
オーキッド ミュージック サロン 利用規約 
 
お客様がオーキッド ミュージック サロン（以下、当サロン）をご利用されるにあたっては、以下の利用規約をお読みいただき、

同意の上でご利用下さい。なお、本規約、利用料金につきましては予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 
【利用料金】 
○当サロンの施設及び付帯設備の利用に際しては、別表に定める利用料をお支払いいただきます。 
【利用料の精算】 
○利用予約成立後、予約金として、利用される月の７カ月前までにサロン利用料全額を納入していただきます。 
 振込先：みずほ銀行 鷺沼支店 普通 2100847 口座名(株)サウンド＆ミュージック クリエーション 
○利用日間近の予約の場合には、予約成立後、1 週間以内に予約金を納入していただきます。 
○予約金以外の費用（ピアノ使用料等）は、利用日当日にお支払いいただきます。 
【キャンセル料】 
○利用月 6 カ月前の１日～利用月 4 カ月前の月末→サロン利用料の 50％ 
○利用月 3 カ月前の１日～利用月 2 カ月前の月末→サロン利用料の 75％ 
○利用月 1 カ月前の１日～利用当日→サロン利用料の全額 
【付帯設備のお申込み】 
○ピアノ利用の場合は予約時にお申し込みください。 
○ピアノ以外の付帯設備利用は、利用日の 1 週間前までにお申し込みください。 
【ピアノの調律】 
○ピアノの調律は当サロン指定の業者を利用していただきます。 
○ピアノの調律のお申し込み及びキャンセルは、利用日の 1 カ月前迄とさせていただきます。 
○当サロンのピアノの通常ピッチは a’＝442Hz です。変更する場合は事前にお申し出ください。またピッチを変更した場合、通常

ピッチに戻すための調律費用を負担していただきます。 
【事前打ち合わせ】 
○当サロン利用上の準備、諸設備利用の細部の事前打ち合せは、利用日の 2 週間前迄にお願いいたします。（プログラム等をご持参

願います。）  
【個人情報の取り扱い】 
○当サロンの利用に際してお客様から取得した氏名、メールアドレス、住所、電話番号等の個人情報は、原則として当サロンのサー

ビスに関する情報をご提供する目的や当サロンに対するご意見、ご要望に関する今後の改善、及び、問い合せに関するご回答の

ために利用致します。それ以外の目的で利用する場合は個人情報をご提供いただく際に予め目的を明示しておりますのでご確認

下さい。  
○お客様の個人情報は、お客様の事前の同意なく第三者に対して開示することはありません。ただし、下記の場合には、お客様の事

前の同意なく、当サロンはお客様の個人情報を開示できるものとします。  
・法令に基づき開示を求められた場合。 
・当サロン、他のお客様またはその他の第三者の権利、利益、名誉、信用等を保護するために必要であると当サロンが判断した

場合。 
・お客様が自分の個人情報の開示を事前承認した場合。 

【禁止事項】 
○当サロン及び付帯設備の使用権を第三者に転貸または譲渡できません。 
○当サロン責任者の承認のない館内展示、商品展示及び商品販売、録音、寄附の募集等はお断りいたします。 
○施設内の指定場所以外での飲食は固く禁じます。全館禁煙です。 
○生火、火薬等危険物に類する物の館内持ち込み及び使用は、一切お断りいたします。 
○内装や舞台を傷める恐れのある楽器等搬入はお断りいたします。 
【注意事項】 
○当サロン備品以外の器物の搬入及び、特殊な設備をほどこす場合は、当サロン責任者の了承を得て下さい。（テープ貼付等含む） 
○当サロンの内装、備品、器物を破損、紛失された場合はその賠償をしていただきます。 
○持込品、施設品等の搬出又は撤去が遅延し、当サロン運営に支障が生じた場合は当サロンで処理しますが、その費用は利用者の負

担となります。（搬出・搬入はご使用時間内に必ず終了させてください。） 
○入場者の受付、人員整理はご使用者側で責任をもって行ってください。サイン会は指定された場所でお願いします。 
○備品等は予め設置されている場所にてご利用ください。移動が必要な場合は当サロン責任者の了承を得て下さい。 
○演奏者の手持ち大型楽器の搬入については前もってご相談ください。 
○ゴミ類はすべてお待ち帰りください。  
【契約解除および免責事項】 
○催物の内容・利用目的によっては、利用をお断りする場合があります。 
○当サロンの利用予約確定後、あるいは利用中でも下記のような場合には、利用を中止させていただきます。この場合、損害補償は

いたしません。  
・事前のお申し出なしに、お申込みの際の利用目的と異なった用途に利用の場合。 
・当サロンの利用規約に違反した場合。  
・お申し込み催事の開催によって当サロン及び附属の場所に混乱が生じ、または諸般の危険が予想されると、当サロンがみなし

た場合。  
・自然災害、人的災害、事故などによって、当サロンが使用困難となった場合。 

○当サロン利用中に発生した人的・物的損害の賠償はいたしません。音響機器の故障、誤作動、接続機器の不具合等によって、正常

に録音・再生ができなかった場合の内容（データ）の補償、録音・再生できなかった内容の損失、および直接・間接の損害に対

して当サロンは一切の責任を負いません。 
 
本規約は、2014 年 9 月 1 日より施行致します。 



《別表》オーキッド ミュージック サロン 料金表 
 
◆サロン料金表《通常利用》                                  単位 円：税別（10％税込） 

単位 利用時間帯 平日 土曜 日曜・祝日 休館日の利

用、料金は

祝日扱い 
（午前）  9：30～12：00 19,000（20,900）  28,500（31,350）  33,000（36,300） 
（午後） 13：00～16：30 28,500（31,350）  38,000（41,800）  47,500（52,250） 
（夜間） 17：30～21：30 46,500（51,150）  57,000（62,700）  61,000（67,100） 
（午前・午後）  9：30～16：30 42,500（46,750）  60,000（66,000）  76,000（83,600） 
（午後・夜間） 13：00～21：30 68,000（74,800）  85,500（94,050）  99,000（108,900） 
（全 日）  9：30～21：30 80,000（88,000） 104,500（114,950） 120,000（132,000） 

・利用時間には、準備、調律、リハーサル、本番、片付け、精算、退出を含みます。 
・料金には、照明（音楽会、発表会、講演会用の固定照明）、陰アナウンスマイク、楽屋、受付用長机 1 脚、受付用椅子 2 脚の利用

料を含みます。他の付帯設備は別料金になります。 
・機材を持ち込んでの録音、録画ための利用は、《通常利用》とさせていただきます。 
・規定時間の前後を利用せざるを得ない場合は、30 分単位で追加料金（30 分 7,000 円税別／30 分 7,700 円 10％税込）が必要と

なります。但し、予約が出来るのは 2 区分以上予約をしている場合で、かつ前後の区分の利用者に差し支えない場合のみです。 
 
◆サロン料金表《リハーサル利用》        単位 円：税別（10％税込） 

単位 利用時間帯 平日・土曜・日曜・祝日 
１区分（午前）  9：30～12：00 14,000（15,400） 

（午後） 13：00～16：30 21,000（23,100） 
（夜間） 17：30～21：30 28,000（30,800） 

2 区分（午前午後）  9：30～16：30 32,000（35,200） 
（午後夜間） 13：00～21：30 45,000（49,500） 

3 区分（全日）  9：30～21：30 56,000（61,600） 
・利用時間には、準備、調律、片付け、精算、退出を含みます。 
・リハーサル利用の料金には、照明（音楽会、発表会、講演会用の固定照明）の利用料を含みます。他の付帯設備は別料金になります。 
・リハーサル利用では、楽屋及びマイク、録音機器の付帯設備は利用できません。客席の利用にも一部制限があります。 
・リハーサル用としてお貸し出しできるか否かは、当館にて判断させていただきます。 
 
◆サロン付帯設備料金表①                                   単位 円：税別（10％税込） 

サロン時間区分 ピアノ 練習室 1 練習室 2 応接室 
1 区分  9,500（10,450） 3,000（3,300） 5,000（5,500）  5,000（5,500） 
2 区分 17,000（18,700） 5,500（6,050） 9,000（9,900）  9,000（9,900） 
3 区分 23,000（25,300） 8,000（8,800） 13,000（14,300） 13,000（14,300） 

 
◆サロン付帯設備料金表② （1 日分）                      単位 円：税別（10％税込） 

付帯設備 料金 備考(機種・在庫数等) 

ピアノ調律料 23,800～ 
（26,180～） 

当サロン指定の業者を利用すること 

立ち合い希望は要相談 

ピアノ椅子／1 脚 500（550） ボックス型 1 脚／背もたれ付 2 脚 
補助ペダル／1 台 500（550） 吉澤 AX-100 1 台 

長机／1 脚 300（330） 10 脚 
譜面台／１台 100（110） 折り畳み式 10 台 
ワイヤードマイク（スピーチ用）／1 本 800（880） SHURE SM58 2 本 

ワイヤレスマイク（スピーチ用）／１本 1,000（1,100） TOA WM-1220 2 本 
録音用吊マイク 500（550） RODE NT4 
マイクスタンド／1 本 200（220） ストレート 1 本／ムーブ 1本 

録音機器(CD-R) 

※録音用吊マイク使用料込 

1,000（1,100） TASCAM 

 
◆ギャラリー料金表 （1 公演分）               単位 円：税別（10％税込） 

ドリンク・サービス利用：10,000（11,000） 展示スペース利用：15,000（16,500） 
・ギャラリー単独でのご利用はできません。サロンと一緒にご利用ください。             
 
◆練習室料金表《一般利用》             単位 円：税別（10％税込） 

 練習室 1 練習室 2 
30 分利用料金 750（825） 1,250（1,375） 

・利用時間には開扉換気のための時間が含まれます。開扉換気は利用時間の最後に 5 分間行い、その際は練習室からの退出をお願い

いたします。 
2021 年 11 月 1 日改定 


