８６２ 甲府市朝気３丁目２１－４ 

鈴与商事南甲府ビルショールーム 

TEL ０５５-２０７-２４５９（受付時間１０：００～１７：００） 



茶碗 ・・・ 13 フライパン（28㎝） ・・・ 4 包丁 ・・・ 4

汁椀 ・・・ 13 鍋（22㎝） ・・・ 4 まな板 ・・・ 4

大プレート ・・・ 13 ボウル ・・・ 4 炊飯器 ・・・ 1

小プレート ・・・ 13 ざる ・・・ 4 しゃもじ ・・・ 1

深皿 ・・・ 13 お玉 ・・・ 4 計量スプーン（大） ・・・ 4

コップ ・・・ 13 フライ返し ・・・ 4 計量スプーン（小） ・・・ 4

菜箸 ・・・ 4 軽量カップ ・・・ 4

ピーラー ・・・ 4 はかり ・・・ 4

キッチンばさみ ・・・ 5 鍋敷き ・・・ 4

●申込者様にご持参いただくもの

・食材（調味料含む）

・箸、スプーン、フォーク、ナイフ、布巾、タオル

・ラップ、アルミホイル、持ち帰り用パック、タッパー

・スポンジ、洗剤、ゴミ取りネット

・手洗いせっけん

・上記に記載のない食器・調理器具

●留意点

・キッチン作業台の上で包丁を使う際は、まな板をご使用ください。

・キッチン作業台の上に熱いものを置く際は、鍋敷きや布巾をご使用ください。

・グリルをご使用になる際は、ココットプレートまたはザ・ココットをご使用ください。

・調理中、レンジフードは常に『強』運転でお願いいたします。

・飲食はクッキングスタジオ内のテーブルをご使用ください。

・クッキングスタジオ利用後、予約時間内に原状復帰をお願いいたします。

・生ごみのお持ち帰りにご協力ください。

・当施設にて調理、製作したものを販売することは禁止しております。予めご了承ください。

食器類

設備リスト

調理器具

      〒４００-０８６２ 甲府市朝気３丁目２１-４
　

    鈴与商事南甲府ビルショールーム  　☎０５５-２０７-２４５９
                                            受付時間 １０ ：００ ～１７ ：００

【当施設のお問い合わせ先】



申請日 年 月 日

カ  ナ

氏  名

住  所

連絡先

メールアドレス

利用申込書

【当施設のお申込み・お問い合わせ先】

ご連絡事項
※当社とのお打合わせをご希望の方は

希望日時をご記入ください

団体名称
※団体でない場合不要です

 団体名称

 代表連絡先

利用希望日時

　①        年        月        日          ：      ~        ：

　②        年        月        日          ：      ~        ：

　③        年        月        日          ：      ~        ：

別紙の「鈴与商事南甲府ビルショールーム  利用規約」に同意の上、以下の通り申込みします。

お申込者
※ご利用者

ご本人の情報を
ご記入ください

　〒４００-０８６２ 甲府市朝気３丁目２１-４

  鈴与商事南甲府ビルショールーム　　☎０５５-２０７-２４５９
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　受付時間 １０ ：００ ～１７ ：００

利用人数
※最大13名（申込者本人含む）

利用目的
※該当に〇印をつけてください

　Ａ．料理教室

　Ｂ．その他（                                                    ）

当日はどんなお料理を作られますか？


