
街中スペースＣＯＶＯレンタルスペース利用規約

 以下の利用規約をご確認の上、お申し込み下さい。 
お申し込み頂いた時点で利用規約に同意頂いたものとします。 

「街中スペース COVO」の利用に関する事項において当施設の管理者の指示に従って下さい。 

複数の方でご利用の場合、代表者の方は利用規約の周知をお願いします。 

1. 利用規定  

※ レンタルスペースのご利用はいずれの場合もご予約が必要です。  

●ご利用頂ける日時 

平日（月～金）10:00～18:00
土曜日　　　　11:00～17:00
休日　　　　　日曜・祝日（イベント等予約日除く）年末年始
貸切・イベント等は10:00～23:00まで1時間単位でご利用いただけます。
施設整備及び点検等のために臨時に休むことがございますので、予めご了承ください。

●ご利用頂ける場所・備品

●厨房（キッチンスペース）※有料

●規模

 

収容人数：テーブル席

ガスコンロ・冷蔵庫・作業台・洗い場・レンジなどの厨房器材が設置されています。

調理器具や各種皿・グラス・カトラリー等もご利用戴けます。

プロジェクター用スクリーン　100インチ（200cm×150cm）※有料
「プロジェクター」「5chポータブルPAシステム」「スピーカー」「マイク」※有料

 約 42人
無料

 

（4人掛けテーブル 9台・椅子 42脚）

立席：約 60人 

広さ：72㎡（約 22坪） 

約６M ×12M (約 40畳)  

厨房・トイレを除く。  

厨房

ホール

ELV

6  m

10
  m

街中スペースCOVO レンタルスペース利用規約-1

1
利用規約と注意事項を必ずご確認下さい。

2
レンタルを申し込む際には以下のルールをお守り下さい。
レンタル開始時刻前の搬入・入場・準備、またはレンタル終了時刻後の退場・片付け・待合などはご遠慮ください。 場合によっては追加料金がかかることがございますので、以上の事を踏まえた上で利用時間を設定し、お申し込み下さい。
下見や打合せ等でご来店される方も、事前にお電話にて日時をご確認ください。スタッフが不在の場合がございます。
ゴミは各利用者側でお持ち帰りください。又利用の際にはゴミ袋ご持参下さい。ゴミ持ち帰りが困難である場合は予めスタッフにご相談下さい。
  ※マイクやスピーカーを使用する催し、物品の販売・搬入、飲食物の販売、床や壁・椅子・テーブル等が汚れる恐れや特殊な臭いが発生する恐れのある場合には必ずご申告の上、事前打ち合せを行いお申込みください。
  3
お支払方法について
ご利用される当日に、片づけ・原状復帰の終了後に、現金でお支払いください。
 注意事項
1
制限事項
下記の行為は禁止いたします。
危険物や悪臭を発するものの持込み
近隣住民・館内利用者の迷惑となる行為
法令で禁じられている行為
当施設の運営上不適切と思われる利用及び行為。
施設に損害を与える行為。
建物・器物を破損した際には、弁償費用として別途料金を頂きます。
お手洗い等の公共設備を著しく汚した際には、清掃費用として別途料金をいただきます。
当施設の立地上特に、近隣への音漏れが発生するご利用に関しましてはお断りする場合がございます。同ビル内に他のテナント様が入居しておりますのでご理解・ご配慮をお願いします。
ご利用内容、形態等がお申し込み時と異なった場合、当日でもご利用をお断りする場合がございます。
2
ご利用時間について
機材・荷物等の搬入、準備や後片付け、退出はご利用時間内にお願いいたします。
ご予約時間より早く到着された場合でも、ご予約時間までは入室できません。
ご利用後はすみやかに退出してください。
ご予約時間より早く終了した場合の返金はございません。
ご予約時間の延長を希望される場合、お早めにスタッフへお知らせください。又、当日の予約状況・館内状況によってはご希望に添えない場合がございます。
準備・後片付け・催事等によりご利用時間が 10分延長した場合は、
  1 時間の使用料をいただきます。

ご利用に当たりまして

◎利用規約と注意事項を必ずご確認下さい。

お申し込み頂いた時点で、
ご利用規約に同意されたものとさせて頂きます。
また複数の方でご利用の場合、ご予約担当者様は
利用規約の周知徹底をお願い致します。

●ご利用時間について
・利用時間は事前にお申し込み頂いた時間内でのご利用を厳守してください。

・レンタル開始時刻前の搬入・入場・準備、またはレンタル終了時刻後の退場・片づけ

　待ち合いなどはご遠慮ください。

・延長時間につきましては、10 分経過しましたら 1時間の延長料をご請求致します。

　但し、次の利用者に支障が発生する場合など、延長をお断りする場合がありますので、

　予めご了承ください。退室 10 分前には後片づけを終了し、利用終了後は利用前まで原状回復

　してください。後片づけの確認と備品点検をして退室となります。

・予定時間より早く終了した場合の返金はございません。

●ゴミの後始末について
・ゴミは各利用者側でお持ち帰りください。又利用の際にはゴミ袋ご持参ください。

●利用目的について
・マイクやスピーカーを使用する催し、物品の販売・搬入、飲食物の販売、

　床や壁・椅子・テーブル等が汚れる恐れや特殊な臭いが発生する恐れのある場合には

　必ずご申告の上、事前打ち合せを行いお申込みください。

●お支払い方法について

レンタルを申し込む際には以下の注意事項・ルールをお守り下さい。

・仮押えから本予約の手続き時に見積もり金額の 50%～100%を現金か銀行振り込みでお支払い下さい。

・残金は当日終了後現金での精算をお願い致します。



街中スペースＣＯＶＯレンタルスペース利用規約

 以下の利用規約をご確認の上、お申し込み下さい。 
お申し込み頂いた時点で利用規約に同意頂いたものとします。 
「街中スペース COVO」の利用に関する事項において当施設の管理者の指示に従って下さい。 
複数の方でご利用の場合、代表者の方は利用規約の周知をお願いします。 

1. 利用規定  
※ レンタルスペースのご利用はいずれの場合もご予約が必要です。  

●ご利用頂ける日時 
平日（月～金）10:00～18:00
土曜日　　　　11:00～17:00
休日　　　　　日曜・祝日（イベント等予約日除く）年末年始
貸切・イベント等は10:00～23:00まで1時間単位でご利用いただけます。
施設整備及び点検等のために臨時に休むことがございますので、予めご了承ください。

●ご利用頂ける場所・備品

●厨房（キッチンスペース）※有料

●規模

 
収容人数：テーブル席

ガスコンロ・冷蔵庫・作業台・洗い場・レンジなどの厨房器材が設置されています。
調理器具や各種皿・グラス・カトラリー等もご利用戴けます。

プロジェクター用スクリーン　100インチ（200cm×150cm）※有料
「プロジェクター」「5chポータブルPAシステム」「スピーカー」「マイク」※有料

 約 42人
無料

 
（4人掛けテーブル 9台・椅子 42脚）

立席：約 60人 
広さ：72㎡（約 22坪） 

約６M ×12M (約 40畳)  
厨房・トイレを除く。  

●ご利用の場合はいずれの場合もご予約が必要です。

●ご利用頂ける時間

●備品（無料）

●備品（有料）

●休日

（準備・後片づけの時間含）10:00a.m.～23:00p.m.

・お盆・年末年始

土曜・日曜・祝日を含む

・4人掛けテーブル サイズ

・椅子

・スツール

・プロジェクター用スクリーン　100インチ 200cm×150cm ¥500-

¥1,000-

¥1,500-

・プロジェクター

・5chポータブルPAシステム+スピーカー+マイク

・ハイスツール

5台

2台

1台

46脚

4脚

3脚

1200×750

1500×800

1500×900

・貸切・イベント等は10:00a.m.～23:00p.m.まで1時間単位でご利用頂けます。

・施設整備及び点検等のために臨時に休むことがございますので、予めご了承ください。

●厨房（キッチンスペース）※有料

収容人数：テーブル席

ガスコンロ・冷蔵庫・作業台・洗い場・レンジなどの厨房器材が設置されています。
調理器具や各種皿・グラス・カトラリー等もご利用戴けます。

プロジェクター用スクリーン　100インチ（200cm×150cm）※有料
「プロジェクター」「5chポータブルPAシステム」「スピーカー」「マイク」※有料

 約42人 無料 
（4人掛けテーブル9台・椅子42脚）

厨房

ホール

ELV

6  m

10
  m

街中スペースCOVO レンタルスペース利用規約-2

1
利用規約と注意事項を必ずご確認下さい。

2
レンタルを申し込む際には以下のルールをお守り下さい。
レンタル開始時刻前の搬入・入場・準備、またはレンタル終了時刻後の退場・片付け・待合などはご遠慮ください。 場合によっては追加料金がかかることがございますので、以上の事を踏まえた上で利用時間を設定し、お申し込み下さい。
下見や打合せ等でご来店される方も、事前にお電話にて日時をご確認ください。スタッフが不在の場合がございます。
ゴミは各利用者側でお持ち帰りください。又利用の際にはゴミ袋ご持参下さい。ゴミ持ち帰りが困難である場合は予めスタッフにご相談下さい。
  ※マイクやスピーカーを使用する催し、物品の販売・搬入、飲食物の販売、床や壁・椅子・テーブル等が汚れる恐れや特殊な臭いが発生する恐れのある場合には必ずご申告の上、事前打ち合せを行いお申込みください。
  3
お支払方法について
ご利用される当日に、片づけ・原状復帰の終了後に、現金でお支払いください。
 注意事項
1
制限事項
下記の行為は禁止いたします。
危険物や悪臭を発するものの持込み
近隣住民・館内利用者の迷惑となる行為
法令で禁じられている行為
当施設の運営上不適切と思われる利用及び行為。
施設に損害を与える行為。
建物・器物を破損した際には、弁償費用として別途料金を頂きます。
お手洗い等の公共設備を著しく汚した際には、清掃費用として別途料金をいただきます。
当施設の立地上特に、近隣への音漏れが発生するご利用に関しましてはお断りする場合がございます。同ビル内に他のテナント様が入居しておりますのでご理解・ご配慮をお願いします。
ご利用内容、形態等がお申し込み時と異なった場合、当日でもご利用をお断りする場合がございます。
2
ご利用時間について
機材・荷物等の搬入、準備や後片付け、退出はご利用時間内にお願いいたします。
ご予約時間より早く到着された場合でも、ご予約時間までは入室できません。
ご利用後はすみやかに退出してください。
ご予約時間より早く終了した場合の返金はございません。
ご予約時間の延長を希望される場合、お早めにスタッフへお知らせください。又、当日の予約状況・館内状況によってはご希望に添えない場合がございます。
準備・後片付け・催事等によりご利用時間が 10分延長した場合は、
  1 時間の使用料をいただきます。

●ご利用時間について
レンタル開始時刻前の搬入・入場・準備、またはレンタル終了時刻後の退場・片付け・
待合などはご遠慮ください。 場合によっては追加料金がかかることがございますので、
以上の事を踏まえた上で利用時間を設定しお申し込み下さい。
下見や打合せ等でご来店される方も、事前にお電話にて日時をご確認ください。
スタッフが不在の場合がございます。

●ゴミの後始末について
ゴミは各利用者側でお持ち帰りください。又利用の際にはゴミ袋ご持参ください。
ゴミ持ち帰りが困難である場合は予めスタッフにご相談ください。

●利用目的について
マイクやスピーカーを使用する催し、物品の販売・搬入、飲食物の販売、
床や壁・椅子・テーブル等が汚れる恐れや特殊な臭いが発生する恐れのある場合には
必ずご申告の上、事前打ち合せを行いお申込みください。

●お支払い方法について
ご利用される当日に、片づけ・原状復帰終了後現金にてお支払い頂きます。

レンタルを申し込む際には以下の注意事項・ルールをお守り下さい。

 利用目的

清掃

3●注意事項

4●お支払い方法

 □マイクやスピーカーを使用する催し、物品の販売・搬入、飲食物の販売、
　床や壁・椅子・テーブル等が汚れる恐れや特殊な臭いが発生する恐れのある場合には
　必ずご申告の上、事前打ち合せを行いお申込みください。

 □ゴミは各利用者側でお持ち帰りください。又利用の際にはゴミ袋ご持参ください。
　ゴミ持ち帰りが困難である場合は予めスタッフにご相談ください。

 □ご利用される当日に、片づけ・原状復帰終了後現金にてお支払い頂きます。

 ゴミの後始末



●フロア図

●ご利用料金（消費税込）

●フロア図+料金表+お申し込みについて

・収容人数

着席：約50人

●お申し込み方法 
・ご利用の一週間前（定休日・日曜・祭日）迄のお電話（営業日 10:00～18:00） 
またはメールにてお申し込み下さい。 
・営業日はお電話・メール・Facebook等でご確認ください。 

・見学・下見打ち合わせでご来店する方も、事前にお電話にて日時をご確認ください。
スタッフが不在の場合がございます。 

10:00～18:00

¥ 3,000-

¥ 4,000-

¥ 3,000-

曜日
時間

レンタル料

オプション

1時間 1時間

平日

祝日

18:00～23:00 10:00～23:00
ご利用時/回

¥ 4,000-
¥ 4,000-

¥ 5,000-

スタンディング：約60人

+

・ホールのみの場合とホールとキッチンを合わせての、２通りのご利用方法が選べます。

金・土・日

厨房

ホール

ELV

6  m

10
  m

街中スペースCOVO レンタルスペース利用規約-3

厨房
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●お支払方法
・ご利用される当日に、片付け、原状復帰の終了後に、現金でお支払下さい。 

・数日間連続してご利用の場合は、初日一部、ご利用最終日に残額をお支払ください。 

（一部支払金額については事前にスタッフと取り決めして頂きます。） 

●キャンセルについて

ご
予
約
日

当
日日

前

14

ご利用金額の50% ご利用金額の100%

ご
予
約
日

当
日日

前

14

ご利用金額の50% ご利用金額の100%

●仮押え
お電話・メールで仮押えが可能です。

ただし設定時間（5日間）を過ぎたものは予告なく取り消される場合があります。また解除の場合は早急に

ご連絡下さい。仮押えの解除はキャンセル料の対象になりません。

ただし、お電話、もしくはメールでも予約決定の返事を頂いた以降のキャンセルは、申込書の有無にかかわらず

全てキャンセル料の対象になります。

●厨房利用について
・ガスコンロ・冷蔵庫・作業台・洗い場・レンジなどの厨房器材が設置されています。

・調理器具や各種皿・グラス・カトラリー等もご利用頂けます。

・使用した備品は全て洗って頂き汚れを充分取りお戻しください。

・消費電力が高い電化製品・炭を使ったお料理などはお断りしております。

・お料理を持ち帰る際の袋や箱・ラップ・ホイル・キッチンペーパーなどはご持参ください。

・万が一設備・備品・調理器具・食器等を破損した場合はスタッフにお申し出ください。

　（全額賠償請求となります）

・油を多量に使う場合は固める溶剤をご用意ください。シンクには絶対流さないでください。

・調理中の事故・ケガ・食中毒のトラブルに関して当方は一切責任は負いません。充分に注意してください。

→右図をご参照ください。

・ご予約の日から14日前まではキャンセル料として実行の料金の50％。14日前から当日キャンセル料として
　実行の100％が発生しますので、ご注意ください。

●お申し込み方法

・ご利用の一週間前（定休日・日曜・祭日を除く）迄にメールにてお申し込みください。

・営業日はお電話・メール・Facebook等でご確認ください。

・見学・下見打合でご来店する方も、事前にお電話・メールにて日時をご確認ください。
　スタッフが不在の場合がございます。

●お申し込み方法【仮押え・本予約・お支払い】

❶お問い合わせ　
→お電話・メールにてお受けします。

❷お申し込み
→ご利用の一週間前(定休日・日曜日・祝日を除く)迄にメールにてお申し込み下さい。メールにて内容確認
　お見積もりをお送り致します。

❸仮押え
→確認の上メールで「仮押え」頂きますと設定時間(5日間)は仮予約の状態になりますがこの間に本予約の手続きを
　して頂きます。ただし設定時間(5日間)を過ぎますと予告なく「仮押え」は取り消される場合があります。

❹本予約(お支払い)
→仮押え後来店頂き申込書に署名、お見積もり金額の50%以上又は100％をお支払い頂き本予約完了になります。
　尚、札幌以外のお客様(設定時間内にご来店が難しい方)は同じく仮押え後設定時間内にお見積もりの100%を
　銀行振込して頂き本予約の手続きの完了とさせて頂きます。

❺残金お支払い
→残金は当日後現金での精算をお願い致します。

 ・仮押えの解除の場合は早急にご連絡ください。仮押えの解除はキャンセル料の対象になりません。
　ただし、お電話・メールでも予約決定の返事を頂いた以降のキャンセルは、申込書の有無にかかわらず全て
　キャンセル料の対象になります。

●たばこについて
・ビル内・COVO室内全て禁煙です。

▲キャンセルについて

・本予約後は、他のお客様を全てお断りさせて頂きますので、
　何日前であってもキャンセル料は100%となります。
　本予約後の日時変更（お時間のプラスは除く）!
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●お支払方法
・ご利用される当日に、片付け、原状復帰の終了後に、現金でお支払下さい。 

・数日間連続してご利用の場合は、初日一部、ご利用最終日に残額をお支払ください。 

（一部支払金額については事前にスタッフと取り決めして頂きます。） 

●キャンセルについて

※キャンセル料はお振込又はご持参頂きます。
ご
予
約
日

当
日日

前

14

ご利用金額の50% ご利用金額の100%

●仮押え
お電話・メールで仮押えが可能です。

ただし設定時間（5日間）を過ぎたものは予告なく取り消される場合があります。また解除の場合は早急に

ご連絡下さい。仮押えの解除はキャンセル料の対象になりません。

ただし、お電話、もしくはメールでも予約決定の返事を頂いた以降のキャンセルは、申込書の有無にかかわらず

全てキャンセル料の対象になります。

●ゴミの処理・清掃について
ゴミは各自でお持ち帰りください。又、ご利用の際にはゴミ袋をご持参ください。

ゴミの持ち帰りが困難である場合は、予めスタッフにご相談ください。

ビン缶用・生ゴミ用、それぞれ300円にてゴミ袋をお買い上げ戴き、処理は店側で致します。

ご利用後は清掃、原状回復をお願い致します。

その後、お客様と当施設スタッフにてご利用の場所の相互確認（点検）をさせて戴きます。

清掃原状回復が困難である場合は、予めスタッフにご相談ください。別途料金で清掃を承ります。

※右図をご参照ください。
・ご予約の日から14日前まではキャンセル料として実行の料金の50％。14日前から当日キャンセル料として
　実行の100％が発生しますので、ご注意ください。

●制限事項（下記の行為は禁止致します）

●駐車場

●その他

（１）危険物の持ち込み。 
（２）近隣、館内の他の利用者の迷惑になる行為。 
（３）悪臭を発する物の持ち込み。 
（４）当施設の運営上不適切と思われる利用及び行為。 
（５）法令で禁じられている行為。 
（６）施設に損害を与える行為。 

＊建物・器物等を破損した際には、弁償費用として別途料金を頂きます。
＊お手洗い・厨房などの施設を著しく汚した際には、清掃費用を別途頂きます。
＊ご利用内容、形態等がお申し込みと異なった場合、当日でもご利用をお断り

 
する場合がございます。

・当施設には駐車場がございません。近隣の有料駐車場をご利用されるか 
 公共交通機関をご利用ください。 
（違法駐車等のトラブルに関しましては、当施設では一切の責任を負いかねます） 

・展示会などの長期間に渡るご利用の場合、展示品につきましては主催者の責任で 
 管理してください。 
・貴重品等お持ちの物は各自で管理をお願いします。万一盗難等の事故が発生 
 した場合当施設では一切の責任を負いかねます。 
・ご利用者間で起こったトラブル等に関しましては、当事者間でご解決ください。 
・トイレ・廊下・階段、共用スペースで他のお客様のご迷惑になる行為は 
 ご遠慮ください。 
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●厨房利用について

・食器・グラス・カトラリーは設置しておりません。
　使い捨ての容器又はお客様の食器持ち込みになります。

・ガスコンロ・冷蔵庫・作業台・洗い場・レンジなどの厨房機材が設置されています。
・使用した備品は全て洗って頂き汚れを充分取り頂いた後指定した場所においてください。(消毒する為)
・スポンジ・洗剤はございますが、調味料やラップ、クッキングペーパー、台拭き等はお持ち込み下さい。
・消費電力が高い電化製品・炭を使ったお料理などはお断りしております。
・万が一設備・備品・調理器具・食器等を破損した場合はスタッフにお申し出ください。
・油を多量に使う場合は固める溶剤をご用意ください。シンクには絶対流さないでください。
・床など著しく汚れた場合は拭き掃除、ガスコンロ、洗い場等は拭き掃除をお願い致します。

＊高校生以下のお客様のみでのご利用はお断りしております。（就業されている成人の方からのお申し込みと
　同伴が必要になります。
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