
施設ご利用時のお願い

●ご利用の予約・キャンセル

・ご予約可能な日時については予約サイトをご覧ください。

・ご予約がない場合はスペースの利用ができません。事前にご予約をお願いいたします。

・ご予約をキャンセルされる場合、前日 24 時までは予約サイトからお手続きができます。

　当日はメールにてご連絡ください。（info@ohisama-terrace.jp）

・予約時間を 10 分過ぎてもご来館がない場合は、キャンセルとさせていただきます。

●利用料

・クラフトルーム内には、使用に追加料金がかかる機材があります。

・受付時にお渡しする利用料精算表をクラフトルームにいるスタッフへお渡しください。

●材料購入

・クラフトルーム内で様々な材料やパーツを販売しています。

・材料を購入される場合は、クラフトルーム内のスタッフにお声がけください。

・現金決済はご利用いただけません。クレジットカードまたは電子決済にてお支払いください。
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必要事項記入

・機材や道具の使い方がわからないときは、自己流で使わずお気軽にスタッフにお声がけください。

・機材講習が必要な機材を使用したい場合は、必ず講習を受講ください。（有料）

　受講後は、機材の操作はご自身で行っていただきます。

・講習をご希望の場合は、オンラインよりご予約ください。

利用時の流れ
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受付で

お会計
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機材の利用

●機材講習が必要な機材

3D プリンタ、レーザー加工機、UV プリンタ、家庭用ミシン、職業用ミシン、ロックミシン

シルクスクリーン製版機、カッティングプロッター、トリマー、ジグソー

クラフトルームは、様々な作業をされる方がスペースをシェアします。

みなさまが安全かつ快適にご利用できるよう、

ご自身の作業内容に関わらず下記のルールをお守りいただくようお願いいたします。

予約サイト



安全なご利用のために

気持ちよくスペースをシェアするために

・クラフトルームはご利用者さまご自身でものづくりを楽しむことを目的としたスペースです。

　作業代行は行っていません。

・不安なことやわからないことがあれば、お気軽にスタッフにお声がけください。

・大人数（5 名以上）でのご利用をご希望の場合は、事前にご相談ください。

・法人による商業目的のご利用（商品を生産したい、イベントを開催したいなど）は、ご相談ください。

その他

①ゴミや端材の扱い

・ゴミは基本的にご自身でお持ち帰りください。チリや糸くずなどの小さな可燃ゴミは受付時にお渡しする

   袋に入れて、お帰りの際にクラフトルームにいるスタッフまでお渡しください。

・他の方が利用できそうなサイズの端材でいらないものがあれば、ご相談ください。

　※ご自身で端材ボックスへは入れないでください。

②スペース内でのご飲食

・お食事の際は、おひさまテラスのパブリックスペースをご利用ください。飲み物はクラフトルーム内で

　飲んでいただいて構いません。（ご飲食後の容器は、各自でお持ち帰りをお願いいたします。）

③途中退出

・食事などで途中退出したい場合は、スタッフにお声がけください。

・途中退出中も利用時間として換算しますのでご了承ください。

①作業環境の整備

・工具の置き方やコード類の扱いには、十分注意してください。

②安全な服装での利用

・動きやすく汚れてもよい服装や作業しやすい靴で作業をしてください。

・露出の多い服やサンダル、長い髪、アクセサリー等は、ケガや事故の恐れがありますので注意してください。

③お子さまへの配慮

・こども会員同伴でのご利用の場合、お子さまにケガやトラブルがないよう、目を配りながら作業を

　行ってください。

・こども会員がスペース内にいる場合は、周囲の利用者さまのご理解と安全へのご配慮をお願いします。

④ケガをしてしまったら

・怪我をしてしまった場合は、スタッフへお声がけください。救急セットをご用意しております。

　大きな怪我の場合は、近くの医療機関をご紹介いたします。
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小学生のお子さまがクラフトルームを利用する際は、

必ず「施設ご利用時のお願い」「クラフトルーム 会員規約」とあわせて、本紙の内容をご確認ください。

初めてご利用の際は、必ず保護者の方同伴のもと

会員登録が必要です。

●怪我・事故の責任

怪我や事故に関しては、クラフトルームは責任を負いかねます。保護者の方のご判断のもと、安全にご利用

ください。

●緊急のご連絡先

怪我や事故・災害等が発生した場合の緊急連絡先をこども会員ノートに必ず記載してください。またお子さ

まのみでご利用される時間中は、いつでも連絡がつくようにお願いします。

●お子さまの写真撮影

記録用、また Web サイト等のインターネット上で公開する目的で、お子さまの作業風景や作品等の写真を

撮影させて頂く場合がございます。撮影不可の場合は事前そのようにお伝えください。万が一、インターネッ

ト上に公開した写真で不快に感じるものがあった場合、メールまたはお電話にてご連絡ください。速やかに

該当写真の削除を行います。

※その他の項目については、「クラフトルーム 会員規約」に準ずるものとします。

保護者の皆さまへ

会員登録

お子さまから目を離さず、安全に注意してご利用ください。工具の利

用は必ず保護者の方による補助のもと行ってください

当日はこども会員ノートに保護者の方が必要事項を全て記入して、お

子様に持たせてください。受付時にスタッフがノートをみて、工作の

内容やご予算について 確認させていただきます。

保護者の方

と利用する

1

お子様のみ

で利用する

2 ※小学 5・6 年生のみ

こども会員のご利用について

ご利用方法

注意事項



利用料金表

・こども会員は小学生、ティーン会員は中高校生、それ以上の方はおとな会員となります。

・小学生未満のお子さまは、クラフトルームのご利用はできません。

・1 ヶ月利用券をご希望の方は、受付にてお申し込みください。

クラフトスペース内にご用意しています。各素材についている値札をご確認ください。

●作業スペース利用料金

会員種別

紙の種類

時間利用 1 日利用 1 ヶ月利用券

おとな会員

ティーン会員

こども会員

330 円

220 円

110 円

1,100 円

770 円

330 円

16,500 円

11,000 円

5,500 円

●有料機材利用料

●材料販売

3D プリンタ

レーザー加工機

UV プリンタ

A3 複合機

シルクスクリーン製版機

マット紙

半光沢紙

光沢紙

マットシール紙

A0 サイズ A2～A1 サイズ

770 円／枚

1,100 円／枚

1,100 円／枚

1,650 円／枚

550 円／枚

770 円／枚

770 円／枚

1,210 円／枚

110 円／ 10 分（占有時間）

330 円／ 10 分（稼働時間）

330 円／ 10 分（稼働時間）

30 円／枚 ※カラー・サイズ問わず

1,100 円～／版

・大判プリンタ



「おひさまテラス クラフトルーム」会員規約

本規約は、イオンタウン株式会社（以下「当社」）が運営する施設「おひさまテラス クラフトルーム」（以下「当施設」）をご利

用されるにあたり、ご契約内容とすることをご承諾いただく事項となります。必ずお読みになり、同意の上、ご利用くださ

い。

また、参加される講座もしくはワークショップごとに遵守いただく事項が定められる場合もありますので、個別の申込

フォーム等に記載されたご注意事項をよくご確認のうえ、お申込みください。

第1条（適用範囲）

当社が会員との間で締結する当施設利用のルールおよびこれに関連する契約その他の合意事項は、本規約および関連

諸規則の定めるところによるものとし、本規約に定めのない事項については、法令によるものとします。

第2条（当施設の利用）

1. .当施設の通常利用は会員制とし、別途当社が定めたサービス内容、利用範囲、料金および注意事項に応じて

当施設ならびに施設内の設備および機器を利用することができます。

2. 当施設ならびに施設内の設備および機器の利用にあたっては、会員は本規約に同意し、当施設の開館時間内

に所定の利用料金を支払うものとします。

3. 営業時間内であっても、機材によってはスタッフによる監督の下に限り利用を認める等、機材および施設の利

用を一部制限する場合があることをあらかじめ了承する。

第3条（こども会員・ティーン会員）

1. 会員登録を希望する者が未成年の場合、本規約の内容すべてに保護者（法定代理人とし、以下同様）の同意

を必要とします。また、法定代理人が存在する場合は、本規約に基づく責任を全て負うものとします。

2. 小学生の会員を「こども会員」、中学生・高校生の会員を「ティーン会員」と分類します。

3. 小学生以下の方は会員登録およびクラフトルームの利用はできません。保護者同伴の上、「こどもクラフトス

ペース」をご利用ください。

4. 「こども会員」は基本的には保護者が同伴し、機材や工具の利用は保護者の補助のもと行うこととします。ただ

し、小学５・６年生は、本人のみでのご利用も可能です。その場合、保護者が「こども会員ノート」に必要事項を

記載し、必ずそのノートを持参することを条件とします。

第4条（遵守事項）

会員は当施設の利用にあたり、次の各号の事項を予め承諾し、遵守するものとします。

　1)他の会員と協調性をもって行動すること。

　2)当施設並びに施設内の設備および機器の利用につき、当社の定めるマニュアル等の記載を遵守すること。

　3)本規約、関連諸規則、当施設スタッフの指示を遵守すること。

第5条（利用の制限）



当社が、会員による機材の取り扱いが困難であると合理的に判断する場合、当該会員に対して当施設および機材の使

用を認めない場合がある。その他利用制限の詳細な規定に関しては、別途「クラフトルーム ご利用時のお願い」において

定めるものとし、会員はこれに従うものとする。

第6条（保護者の責任）

会員登録を希望する者が未成年の場合、本規約の内容すべてに保護者（法定代理人とし、以下同様）の同意を必要とし

ます。また、法定代理人が存在する場合は、本規約に基づく責任を全て負うものとします。また、未成年の会員がサービ

スを利用するにあたって、保護者の氏名・住所等の個人情報が登録された場合、保護者に販売促進メールやDMが送付

されることがあります。

第7条（当施設への立ち入り）

当施設への入場は本規約または別途当施設が定める事項にて認めた会員のみ入場を認めるものとします。ただし、他

の会員およびスタッフに対し迷惑行為が認められるなど、当社が入場を不適当であると合理的に判断した場合、当該会

員および見学者の入場を制限する場合があります。

第8条（機材および工具の利用について）

1. 当施設において会員が利用できるサービスの内容は、次のとおりとします。

　1)当施設に設置されている機材のうち、当社が指定する機材（以下「特定機材」といいます）の利用に際し、事

前に当社が別途指定する「機材講習」を受講し、機材使用のルールに従って利用するものとします。

　2)特定機材は、当社所定の当日予約、または事前予約を行って利用するものとします。

　3)特定機材の当日予約は、当日機器が使用可能な状態でかつ、対応可能なスタッフがいる場合にのみ行うこ

とができるものとします。

　4)全ての機材および工具の利用に際し、利用後に会員自身がその機材または工具およびその周辺の清掃を

行うものとします。

　5)会員が、特定機材の予約を行ったにもかかわらず、予告なく予約時間から10分経過後も当施設へ来場がな

い場合は、当該予約は解除されるものとします。

　6)「クラフトルーム ご利用時のお願い」及び当社が指導した機材講習の内容や、機材使用のルールに反した

利用が見られた場合、会員は一定期間の予約を禁止される場合があります。

2. 当社が別途合意する場合を除き、会員に対し、当施設外への個人使用のための機材の貸与は行わないものと

します。会員は、当社に無断で当施設の備品を移動すること、また当施設に造作を施し、改造することは行って

はなりません。

3. 機材や道具の持ち込みは制限しておりません。ただし、お持ち込みの機材や材料の紛失・破損に関しては、当

社は一切責任を負いかねます。また、他の会員およびおひさまテラス利用者を害すると判断したもの（匂いが強

すぎる、著しい騒音または振動を発する等）については持ち込みをお断りする場合があります。

第9条（会員の責任および当社の責任）

1. 会員は、当施設および機材や工具の利用にあたって「クラフトルーム ご利用時のお願い」及び「機材講習」の内

容を遵守し、他の会員の安全に努める義務を負うものとします。

2. 会員が当施設利用中に起きた各種トラブル（傷病、火災、盗難、人身事故、および機材・器物・建物・内装の破

損・汚損を含むが、これらに限られない。以下「事故等」という。）並びにこれらから生じる損害および損失につい

ては会員が各自責任を負うものとします。当社の故意または重過失による事故を除き、当社は、何らの法的責

任を負いません。また、当施設で制作した成果物によって起きた事故等については、会員ないし製作者が責任

を負うものとし、当社は、何らの法的責任を負いません。



3. 当社が指導した「クラフトルーム ご利用時のお願い」及び「機材講習」の内容や、施設利用のルールに反して機

材、資材、付帯設備、什器、備品等に破損・故障・紛失が生じた場合、直ちに当施設に連絡するとともに、会員

がその損害および損失（原状復帰費用および弁護士費用を含むが、これらに限られない。）を賠償するものとし

ます。

4. .会員が購入した資材につき、これらから生じる損害および重過失については会員が各自責任を負うものとし、

当社は何らの法的責任を負いません。

5. 当社の故意または重過失により、会員または第三者が損害を被ったときは、当社はその損害を賠償することと

します。

第10条（作業内容および成果物への干渉）

当施設で制作するものについて、その制作方法や制作目的、制作内容などについて、当社はなんら関与しないものとし

ます。ただし、当社が事故等を未然に防ぐ目的で、会員に対して制作物の材料、制作目的、制作方法、制作状況等をた

ずねる場合があり、このとき会員は虚偽なく返答することとし、当施設スタッフの指示に従わない場合は当該会員の施設

および機材の利用を認めない場合があること、また、当社が質問の内容を独自に調査する権限を有することを会員はあ

らかじめ了承するものとします。

また、当社が下記のa〜iの項目に当てはまると判断したものに関しては、当施設を利用して制作することを禁止します。

a.法令で制作、所持、保持その他の処分が禁止されているもの

b.第三者の知的財産権その他の何らかの権利を侵害するもの

c.当社が他の会員および近隣住民を害すると判断したもの（匂いが強すぎる、著しい騒音または振動を発する

等）

d.当社および当施設の管理または運営上支障が生じるもの

e.特定の宗教活動のための利用を目的としたもの

f.特定の政治活動のための利用を目的としたもの

g.特定の思想・信条、国籍、人種や団体等に対する差別またはこれを援助助長することを目的としたもの

h.暴力団その他の反社会勢力の活動を助長し、それらの運営に資する疑いのあるもの

i.その他、著しく公序良俗に反する等、当社が当施設の利用法として不適当と判断したもの

第11条（成果物）

当施設において会員が作成した成果物に関する著作権（著作権法第27条および第28条の権利その他の権利を含

む。）、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権（これらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録

等を出願する権利も含む。）その他一切の権利は、作成した会員自身に専属的に帰属します。但し、当施設の性質上、

会員の制作風景および成果物の秘匿が困難であることを会員は了承するものとします。そのため会員は当施設の際に、

成果物および制作風景が第三者の目に触れる可能性があることについて承諾する。また、当社は当該会員の承諾を得

た場合に限り、成果物を当社の広告宣伝または研究目的のためにウェブサイト（ウェブサイト、SNSを含むが、これらに限

られない。）やチラシ、パンフレット等の宣伝販促物に掲載する等、公開することができます。

第9条（商業利用について）

当社の所有または占有する機材を使っての製品の制作は、他の会員の迷惑にならない限り認められるものとします。た

だし、当施設会員は基本的に個人または少人数のグループでの使用を想定しており、法人あるいは大人数のグループ

による商業目的の使用については、事前に当社の承諾を得なければならないものとする。この際、使用に際し一定の条

件を付与する場合があります。

第10条（資材および制作物等の預かり・データの保管）

当施設は、資材および制作物等の預かりをしないものとします。会員は、当施設の機材に残る作業データはその日のう

ちに消去するものとし、データ保管に関して当社は一切の保存・管理責任を負わないものとします。



第11条（個人情報の取り扱い）

当社は、当施設ご利用のためにご提供いただいた会員の登録情報および個人情報を法令を遵守し、適切に管理いたし

ます。詳細については別途「個人情報のご提供に関する事項」に定めており、会員登録にはこの「個人情報のご提供に

関する事項」をよくお読みいただき、同意書にてご同意いただく必要があります。

第 12 条（写真等の撮影及び利用）

1. 当社は、利用中の会員の写真・動画等の撮影を行う場合があります。撮影した会員の写真・動画等は、当施設

ホームページや当社の制作する告知・販促物等に使用する場合があり、会員及びその保護者は予めこれを了

承するものとします。会員及びその保護者は、写真・動画等の撮影及びその使用を拒否する場合は、会員登録

時に必ず申告するものとします。事前の申告が無かった場合、当社は、写真・動画等の撮影及びその使用に、

会員及びその保護者が同意したものとみなします。

2. 会員及びその保護者は、利用中に、テレビ、新聞、ラジオ、ウェブメディア等の取材が行われる場合があること

を了承します。当該取材を拒否する場合、会員及び保護者は当社スタッフ又は取材者に、事前に申告するもの

とします。事前の申告が無かった場合、 当社は、会員及びその保護者が当該取材に同意したものとみなしま

す。

3. 会員及びその保護者は、利用中の写真・動画等を撮影する場合には、他の会員及びその保護者の顔や個人

情報 等が写らないようにするか、事前に許諾を得るものとします。

第13条（規約の改定）

当社は、本規約を随時中止又は変更することができるものとし、本利用規約を改定する場合は、その3日前までに当施

設、Webサイトおよびメールにて告知するものとする。本規約の変更の効力が生じた後に会員が当施設を利用した場合

は、変更後の本規約のすべての内容に同意したものとみなされます。

第14条（管轄裁判所・準拠法）

1. 本規約に関する一切の訴訟その他の紛争については、千葉簡易裁判所または千葉地方裁判所を第１審の専

属的合意管轄裁判所とするものとします。

2. 本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

令和 4 年7月1日制定
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