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Musique Garage 音楽練習室 利用規約  （H28 年 2 月 11 日改正）  

当音楽練習室について 

当音楽練習室は、独自の運営システムを採用した、原則「無人」の「本格的音楽練習室」で

す。そのため、当音楽練習室における種々の事態には、すぐに対応しかねる場合がございま

すことをご了解頂いた上で、当音楽練習室をご利用下さい。 
ただし、防犯には細心の注意を払い、防犯カメラによる遠隔監視等、最新の防犯設備を採

用しております。 
 

入会 

●ご入会に際して 
当音楽練習室のご利用に際しては、基本的に、当音楽練習室への会員登録が必要です。 

会員登録は、郵送または店頭にて行います。ホームページより PDF 版の「入会申込書」を両

面印刷していただき、本利用規約の内容をご確認の上、入会申込書に必要事項のご記入と、

「反社会的勢力でない・にならないことの表明・確約に関する同意」・「個人情報の取り扱いに

ついての同意」欄へのチェック、署名・捺印のうえ、顔写真入りの身分証明書のカラーコピー

を同封して、弊社（〒463-0098 名古屋市守山区川北町 198 番地 Musique Garage ）まで

ご郵送くださるか、ご連絡の上で直接店頭までお越しください。内容を確認した上で、弊社で

入会申込書を受理した時点でご入会とさせていただき、登録完了のご連絡させていただきま

す。なお、会員様の登録期間は１年間です。その後は、継続されるかどうかを１年ごとに意思

確認いたします。 
ただし、当音楽練習室ご利用者様は、すべての方が当音楽練習室会員様である必要はあ

りません。ご予約をお取りになった会員様ご自身と一緒にご使用されるという場合には、会員

登録をされていない方でもご利用いただけます。 
なお、ご予約をお取りになった会員様がいらっしゃらない場合は、練習室等は使用できませ

ん。また、その場合にも利用料は発生いたしますので、予めご了承ください。 
これに関連して、複数人（グループ）での使用に際しては、全員の方に当音楽練習室会員

登録をしていただく必要はありません。少なくともご利用者様のうちのお一人が、当音楽練習

室会員としてご登録いただければ、複数人でもご利用いただけます。 
ただし、その場合にも本利用規約の「暗証番号の取り扱い」は適用されます。いかなる理由

があろうとも、当音楽練習室入り口の暗証番号を他のメンバー様に教えることは、絶対に許さ

れません。必ず、会員様がご開錠ください。また、一時的な施設からの退場等で、会員でない
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ご利用者様のみで当音楽練習室に入場されたい場合は、当音楽練習室入り口に設置された

各練習室用のインターホンを使って、中にいるグループのメンバー様に開錠してもらってくだ

さい。 
なお、ご予約をお取りになった会員様がいらっしゃれない場合は、その日の練習室等は使

用できませんので、予めご了承ください。なお、その場合にも利用料は発生いたしますので、

ご留意ください。 
※入会手続きの際に、顔写真の入った身分証明証（両面）のカラーコピーを必ずご持参くださ

い。防犯上の理由から、そちらを当音楽練習室にご提出いただきます。 
※高校生以下のご入会希望者様は、必ず保護者様の承諾（保護者承諾書）を必要とします。 
※音楽教室定期レッスン受講者様（個人様及びグループ様を共に含む）は、自動的に当音楽

練習室会員として登録されます。 
※ご利用時には、会員登録されていない方も含めたすべてのご利用者様に、「練習室利用シ

ート」に、氏名、年齢、住所、電話番号、当日の服装等（防犯カメラでの映像照合が必要な際

に使用）をご記入いただき、所定の箱にご提出いただきます。 
※複数人でのご使用の場合、当音楽練習室を常用的に使用されるメンバー様以外は、防犯

上の観点から、当音楽練習室入り口の暗証番号の拡散を防ぐため、会員登録をお控えいた

だきますよう、ご協力お願いいたします。 
●反社会的勢力等の排除 

ご入会希望者様は、当音楽練習室に対し、自らが、現在、以下の各号に定める暴力団等

の反社会的勢力に属しておらず、将来にわたって属する意思がないことを、当音楽練習室に

表明・確約する必要がございます。入会申込書の「反社会的勢力でない・にならないことの表

明・確約に関する同意」欄にチェックをしてください。同意欄にチェックを頂けない場合は、当

練習室へのご入会をお断りさせていただきますので、予めご了承ください。 
なお、以下の各号に該当し、または、当音楽練習室に虚偽の申告をしたことが明らかにな

った場合は、当音楽練習室の退会手続きを進めさせていただきます。 
また、この規定に伴って生じた損害賠償に関しては、当音楽練習室は、一切保証いたしま

せんので、予めご留意ください。さらに、生徒様自らが反社会勢力に属していた・属したことに

より、当音楽練習室に損害が生じた場合は、その損害額をお支払いいただきますので、予め

ご留意ください。 
1．暴力団 
2．暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者を含む） 
3．暴力団準構成員 
4．暴力団関係企業 
5．総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ 
6．その他前各号に準ずるもの 
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●個人情報取り扱い同意確認 
ご入会希望者様は、本利用規約の「個人情報保護」の部分をご確認の上、「個人情報の取

り扱いについての同意」欄にチェックをしてください。同意欄にチェックを頂けない場合は、当

音楽練習室へのご入会をお断りさせていただきますので、予めご了承ください。 
 

支払い 

●お支払い方法 
当音楽練習室利用料は「月極」の「銀行振り込み」です。毎月１５日締めの翌月１０日払で、

弊社への銀行振り込みとなります。ホームページの「練習室料金表」に定められた金額に基

づいて、毎月、「請求書」を作成し、各種方法でお送りいたしますので、期日を厳守してお支払

いください。 
なお、振込先は、 

①ゆうちょ銀行 二〇八支店 普通口座 番号 12886081 
カ）ミュジーク ガラージュ 

②中日信用金庫 005 番（矢田支店） 普通口座 番号 0390614 
 カ）ミュジーク ガラージュ 
 です。申し訳ございませんが、振込手数料は、お客様のご負担でお願いいたします。 
●未納入 

会員様からの、当音楽練習室への練習室利用料のお支払いが、2 ヶ月以上滞っている場

合、当音楽練習室の退会手続きをさせていただきますのでご留意ください。 
 

予約 

●予約方法 
練習室及び貸出楽器の利用予約は、「Musique Garage」ホームページの「練習室予約」ペ

ージから行ってください。なお、お電話やメール、店頭等による予約は行っておりませんので

予めご了承ください。 
また、練習室をご予約の際は、個人様でのご使用の場合は、氏名のあとに「（個人）」、グル

ープ様でのご使用の場合は、氏名のあとに「（グループ）」とお書きください。なお、グループで

のご使用の場合は、「説明」の欄に、人数と、メンバーの氏名（どちらも予約時にわかっている

もので構いません。）をご記入ください。 
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また、貸出楽器をご予約の際も、個人でのご使用の場合は、氏名のあとに「（個人）」、グル

ープでのご使用の場合は、氏名のあとに「（グループ）」とお書きください。そして、「説明」の欄

に、「練習室名称」と、「ご使用予定者様の氏名（該当者分）」をご記入ください。 
●予約の単位 

ご予約は、３０分単位から可能です。 
ただし、「○○：00」か「○○：30」を開始時刻とする３０分単位でご予約ください。「○○：45」

など他の開始時刻からはご予約いただけません。万が一そのような開始時刻でのご予約を

発見した場合は、当音楽練習室にてご予約を取り消させていただきますので、予めご了承く

ださい。 
なお、ご入室及び貸出楽器セッティング開始可能時間は、ご予約時間の 5 分前からです。

それに準じて、次のご利用者様のご迷惑とならないよう、ご予約時間の終了 5 分前までに、

貸出楽器を全て所定の状態に戻して、使用された練習室を清掃し、電気機器の電源をご退

出ください。状況に応じて、今後のご使用をお断りしたり、違約金が発生したり、当音楽練習

室の退会手続きを進めさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。 
●予約の受付開始日 

ご予約は、ご利用希望日の属する月の２か月前の月初（１日）から行っていただけます。 
なお、キャンセルを前提とした仮押さえ的な予約（特に長時間のものや、何日にもわたって

行われているもの）は、その時間に練習室及び貸出楽器をご利用されたい他の会員様のご

迷惑となりますので、絶対にお止めください。予約をお取りになる際は、実際に、練習室及び

貸出楽器を利用されることが決定したあとに行ってください。 
そうした迷惑行為を発見した場合は、キャンセルのお申し出をお断りして利用料をお支払

いいただいたり、その後のご利用を制限させていただいたり、最終的には、当音楽練習室の

退会手続きを進めさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。 
●キャンセル 

キャンセルに関しては、会員様ご自身が、ホームページ上で行っていただくことはできませ

ん。必ず、当音楽練習室に対して、事前に「練習室及び貸出楽器のキャンセルのお願い」とい

う題名で、「会員様氏名、会員番号、会員様連絡先、キャンセルするお部屋等の名称、キャン

セルの日時、キャンセルの理由」を明記したメールをお送りください。 
なお、キャンセルに際しては、キャンセル日に対応して下記の通りキャンセル代が発生しま

す。ただし、キャンセル日に関しては、当音楽練習室に生徒様からのメールが届いた日時で

ご判断させていただきます。 
4 日前まで        無料 
3 日前から前日まで  ご利用料金の半額 
当日            ご利用料金の全額 
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●ご利用時間の延長 
ご利用時間を延長される場合は、ご自身で、ホームページのお部屋等の空き状況をご確

認いただき、次以降の枠が空いているようでしたら、３０分からご延長いただけます。ただし、

ご利用されたいお時間を過ぎますとホームページ上でご予約することが出来なくなり、お部屋

等をご利用いただけなくなりますので、お早めにご予約いただきますようお願いします。 
●当日のご予約 

練習室及び貸出楽器は、当日でもご予約が可能です。ご自身で、ホームページのお部屋

等の空き状況をご確認いただき、お使いになりたい時間が空いているようでしたら、３０分か

らご利用いただけます。ただし、ご利用されたいお時間を過ぎますとホームページ上でご予約

することが出来なくなり、お部屋等をご利用いただけなくなりますので、お早めにご予約いた

だきますようお願いします。 
※貸出楽器には、各練習室内にて使用できる、ドラムセット・電子ピアノ等がございます。台

数等詳細に関しては、ホームページをご覧ください。こちらは、原則、いずれのお部屋でもご

使用いただけますが、お部屋によって、ご使用に制限がかかることがございますので、予めご

了承ください。なお、ご使用後は、必ず所定の位置へお戻しください。状況に応じて、今後の

ご使用をお断りしたり、違約金が発生したり、当音楽練習室の退会手続きを進めさせていた

だく場合がございますので、予めご了承ください。 
※貸出楽器以外の備品の使用には予約は必要ございません。 
 

退会 

●退会手続き 
当音楽練習室会員様で、ご都合により退会される場合は、まずは当音楽練習室までメール

にてご連絡ください。その後、メールに添付された「退会届」を印刷して、必要事項等をご記入

の上、ご提出ください。ご提出方法は、会場担当者に直接ご提出いただくか、当音楽練習室

までご郵送いただくかの２種類です。なお、当音楽練習室が、退会届を受け取った時点で、退

会とさせていただきます。 
また、退会より後の日時の練習室の予約分は、在籍時に行ったものに関しましても、すべ

て無効となりますのでご留意ください。 
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その他注意事項 

●施設の使用 
当音楽練習室の施設は、丁寧にご使用下さいますよう、ご協力お願いいたします。万一当

音楽練習室ご利用者様が、破損・汚損等させてしまった場合は、必ず、直ちに当音楽練習室

までご報告ください。 
なお、状況に応じて、修繕費を実費でご請求することがございますのでお気を付けくださ

い。 
●設備及び備品の使用 

当音楽練習室の設備及び備品を使用される際には、丁寧に扱ってくださいますよう、ご協

力お願いいたします。万一当音楽練習室ご利用者様が、破損・汚損等させてしまった場合

は、必ず、直ちに当音楽練習室までご報告ください。 
なお、状況に応じて、修繕費を実費でご請求することがございますのでお気を付けくださ

い。 
●高校生以下のお客様の利用時間帯 

当音楽練習室は、高校生以下のお客様のご利用時間帯を、日出時から 21 時までとさせ

ていただいております。グループ様でのご利用の場合も、高校生以下のメンバー様は、必ず

日出時から 21 時までの時間を厳守してください。 
なお、保護者様ご同伴時は、日出時から 22 時までのご使用とさせていただきます。ただし、

保護者様ご同伴の場合も、22 時から翌日の日出時までの時間帯はご使用いただけません

のでご留意ください。 
●施設内の電気機器 

各練習室ご利用後は、必ず、照明類及びエアコンをはじめとした全ての電気機器の電源を

切ってからご退出ください。また、他のご利用者がいない場合は、必ず、当施設内のすべての

電気機器（防犯機器等は除く）の電源が切ってあることを確認してからご退館ください。他の

お部屋等の電気機器の電源チェックもお願いいたします。 
状況に応じて、今後のご使用をお断りしたり、違約金が発生したり、当音楽練習室の退会

手続きを進めさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。 
なお、上記にかかわらず、他のお部屋等での電気機器の消し忘れにお気づきになられた

方は、電源をお切りくださいますよう、ご協力お願いいたします。 
●飲食  

各練習室内での飲食は絶対にお止めください。飲食に際しては、フリールームまたはエント

ランスで行うようお願いいたします。ただし、当音楽練習室は、密閉性の高い建物となってお

りますので、においの強い飲食物の飲食等、他のご利用者様のご迷惑となるようなご飲食行

為はお断りさせていただいておりますのでご留意ください。 
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なお、状況に応じて当音楽練習室の退会手続きを進めさせていただく場合がございますの

でご留意ください。 
●喫煙及び火の使用 

当音楽練習室の敷地内においては、喫煙及び火の使用は絶対にお止めください。状況に

応じて当音楽練習室の退会手続きを進めさせていただく場合がございますのでご留意くださ

い。 
なお、万一、喫煙及び火の使用に関連する、火の不始末等により火災が発生した場合は、

該当会員様に、それに関連する一切の責任を負っていただき、当音楽練習室から損害賠償

等を請求いたしますので、予めご了承ください。 
●紛失物･忘れ物･放置物 

当音楽練習室ご利用者様が、当音楽練習室の利用に際して生じた紛失については､当音

楽練習室では、一切損害賠償･補償等を行いませんので、予めご了承ください｡ 
また、忘れ物･放置物については､原則として 2 週間保管した後､処理させていただきますの

で、ご留意ください｡ 
●暗証番号の取り扱い 

入り口のドアの暗証番号キーの暗証番号に関しては、ご入会時にお伝えをします。その後

は、他の会員様を含めた、いかなる人にも、番号を教えたり、聞いたりしてはいけません。 
これに違反する行為が確認された場合は、直ちに退会手続きを行い、違約金を頂くととも

に、今後一切の当音楽練習室会員及び音楽教室会員登録をお断りし、当音楽練習室及び音

楽教室に出入りすることを禁止致します。 
なお、退会者が発生した場合や、その他、当音楽練習室が必要だと認めた場合等は、暗

証番号を変更いたします。その場合は、メール等にてお知らせをいたしますので、予めご了承

ください。 
また、暗証番号が漏えいした可能性が生じた場合には、直ちに当音楽練習室にご連絡くだ

さい。暗証番号の変更等を行います。その場合には、違約金などが発生する場合がございま

すので、予めご留意ください。 
また、当音楽練習室会員様自身が暗証番号を忘れてしまい、当音楽練習室にご入場いた

だけなかった場合も、当音楽練習室では一切の責任を負いかねますのでご留意ください。な

お、この場合も利用料をお支払いいただきます。 
なお、暗証番号を忘れてしまわれた会員様は、当音楽練習室までお問い合わせください。

暗証番号を再度お伝えします。ただし、ご連絡いただいてすぐにご対応できるとは限りません

ので、予めご了承ください。 
※会員様は、すべての方が同一の暗証番号とは限りません。 
●ご利用のお断り 

当音楽練習室は、基本的に、楽器等の練習室ですので、当音楽練習室の運営主旨や公

序良俗に反している・反する恐れがある場合、また、他のご利用者様にご迷惑となる行為をさ



9 
 

れた場合などには、現在使用中であろうとも、ご利用をお断りさせていただきます。また、状

況に応じて、その後のご利用を制限させていただいたり、当音楽練習室の退会手続きを進め

させていただいたりする場合がございますので、予めご了承ください。 
なお、使用中にご利用をお断りさせていただいた場合は、利用料をお支払いいただきます

ので、ご留意ください。 
●安全・災害対応 

当音楽練習室では、安全にご利用いただくため、細心の注意を払っておりますが、会員様

におかれましてもくれぐれも危険な行為等が無きようご留意ください。当音楽練習室ご利用者

様ご自身の不注意による事故等による、ご自身や他のご利用者様のケガや、ご自身や他の

ご利用者様の所有物等の破損・汚損・盗難・紛失等については、当音楽練習室では、一切責

任を負いかねますので、特に貴重品の管理等を含め、十分ご注意ください。また、災害発生

時には会場担当者等の指示に従い、速やかに避難していただくようお願いいたします。 
●当音楽練習室ご利用者様の楽器等の扱い 

当音楽練習室では、楽器等の預かり等を行いません。必ず楽器等はお持ち帰りください。 
万一、当音楽練習室の建物内に、当音楽練習室ご利用者様の楽器等を置いていかれた

場合に、破損・汚損・盗難・紛失等が発生した場合については、当音楽練習室は、一切の責

任を負いかねますのでご留意ください。 
また、当音楽練習室内で、当音楽練習室ご利用者様の過失により、ご自身や他の方の楽

器等を破損・汚損・盗難・紛失等された場合に関しても、当音楽練習室は一切の責任を負い

かねますのでご留意ください。 
●損害賠償責任 

当音楽練習室ご利用者様に財産上人身上その他の損害が発生した場合、当音楽練習室

に帰責事由なきときは、当音楽練習室は、一切責任を負わず、当音楽練習室に帰責事由あ

るときは、当音楽練習室に故意又は重過失ある場合を除き、１件あたり 10,000 円をもって当

音楽練習室の責任の上限とします。 
●当音楽練習室ご利用者様の損害賠償責任 

当音楽練習室ご利用者様が、本人の責により当音楽練習室又は第三者に損害を与えた

場合、当該ご利用者様がすべての責任を負うものとします。 
●当音楽練習室ご利用者様間のトラブル 

当音楽練習室ご利用中に生じた、ご利用者様間のトラブルに関しては、当音楽練習室は、

施設管理者として施設管理に必要な範囲内でのみ介入するものとし、利用者様間の任意交

渉、仲裁、民事手続または刑事手続などにおいて、当音楽練習室は協議義務等何らの義務

を負いませんので、予めご了承ください。 
●合意管轄 

本利用規約に関連する裁判上の紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的

合意管轄裁判所とします。 
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個人情報保護 

当音楽練習室では、当音楽練習室ご利用者様の個人情報に関する自主行動基準を設定

し、法の遵守に努めています。 
当音楽練習室ご利用者様のお名前・ご住所等の情報は、当音楽練習室の運営上必要な

ご連絡や、イベント・店舗・その他関連する各種サービスについてご案内を差し上げるときに

限って使用いたします。 
 

利用規約の改訂 

本利用規約は改訂される場合がございますので、予めご了承ください。なお、利用規約の

改訂を実施する場合は、予めホームページにて告知します。最新版はホームページ上にてご

確認下さい。 
 


