
コープのつどい場サービス 使⽤規約
「コープのつどい場サービス 使⽤規約」はコープこうべの「組合員集会室使⽤規程」に基づき、各施設・設備の規約を定めています。
ただし、本サービスは組合員活動の新しい取り組みとして運営するため、施設・設備の使⽤ルール・料⾦設定は他の店舗と異なります。
つどい場サービスとは、神⼾⻄コープのつどい場の各施設、また、活動を⽀援する設備の貸し出しのサービスを⾔います。

1.使⽤対象者
 コープのつどい場の主旨に合わせ、定期的に活動するコープ委員会・コープサークル・カルチャー講座の利⽤を優先にしていますが、
 はじめて使⽤したい⽅やイベントを開催してみたい⽅などのご使⽤も受付しています。新たな取り組みの⽴ち上げや運営
 のお⼿伝いもつどい場カウンターで⾏いますので、お気軽にご相談ください。
 つどい場は組合員が使⽤できる施設・設備です。⽣協に加⼊してご使⽤ください。
 ただし、コープこうべと⼀緒に、地域活動、社会貢献活動を進める⾏政・団体・学校・個⼈は使⽤対象とします。

2.申込み⽅法
  ①１階つどい場カウンター窓⼝への問い合わせ、または、電話・FAX等でお問い合わせください。
    つどい場カウンター営業時間：9時50分〜17時30分  営業休⽇：年末年始、コープカルチャー毎週⽇曜・祝⽇
  ②使⽤希望⽇、使⽤時間の空き状況をご確認の上、使⽤申込書を提出してください。使⽤申込書の控えをお渡しします。
   ※組合員活動は収益を伴わない活動を対象としていますので、⽬的や内容により使⽤をお断りする場合があります。
    ただし、収益が伴う活動の場合でも、コープこうべのくらしや地域に貢献する取り組みに対して使⽤を認める場合があります。
    各つどい場の使⽤時間 10時〜19時30分 （業務都合により使⽤できない場合もあるため、予約時にご確認ください）
  ③予約の申し込みはご使⽤⽉の前々⽉の1⽇より申し込みができます。
  ④各つどい場の申込みは 60分／１単位（1.5時間使⽤の場合２単位） つどい場グッズの申込みは１⽇１回／１単位
   時間延⻑の場合は 60分／1単位 の追加料⾦となります。

3.使⽤⽅法・使⽤料⾦について
  ①使⽤当⽇、開始10分前からつどい場カウンターで申し込み控えをご提⽰いただき、使⽤料⾦を現⾦でお⽀払いください。

②つどい場サ ビス使⽤料⾦表 （別紙参照 使⽤料⾦は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください ）  ②つどい場サービス使⽤料⾦表 （別紙参照：使⽤料⾦は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。）
   ※事業・収益を伴う活動については、管理者の承認を受けた事業のみ⼀般使⽤料⾦の2倍の料⾦で使⽤できます。
  ③使⽤時間には、開始前の準備・終了後の後始末も含みますので、時間に考慮してご使⽤ください。
  ④各つどい場施設や設備は、使⽤前につどい場カウンターで操作や使⽤上の注意を確認の上、丁寧に使⽤してください。
  ⑤使⽤当⽇〜３⽇前のキャンセルについては使⽤料⾦全額をお⽀払いいただきます。

4.使⽤許可の制限について
  ①使⽤許可の制限について、次の場合は使⽤許可できません。すでに許可している場合でも許可を取り消すことがあります。
   ⼜、取消しの場合は、原則使⽤料を返⾦いたしません。
  ②公の秩序または善良の⾵俗を乱すおそれがあるとき
  ③施設または設備を損傷するおそれがあるとき、喧騒、⼝論、⾳響など、まわりの組合員や来店者に迷惑⾏為があるとき
  ④集団的、常習的な暴⼒的⾏為、不正⾏為を⾏うおそれがある組織の活動や勧誘⾏為
  ⑤特定の宗教活動やその勧誘活動、政治的中⽴性を損なう活動（選挙活動や署名活動など）
  ⑥使⽤の権利を譲渡や転貸したとき、申込みに偽りがあるなど管理運営上、⽀障があるとき

5.使⽤上の注意事項
  ①全館内、禁煙・飲酒禁⽌・ペット同伴禁⽌や飲⾷可能エリアの順守等、各つどい場の使⽤ルールを守ってご使⽤ください。
  ②ご使⽤後は施設の清掃を⾏い、ゴミの持ち帰りをお願いします。また、使⽤した設備類などはつどい場カウンターへの返却や元の
   位置に戻して終了してください。なお、設備等で破損があった場合には、実費で弁済をお願いする場合があります。
  ③施設内で使⽤を認めていないものや設備等で使⽤を認めていないもの（⽕器類、⾳響機器など）は使⽤しないでください。
  ④⽕災、事故防⽌に万全の注意をお願いします。事故等が発⽣した場合は即刻事務所に報告、管理者の指⽰に従ってください。
  ⑤⾷べ物を扱うサークルや使⽤者は、コープこうべの⾷品衛⽣管理ルールに従ってください。
  ⑥使⽤中における参加者等の事故・ケガ等について責任を負いかねます。また、参加者・利⽤者からの問い合わせ、トラブルに関
   しても責任を負いません。   
  ⑦持ち込まれた備品や貴重品などは申込者が責任を持って管理し、盗難・破損等があった場合も責任を負いません。
  ⑧災害発⽣時の避難誘導に際しては、スタッフの誘導に従い、責任者及び参加者全員のご協⼒をお願いします。 
  ⑨感染症など社会環境の悪化により、各つどい場の使⽤ルールの変更や使⽤中⽌になる場合もあるため、ご協⼒をお願いします。



 つどい場サービス 使⽤料⾦
使⽤について（各つどい場の使⽤は 60分/１単位）

定員8名 \0 税込￥0 \0 税込￥0 少⼈数でのミーティング、打ち合わせにご使⽤ください。予定が無ければ、当⽇
使⽤もできます。つどい場カウンターへお問い合わせください。

定員25名 \1,000 税込￥1,100 \1,000 税込￥1,100
フローリング、ダンスレッスン⼤型鏡を設置。ヨガ・体操・ダンスなど健康・スポー
ツに適しています。⼟⾜禁⽌・室内シューズを使⽤してください。⾳響機器持ち
込み可、⾳量は控えめに。

定員20名 \700 税込￥770 \700 税込￥770
絵画やフラワーアレンジメント、⼿⼯芸や、ヨガ、ダンスなどに使⽤できます。会
議、学習会、セミナーなども開催が可能です。机・椅⼦・ホワイトボード（無
料）

定員 8名 \500 税込￥550 \500 税込￥550 語学、書道、⼿⼯芸などの学習会、少⼈数での会議、セミナーなどに使⽤で
きます。机・椅⼦・ホワイトボード（無料）

定員 8名 \700 税込￥770 \700 税込￥770
防⾳ルームで床はフローリング。楽器（フルート、ギター、キーボードなど）の練
習に適しています。机・椅⼦・ホワイトボード。電⼦キーボードあり（無料）⾳量
は控えめに。

定員45名

多⽬的スペース（有料）。65インチモニター、机、椅⼦、ホワイトボード（無
料）を使⽤できます。会議、学習会、セミナーなどの開催。キッチン、調理器
具、⾷器（有料）を使⽤した料理会や商品学習会の開催。ヨガ・体操など
健康・スポーツにも使⽤できます。

定員30名
通常は親⼦⽤休憩スペースとして開放しています。乳幼児と幼児が使⽤でき
るエリアに別れ、サークル活動や交流会を開催することもできます。無料Wi-Fi
設置。活動・イベント等で使⽤する場合は事前に予約をお願いします。

1階 28席
通常は休憩・イートインスペースとして開放しています。お買物帰りに、休憩にご
使⽤ください。⼀⼈⽤カウンターも４席設置。無料Wi-Fi設置。活動・イベント
等の開催にも使⽤できます。事前に予約をお願いします。

使⽤について （つどい場グッズは １⽇１回／1単位）
はじまりのテラス内に設置している24の展⽰BOXスペース、BOXを使⽤した作
品展⽰、広報スペース、⼿作り品やチャリティー販売などに。ご使⽤期間、展
⽰品等の取扱いルールをつどい場カウンターで確認の上、ご使⽤ください。

展⽰会、学習会開催、イベント掲⽰⽤に。マグネット・ボードマーカーを使⽤でき
ます。⼀度に10台まで使⽤できます。

\250 税込￥275 \500 税込￥550 オンライン会議、教室、SNS交流に必要なWi-Fiを提供します。各つどい場で
使⽤できます。

\500 税込￥550 \1,000 税込￥1,100
複数⼈でのオンライン会議、会議システム機器で運営をサポートします。
ZOOMコード、ミーティングオウル、モニター、コード⼀式等事前に予約いただき、
使⽤環境、内容を確認させていただきます。

\1,000 税込￥1,100 \2,000 税込￥2,200

ZOOMイベントなどオンライン配信をサポートします。オンライン会議・学習会、
イベント開催などが可能です。Wi-Fi、ZOOM、撮影⽤カメラ2台、ライト2台、
スイッチャー、モニター、パソコン、マイク、スピーカー、コード⼀式。使⽤にあたって
は事前に予約いただき、使⽤環境、内容を確認させていただきます。

\0 税込￥0

2階つどいの部屋 料理教室やふれあい喫茶、地域⾷堂、商品学習会の開
催ができます。調理器具・⾷器・コンロ2⼝×2台など完備。使⽤にあたっては
事前に予約いただき、使⽤環境、内容を確認させていただきます。また、使⽤
後の後⽚付け、清掃は必須です。

税込￥0

1階はじまりのテラス 移動式ミニキッチン IH調理器、調理器具、⾷器など
も貸し出し可能。ふれあい喫茶や調理のデモンストレーション開催などに。使⽤
にあたっては事前に予約いただき、使⽤環境、内容を確認させていただきま
す。また、使⽤後の後⽚付け、清掃は必須です。

税込￥0 \500 税込￥550 年1回更新。グループ内の連絡・交流に使⽤できるメールBOXです。コープこうべ
からの毎⽉の地域情報もお届けします。１階つどい場カウンター横に設置。

税込￥0
地域やくらしの情報発信、活動やイベントの案内などを掲⽰できます。掲⽰内
容（営業⽬的）や掲⽰期間などを確認させていただきます。お受けできない
場合もあります。

総合掲⽰板

つどい場グッズ（設備） コープサークル

展
⽰

会
議

料
理

広
報

\250 税込￥275
パーテーション

ヨコ90ｃｍ×タテ180ｃｍ

Wi-Fi

会議システム

メールBOX（つどい場カウンター）

つどい場（施設） コープサークル ⼀般使⽤料⾦

⾳楽ルームE

2階

つどいの部屋

こどもの森

3階

ひだまり⼩会議室

い
ろ
ど
り
ス
タ
ジ
オ

フロアスタジオ

⼤ルームABC

⼩ルームD

\400 税込￥440 \500

はじまりのテラス

BOXギャラリー

スタジオ配信システム

キッチン（つどいの部屋）

ミニキッチン（移動式）

\500 税込￥550

税込￥550

⼀般使⽤料⾦

税込￥550\500

無 料 無 料

無 料

（例：1 5時間利⽤の場合は２単位）

無 料
無 料

 ※お申込み等で使⽤する個⼈情報は「コープのつどい場」の運営、連絡の⽬的のみに使⽤します。

 つどい場サービス 使⽤料⾦
使⽤について（各つどい場の使⽤は 60分/１単位）

定員8名 \0 税込￥0 \0 税込￥0 少⼈数でのミーティング、打ち合わせにご使⽤ください。予定が無ければ、当⽇
使⽤もできます。つどい場カウンターへお問い合わせください。

定員25名 \1,000 税込￥1,100 \1,000 税込￥1,100
フローリング、ダンスレッスン⼤型鏡を設置。ヨガ・体操・ダンスなど健康・スポー
ツに適しています。⼟⾜禁⽌・室内シューズを使⽤してください。⾳響機器持ち
込み可、⾳量は控えめに。

定員20名 \700 税込￥770 \700 税込￥770
絵画やフラワーアレンジメント、⼿⼯芸や、ヨガ、ダンスなどに使⽤できます。会
議、学習会、セミナーなども開催が可能です。机・椅⼦・ホワイトボード（無
料）

定員 8名 \500 税込￥550 \500 税込￥550 語学、書道、⼿⼯芸などの学習会、少⼈数での会議、セミナーなどに使⽤で
きます。机・椅⼦・ホワイトボード（無料）

定員 8名 \700 税込￥770 \700 税込￥770
防⾳ルームで床はフローリング。楽器（フルート、ギター、キーボードなど）の練
習に適しています。机・椅⼦・ホワイトボード。電⼦キーボードあり（無料）⾳量
は控えめに。

定員45名

多⽬的スペース（有料）。65インチモニター、机、椅⼦、ホワイトボード（無
料）を使⽤できます。会議、学習会、セミナーなどの開催。キッチン、調理器
具、⾷器（有料）を使⽤した料理会や商品学習会の開催。ヨガ・体操など
健康・スポーツにも使⽤できます。

定員30名
通常は親⼦⽤休憩スペースとして開放しています。乳幼児と幼児が使⽤でき
るエリアに別れ、サークル活動や交流会を開催することもできます。無料Wi-Fi
設置。活動・イベント等で使⽤する場合は事前に予約をお願いします。

1階 28席
通常は休憩・イートインスペースとして開放しています。お買物帰りに、休憩にご
使⽤ください。⼀⼈⽤カウンターも４席設置。無料Wi-Fi設置。活動・イベント
等の開催にも使⽤できます。事前に予約をお願いします。

使⽤について （つどい場グッズは １⽇１回／1単位）
はじまりのテラス内に設置している24の展⽰BOXスペース、BOXを使⽤した作
品展⽰、広報スペース、⼿作り品やチャリティー販売などに。ご使⽤期間、展
⽰品等の取扱いルールをつどい場カウンターで確認の上、ご使⽤ください。

展⽰会、学習会開催、イベント掲⽰⽤に。マグネット・ボードマーカーを使⽤でき
ます。⼀度に10台まで使⽤できます。

\250 税込￥275 \500 税込￥550 オンライン会議、教室、SNS交流に必要なWi-Fiを提供します。各つどい場で
使⽤できます。

\500 税込￥550 \1,000 税込￥1,100
複数⼈でのオンライン会議、会議システム機器で運営をサポートします。
ZOOMコード、ミーティングオウル、モニター、コード⼀式等事前に予約いただき、
使⽤環境、内容を確認させていただきます。

\1,000 税込￥1,100 \2,000 税込￥2,200

ZOOMイベントなどオンライン配信をサポートします。オンライン会議・学習会、
イベント開催などが可能です。Wi-Fi、ZOOM、撮影⽤カメラ2台、ライト2台、
スイッチャー、モニター、パソコン、マイク、スピーカー、コード⼀式。使⽤にあたって
は事前に予約いただき、使⽤環境、内容を確認させていただきます。

\0 税込￥0

2階つどいの部屋 料理教室やふれあい喫茶、地域⾷堂、商品学習会の開
催ができます。調理器具・⾷器・コンロ2⼝×2台など完備。使⽤にあたっては
事前に予約いただき、使⽤環境、内容を確認させていただきます。また、使⽤
後の後⽚付け、清掃は必須です。

税込￥0

1階はじまりのテラス 移動式ミニキッチン IH調理器、調理器具、⾷器など
も貸し出し可能。ふれあい喫茶や調理のデモンストレーション開催などに。使⽤
にあたっては事前に予約いただき、使⽤環境、内容を確認させていただきま
す。また、使⽤後の後⽚付け、清掃は必須です。

税込￥0 \500 税込￥550 年1回更新。グループ内の連絡・交流に使⽤できるメールBOXです。コープこうべ
からの毎⽉の地域情報もお届けします。１階つどい場カウンター横に設置。

税込￥0
地域やくらしの情報発信、活動やイベントの案内などを掲⽰できます。掲⽰内
容（営業⽬的）や掲⽰期間などを確認させていただきます。お受けできない
場合もあります。
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無 料 無 料

無 料

（例：1 5時間利⽤の場合は２単位）

無 料
無 料

 つどい場サービス 使⽤料⾦
使⽤について（各つどい場の使⽤は 60分/１単位）

定員8名 \0 税込￥0 \0 税込￥0 少⼈数でのミーティング、打ち合わせにご使⽤ください。予定が無ければ、当⽇
使⽤もできます。つどい場カウンターへお問い合わせください。

定員25名 \1,000 税込￥1,100 \1,000 税込￥1,100
フローリング、ダンスレッスン⼤型鏡を設置。ヨガ・体操・ダンスなど健康・スポー
ツに適しています。⼟⾜禁⽌・室内シューズを使⽤してください。⾳響機器持ち
込み可、⾳量は控えめに。

定員20名 \700 税込￥770 \700 税込￥770
絵画やフラワーアレンジメント、⼿⼯芸や、ヨガ、ダンスなどに使⽤できます。会
議、学習会、セミナーなども開催が可能です。机・椅⼦・ホワイトボード（無
料）

定員 8名 \500 税込￥550 \500 税込￥550 語学、書道、⼿⼯芸などの学習会、少⼈数での会議、セミナーなどに使⽤で
きます。机・椅⼦・ホワイトボード（無料）

定員 8名 \700 税込￥770 \700 税込￥770
防⾳ルームで床はフローリング。楽器（フルート、ギター、キーボードなど）の練
習に適しています。机・椅⼦・ホワイトボード。電⼦キーボードあり（無料）⾳量
は控えめに。

定員45名

多⽬的スペース（有料）。65インチモニター、机、椅⼦、ホワイトボード（無
料）を使⽤できます。会議、学習会、セミナーなどの開催。キッチン、調理器
具、⾷器（有料）を使⽤した料理会や商品学習会の開催。ヨガ・体操など
健康・スポーツにも使⽤できます。

定員30名
通常は親⼦⽤休憩スペースとして開放しています。乳幼児と幼児が使⽤でき
るエリアに別れ、サークル活動や交流会を開催することもできます。無料Wi-Fi
設置。活動・イベント等で使⽤する場合は事前に予約をお願いします。

1階 28席
通常は休憩・イートインスペースとして開放しています。お買物帰りに、休憩にご
使⽤ください。⼀⼈⽤カウンターも４席設置。無料Wi-Fi設置。活動・イベント
等の開催にも使⽤できます。事前に予約をお願いします。

使⽤について （つどい場グッズは １⽇１回／1単位）
はじまりのテラス内に設置している24の展⽰BOXスペース、BOXを使⽤した作
品展⽰、広報スペース、⼿作り品やチャリティー販売などに。ご使⽤期間、展
⽰品等の取扱いルールをつどい場カウンターで確認の上、ご使⽤ください。

展⽰会、学習会開催、イベント掲⽰⽤に。マグネット・ボードマーカーを使⽤でき
ます。⼀度に10台まで使⽤できます。

\250 税込￥275 \500 税込￥550 オンライン会議、教室、SNS交流に必要なWi-Fiを提供します。各つどい場で
使⽤できます。

\500 税込￥550 \1,000 税込￥1,100
複数⼈でのオンライン会議、会議システム機器で運営をサポートします。
ZOOMコード、ミーティングオウル、モニター、コード⼀式等事前に予約いただき、
使⽤環境、内容を確認させていただきます。

\1,000 税込￥1,100 \2,000 税込￥2,200

ZOOMイベントなどオンライン配信をサポートします。オンライン会議・学習会、
イベント開催などが可能です。Wi-Fi、ZOOM、撮影⽤カメラ2台、ライト2台、
スイッチャー、モニター、パソコン、マイク、スピーカー、コード⼀式。使⽤にあたって
は事前に予約いただき、使⽤環境、内容を確認させていただきます。

\0 税込￥0

2階つどいの部屋 料理教室やふれあい喫茶、地域⾷堂、商品学習会の開
催ができます。調理器具・⾷器・コンロ2⼝×2台など完備。使⽤にあたっては
事前に予約いただき、使⽤環境、内容を確認させていただきます。また、使⽤
後の後⽚付け、清掃は必須です。

税込￥0

1階はじまりのテラス 移動式ミニキッチン IH調理器、調理器具、⾷器など
も貸し出し可能。ふれあい喫茶や調理のデモンストレーション開催などに。使⽤
にあたっては事前に予約いただき、使⽤環境、内容を確認させていただきま
す。また、使⽤後の後⽚付け、清掃は必須です。

税込￥0 \500 税込￥550 年1回更新。グループ内の連絡・交流に使⽤できるメールBOXです。コープこうべ
からの毎⽉の地域情報もお届けします。１階つどい場カウンター横に設置。

税込￥0
地域やくらしの情報発信、活動やイベントの案内などを掲⽰できます。掲⽰内
容（営業⽬的）や掲⽰期間などを確認させていただきます。お受けできない
場合もあります。
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