
hajumari の木 スペース利用について 
hajumari の木でのイベント開催をご検討いただきありがとうございます。 

スペース利用についての詳細、注意事項のご案内です。 
オーナー２人は不在でのスペース貸出しとなりますので 
必ず一度対面でお話しをしてから貸出しさせて頂きます。 

 

ご利用対象 
 利用規約をしっかり理解した上でご利用いただける方。 

 報告・連絡をしっかりと行ってくださる方。 

 
・宗教活動、ネットワークビジネスの勧誘販売、 
公序良俗に反する内容はご利用いただけません。厳禁です。 
・利用目的によりお断りさせていただくこともございます。 
・ご利用申込内容に、偽りがある場合は申し込みの取り消しや 
利用停止とさせていただく場合がございます。 
・ご利用者様が第三者に当施設レンタル利用をさせることは禁止いたします。 
・当施設の許可なく、レンタルスペース以外の場所を利用した場合は、 
追加料金をいただくとともに、今後の利用はお断りいたします。 

 

hajumari の木 住所 
 〒536-0007 
  大阪市城東区成育４-１７-２３-２０２ 
 
詳しいアクセス方法などは、HPをご覧ください。 
『hajumari の木』で検索 

または、https://www.hajumarinoki.com/ 

 

ご利用可能時間 ※基本的にオーナー不在です。 

 ９：００頃～１７：００頃 （17 時以降の利用は要相談） 

午前レッスン後に交流会やランチタイムなどでご利用いただいても構いません。 

その場合も必ず報告や連絡をよろしくお願い致します。 



利用料金 
・１日の売上の２０％（上限５０００円） 
 
例）10,000 円売上の場合→２０％の2,000円利用料 
30,000 円売上の場合→２０％が6,000 円となるので上限の5,000 円が使用料 
 

・月１０日以上ご利用される場合は月上限40,000 円（2020年 1月から当面の間） 
 
・セミナーなどで使用の場合は1日 5,000 円の利用料となります。 
 

 料金は、少しでも開催者様の負担にならないよう 

使いやすい値段設定にいたしました♡ 

※複数人で開催する場合、各自の売上から２０％となります。 
 

委託販売スペースについて 
 1 月からも委託販売スペースはオープンしております。 
委託販売スペースを継続した理由は、来店されるお客様に喜んでいただくため 
そしてお客様の満足度を上げるため継続を決定いたしました。 
 
そのため、イベント開催時にお客様から購入の希望があった場合、 

可能な限りで対応をお願い致します。 販売ご協力ありがとうございます！ 
《支払い方法》 
 基本的には hajumari の木お店用paypayにてお客様にお支払いただきます。 
どうしても現金購入希望のお客様がいらっしゃった場合はお断りいただいても構いません。 
または、無理のない範囲内で開催者様にお釣りの準備があり現金での金銭授受が可能な場合は開
催者様の方で現金のやりとりを行っていただけますと幸いです。 
 
《販売方法について》 
 ・全ての商品に、値段・商品番号・作家名が記載されたシールが付いています。 

このシールを必ず商品から剥がしてください🙇 全てシールにて管理しております。 

・剥がしたシールを見ながら金銭授受を行ってください。 
・剥がしたシールは売上報告用紙の裏にまとめてお貼りください。 
※退店時の売上報告書に、販売数・paypay支払い金額の合計、現金支払いの合計を記入する
欄があります。必ず販売方法、販売数などがわかるようにしてください。 
 



利用料金の支払い 
料金はスペース利用終了後に現金にてお支払いください。 
 
《支払い方法》 
・先ずは売上報告用紙を必ず毎回記入してください。 
※売上報告用紙は1人 1枚記入してください。 
・委託販売があった場合は、剥がした商品シールを売上報告用紙の裏に全てお貼りください。 
・封筒に売上の２０％＋委託現金販売売上（現金販売があった場合のみ）、売上報告用紙を入れ
て必ずのりで封をしてからレジPOSTへ入れて下さい。 
※売上報告用紙と封筒やのりはこちらで用紙しております。 
 

 
 

・複数人でイベント開催する場合は1人 1枚ずつ記入すること。 

 ※委託販売報告は代表の方がまとめてご記入ください。 
・参加費が一律ではなく、メニューにより異なる場合は空白で構いません。 
 

売上を虚偽報告した場合、今後のスペース利用をお断りすると同時に 

SNS で虚偽報告の事実を公にさせていただきます。 

皆様のことを信じて、信じた方だからこそお貸ししております。 

お互いのことを想って行動してください。 

商品シール 

商品シール 

商品シール 

商品シール 



最重要確認項目 
 ・お帰りの際、道路への飛び出しに気をつけてください。 
  交通量の多い道路です！飛び出し厳禁。 
 
 ・階段下からはみ出してベビーカーを置いたり、建物の外にベビーカーを置くのはNG。 
  大家さんからのお叱りが入ります。必ず、階段下は２台。それ以上のベビーカーは、 
  ビル２階玄関の中までお運びください。 
 
 ・自転車は、近くの公園 公民館横辺りに駐輪ください。 
ビルの下には絶対に置かないでください。 

 
 ・室内の階段がとにかく急です。必ず手すりを持って上り下りしてください。 
  荷物は２階に置いた状態で、３階にお子様を連れて行きその後に荷物を運ぶなど 
  事故や怪我のないようにくれぐれもお気をつけください。 
  転落事故等、事故や怪我には当店は一切責任を負えません。 
 
 ・火気厳禁 
  ガスコンロの無許可での使用はNG。冷蔵庫上のレンジの使用はOKです。 
  キッチン上の棚にあるティファールの使用もOK。 
  冷蔵庫は、原則使用禁止といたします。 
  ※ご要望がありましたら、前日までにご相談ください。 
 
 ・洗面台やシンクの利用はOK。ペーパータオルやティッシュもご使用いただけます。 
 
 ・飲食は、２階スペースと３階和室のみ可能です。洋室では飲食はNGです。 
   
 ・皆様のことを、信用しお店をお貸ししております。 
  お帰りの際は、使用前の状態にできる限り戻すようご協力をよろしくお願いします。 
  ※オーナー2人もママのため、夜にお掃除に来ることができません。 
   ご理解ご協力のほど、よろしくお願いします。 

 
 ・著しい破損や汚損があった場合は、弁償いただく場合もございます。 
  ex)Francfranc の壁紙へ落書きなど。 
  大きな破損、汚損などがありましたら隠さずご申告のほどよろしくお願いします。 
 
 ・ゴミについて 
  ゴミ袋を1枚ご用意しております。 
そちらに２階のゴミ、トイレや洗面所のゴミなどおまとめいただき、退店時にゴミ捨てをよ
ろしくお願いします。※大人数でご利用の際などは、追加でゴミ袋を持ち込みください。 
おむつも捨てていただいて構いません。ペットボトルのみ、キッチンにあるペットボトルボ
ックスに中身を濯いで捨ててください。溢れたタイミングでオーナーが捨てます。 



《ご利用の流れ》 
 ・初回顔合わせ、打ち合わせ 
・開催日相談→決定 
 ・告知文、告知画像の作成（開催者様ご自身で作成してください） 
 ・告知スタート！ hajumari の木のインスタでもどんどん告知お手伝いを行います♡ 
 ・開催日前日 予約者リスト詳細をお店のLINE＠またはお店のインスタDMへ連絡徹底 
 ・当日 素敵なイベントにしてください！♡ 
 
使用開始時刻になりましたら、お越しください。玄関にキーボックスを掛けてありますので
LINE＠にてお伝えする４桁の番号でキーボックスを開けてください。 
 
開け方 

 
４桁の番号を合わせる     鍵を取り出す        キーボックスを閉める 
 

鍵でドアを開ける 
※玄関の２個ある鍵穴のうち、下の鍵穴のみ施錠しております。 
下の鍵穴を開けていただき、つまみも押しながらドアを開けてください。 
ドアを押すだけでは開かないので焦らず。 



キッチン前のテーブルにある確認書類をチェックしていただき、鍵置き場にて鍵を管理。 
 
入店チェックリスト、重要確認事項をしっかりお読みいただき、イベント開催申込書のご記
入よろしくお願いします。※申込書はこちらで準備しております。 
 
イベント開催申込書の写真を添えて、LINE＠へ使用開始のご連絡をよろしくお願いします。 
 
 
チェックリスト、重要確認事項の内容を守りながらスペースをお使いください♡ 
 
 
 

住所 

大阪市城東区成育（せいいく）４−１７−２３−２０２ 

『あおい鶏』が目印 や 『成育公園』が目印 とお伝えするとスムーズです。 

 

最近、大家さんによる自転車やベビーカーの置き場への注意が厳しいです。。 

お客様がお越しになりましたら、自転車とベビーカーをどこに停められたか確認してください。 

自転車は公園へ ベビーカーは一階に溢れるようなら２階へ お願いします。 

 

ゴミの片付けなどをしっかり行っていただけるのであれば、 

UberEats などをご利用いただいても構いません。 

 

 

 

        
 
和室の内鍵： 
和室で皆様過ごす際にお子様がドアが開けるのが気になる方はご使用ください。 
 
階段上のベビーゲートの補助ロック： 
転落防止ロックです。ゲートを触るお子様がいらっしゃる場合は、安全のため施錠をお勧め



します。くれぐれも転倒や怪我にお気をつけください。 
 
冬は寒いので、トイレの温座機能もご利用ください。コンセントを挿すと温座になります。 
冷蔵庫横のガスの元栓を縦に開けて、冷蔵庫上の運転ボタンを押すとお湯も使用できます。 
 
洋室のエアコンに関しては、窓枠にリモコンを置いておりますので真ん中の仕切りの隙間か
ら電源のオンオフの操作を行ってください。 
 
ご利用が終了しましたら、 
退店チェックリストをご確認いただきながら退店準備を行なってください。 

   
和室全体の写真             ３階和室のエアコン電源OFF後の写真 
洋室手前全体の写真  キッチンエアコン電源OFF後の写真 
トイレの便座横のコンセントを抜いた写真をお撮りください。 
 
上記写真を参考にスマホでお写真をお撮りください。 
 
数日利用者がいない場合もございます！ 

キッチン、和室、洋室 ３つのエアコンの切り忘れにご注意ください。 

特に洋室のエアコンは覗き込んで確認のほどよろしくお願いします。 
エアコンの消し忘れに関しては、後日別途追加料金をいただく場合もございます。 
 
トイレのコンセントを抜き、ガスの元栓も横にしておしめください。 
 
 
最後に、 
・退店チェックリストの写真 



・指定箇所の写真 
上記を添えて退店の報告をお店のLINE＠へよろしくお願いします。 
 
 
退店時は忘れ物に十分にご注意ください♡ 
皆様で、スマホ・財布・鍵など忘れ物がないか今一度ご確認ください。 
 

しっかりとドアを施錠していただきキーボックスへ鍵を返却ください。 

その後、キーボックスが開かないようにダイヤルを回しておいてください。 
 
 
ゴミはゴミ袋におまとめいただき、退店時に向かい側のマンションのゴミ捨て場にお捨てく
ださい。ご協力の程、よろしくお願いします。 
 

最後に！！大家さんからのお申し出ポイントです😂  
開催者様が退店時（鍵をキーボックスに返却後） 
お店横のウエスト株式会社（大家さんの会社）の店内電気が消えていた場合は、ビル二階の

廊下電気を必ず消してください🙇 厳守でよろしくお願いします！ 
 

        
 
ご理解、ご協力に感謝いたします♡ 
上記内容をご理解、ご協力いただける方のみスペースご利用が可能です。 
 
                                         以上 
                                 笠井 由果、林 麻里 



                                 

 

※受付者※

生年月日

年 月 日

〒 -

上記の内容に、すべて同意いたします。

署名 ：

年月日 ： 年 月 日

hajumariの木　イベント開催申込書

開催日 20 年 月 日

施設利用に関する同意書

　当施設利用内で発生した個人所有物の盗難、紛失、破損、汚損

また施設利用時の事故や怪我等について当施設では一切の責任を負いません。

	当施設は「ママの憩いの場」「ママの駆け込み寺」のように

『ママに心地よく過ごしてもらいたい』という想いで運営しております。

別紙規約を守り、丁寧にご使用ください。万が一破損、汚損が発生した場合は必ずご報告ください。

ふりがな

代表者名

ふりがな

住所

電話番号 Instagram

ふりがな

活動名（屋号）

開催内容

メールアドレス



《入店時チェックリスト》 

入店しましたら、開催者様は入店した旨を ～hajumari の木～LINE＠へお知らせください。 

添付写真：記入済みのイベント開催申込書の写真  

□ベビーカー置き場 

ビル 1階階段下スペースにおけない場合、ビル 2階の玄関（内側）にベビーカーを置いて下さい。 

□カギは鍵置き場に 

カギはテーブル上の鍵置き場に置いてご利用ください。 

□トイレ、洗面所 

2 階（玄関の階）にございます。  

トイレのドアノブが修理しても直らずドアが開けにくいです。申し訳ございません。 
ぐぐっ！と押し込みながらゆっくり回すと開きます。ドアノブも引っ張るとすぐに外れてしまいますが
気にしないでください。DIYの際に修理しましたが直らずでした。申し訳ございません。 
 

□机 折りたたみの机を和室の押入れ右下にご準備しております。ご自由にご利用下さい。 

□和室の引き戸 

 お子様が開け閉めして危険な場合、鍵も付けておりますので、ご利用下さい。 

□洋室のご利用 
 飲食はNG。 色のついていないお子様のお菓子はOK。 

  

階段が急なため、くれぐれもお気を付けて昇り降りして頂くようお願いいたします。 

階段上のベビーゲートの下の方に茶色の補助ロックがあります。 
そちらを利用いただくと、更にしっかりとドアがロックされます。 
３階で過ごす際は、 補助ロックも合わせてご使用ください。 

  

 

 

 



 《退店時チェックリスト》 

原状回復にご協力お願いいたします。 

  

□すべての窓の戸締り 

□エアコン電源OFF ガスの元栓横向きに 

□電気のスイッチOFF（トイレの電気もチェック） 

□お店の中全体で汚損・破損などないか 
※ある場合は、利用代表者名、傷・破損したものや場所の写真を LINEにご報告下さい。 
 隠さずにご報告をよろしくお願いします。悪質な場合は責任を問う場合がございます。 

□ごみはトイレや洗面所等の全てのごみをまとめていただき、ゴミ捨て場にお捨てください。 

□忘れ物はないですか？（お子様のおもちゃや靴下など） 
 スマホ、財布、お家の鍵、カメラレンズのキャップなど 
 皆様で確認しあってください。忘れ物があった場合も、オーナーは次の営業日まで確認できません。 

 □ウエスト株式会社の店内電気が消えている場合 
 ビル２階の廊下電気を消してください。 

下記を添えて退店の報告をお店のLINE＠へよろしくお願いします。 
・退店チェックリストチェック後の写真 
・指定箇所の写真など 

和室（洋室利用された場合は洋室も）の全体写真 
和室の窓のカギが締まった状態の写真 
エアコンの電源を切った状態での写真 
玄関ドア施錠後の写真 
ビル２階（玄関の階）のエアコンの電源を切った状態でも写真 
トイレのコンセントを抜いた状態での写真 

 

写真と共に、退店した旨をご連絡お願いいたします。 

 

 


