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スタジオ利用規約
1. 利用日および利用時間
(1) 利用可能日 日～土曜日 （不定休）
(2) 利用可能時間 10:00～22:00
D-Life ダンススクール主催のダンス教室がスタジオを利用するため、以下の時間帯のみの貸し出しとなります。
また、すでに予約済の場合、以下の時間帯であっても貸し出せない場合がございます。下記のサイト、《スタジ
オ予約管理》と合わせて、ご確認お願いします。
《D-Life ダンススクール スタジオ予約管理》 https://www.r326.com/b/main.aspx?id=dlife_rental
＊時間外の利用をご希望の際は、別途お問い合わせください

【学園スタジオ】 利用可能人数：21 人
月 ：12:30～15:00
火 ：13:30～15:30
金 ：10:00～16:00
土 ：終日レンタル不可

水 ：13:00～16:00
日 ：10:00～22:00

木 ：10:00～15:00

【守谷スタジオ】 利用可能人数：18 人
月 ：10:00～16:00
火 ：10:00～22:00
金 ：10:00～17:00
土 ：終日レンタル不可

水 ：10:00～16:00
日 ：10:00～22:00

木 ：10:00～16:00

【新守谷スタジオ】利用可能人数：27 人
月 ：13:00～15:30
火 ：10:00～16:30
19:30～22:00
金 ：10:00～16:00
土 ：11:30～13:00

水 ：10:00～15:00
20:00～22:00
日 ：10:00～22:00

木 ：13:00～15:00

水 ：10:00～15:00

木 ：終日レンタル不可

【D シアター】 利用可能人数：19 人
月 ：10:00～16:00
火 ：10:00～16:00
金 ：10:00～16:00
土 ：終日レンタル不可
19:00～22:00
【つくばスタジオ・龍ヶ崎スタジオ・阿見スタジオ】
原則、貸し出し不可
＊ご希望の際は、別途お問い合わせください

(3) 利用料金
（1）
長期優先定期利用：1 時間 3,000 円（税込 3,300 円） 以降 30 分毎 1,500 円（税込 1,650 円）
＊3 ヶ月以上の定期利用の方
（2）
一般
：1 時間 2,500 円（税込 2,750 円） 以降 30 分毎に 1,250 円（税込 1,375 円）
（3）
D-Life 会員：1 時間 2,000 円（税込 2,200 円） 以降 30 分毎に 1,000 円（税込 1,100 円）
＊D-Life 主催のダンス教室に定期的に参加し、年会費を納めている方
2. 利用制限
以下の項目に当てはまると D-Life 事務局が判断した場合、利用をお断りさせていただく場合があります。
（1）
未成年だけでの利用
（2）
近隣の迷惑となる恐れがある場合
（3）
施設設備を損傷する恐れがある場合
（4）
他のスタジオ利用者に不都合が生じる場合
（5）
スタジオの管理上支障がある場合
（6）
暴力・不法行為等を行う恐れがある組織の利益となる場合
（7）
宗教・勧誘・販売を目的とした利用の場合
（8）
D-Life ダンススクールのイメージを著しく損なう恐れがある場合
（9）
利用時に申請した内容に虚偽があると認められた場合
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3. 利用権の譲渡・転貸
利用者は、D-Life 事務局の許可なくスタジオ利用権利の全部、一部を第三者に譲ることはできません。
4. 利用の変更・取り消し（キャンセル）
キャンセルは、利用日から 3 営業日前の 18:00 までとさせていただきます。前日、当日のキャンセルは全額をいただ
きますので、予めご了承ください。お電話またはメールにて事務局までご連絡ください。
5. 利用許可の取り消し
以下の場合に該当する場合は、利用の許可を取り消します。
（1）
申込時の情報内容に偽りがあった場合
（2）
D-Life 事務局の許可を得ないで、利用目的・内容を変更した場合
（3）
利用の権利を譲渡、転貸した場合
6. 長期優先定期利用について
3 ヶ月以上に渡り、定期的にスタジオの貸し出しを希望される場合は、別途お問い合わせください。スタジオ賃借に
関する覚書に、署名押印して頂きます。
7. ご利用の流れ
お申込みは全てフォームにて受付を行っています。以下の内容をご確認の上、必要事項を入力して送信してくださ
い。
（1）
スタジオ利用状況の確認
下記のサイトより、スタジオの空き状況をご確認ください
《D-Life ダンススクール スタジオ予約管理》 https://www.r326.com/b/main.aspx?id=dlife_rental
＊時間外の利用、定期利用をご希望の際は、別途お問い合わせください

（2）

お申込み
受付期間内に、下記のフォームより必要事項を入力の上、お申し込みください。
《D-Life スタジオレンタル申込みフォーム》 https://req.qubo.jp/d-life/form/studioyoyaku

＊お申込み後、info@dance-life.jp より自動返信にて送信内容の確認メールが届きます
＊予約状況の確認後、改めて事務局より【予約確定のお知らせ】を送信します
＊お申込み後、3 営業日たっても【予約確定のお知らせ】が届かない場合は、お手数でも 029-858-6380（D-Life 事務局）
までお電話ください
＊スタジオ利用開始時刻の 5 分前から入室していただけます。利用終了時刻から 5 分以内に退出・施錠をお願いいたし
ます。（準備や片付けに時間がかかる場合は、その時間も含めてご予約ください）

●受付期間
ご利用日の前月 1 日 10:00 より、ご利用日の 3 営業日前 18:00 まで
＊1 日が土日・祝祭日の場合は、翌営業日の 10:00 からの受付となります。
＊営業日は月～金、受付時間は 10:00～18:00 です（土日は営業日にカウントいたしません）
例）：3/22（月）ご利用の場合の受付期間…2/1（月）10:00～3/17（水）18:00

サイトの管理上、ご予約内容の確認から、予約管理表へ反映するまで、若干の時差があります。予約管理表で空い
ている時間帯でも、すでに予約済の場合もございますので、予めご了承ください。
（3）

ご利用後のお手続きと料金のお支払い
ご利用後、速やかに下記のフォームよりご利用状況の報告をお願いします。
《D-Life スタジオ利用報告フォーム》 https://req.qubo.jp/d-life/form/studiohoukoku
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●お支払いについて
【銀行振込】：ご利用後、１週間以内にお振込をお願いします。
＊銀行振り込み明細書をもって領収書の発行に代えさせていただきます

【現金でのお支払い】：スタジオ内にある料金回収箱へ備え付けの封筒に入れて、投入お願いします
＊回収の形式上、釣銭のないよう予めご準備ください

8. スタジオ利用上の注意事項
（1）
使用後は必ずフロアモップで掃除をしてください
（2）
事務室への立ち入りは禁止です
（3）
窓やドアの鍵を必ず閉めてください
（4）
予約開始時刻 5 分前からの入室、終了時刻から 5 分後までを目安に退出・施錠を行ってください
＊遅れた場合、延長料金（30 分）を頂くことがございます
（5）
ゴミは必ずお持ち帰りください
（6）
備品等を破損した場合は、速やかにお申し出ください
＊スタジオの安全管理とご利用状況確認のため、スタジオ内に監視カメラを設置しております
（7）
近隣の迷惑にならないよう、下記の点に注意してください
・ドアや窓を開けたままでの音響機材使用はしないでください
・駐車場での長時間の立ち話、大きな声で騒ぐなどの行為はご遠慮ください
別途、【新型コロナウィルス感染症（COVID-19）感染拡大防止のための注意点】を必ずご一読ください

【新型コロナウィルス感染症（COVID-19）感染拡大防止のための注意点】
新型コロナウィルス感染症（COVID-19）感染拡大防止のため、施設の利用にあたっては対策を十分に行うなど
細心の注意を払い、下記をご一読の上、ご利用いただけますようお願いいたします。
・利用団体の責任者は、利用者の健康状態を把握し、発熱者（37.5 度以上）や体調の悪い方（嘔吐、著しい咳込み
等）が参加しないよう、ご配慮ください。
・ご利用の前後は消毒、または手洗いをお願いします。
・咳エチケットを守り、スタジオ利用時はマスクの着用をお願いいたします。
・一度のスタジオ入室者は各スタジオの定員の目安にとどめ、席を設ける場合は 1.５メートルから２メートルのソーシャ
ルディスタンスをキープしてください。止むを得ない事情によりそれができない場合はできるだけ時間を短くするなど、
ご配慮ください。
・換気の悪い密閉空間にならないよう、ドアの開閉や換気設備を利用するなど、外気を取り入れながらの利用をお願
いします。換気の際は、音響機材のご利用はお控えください。
・大きな声を出すなど、飛沫が飛散する行為はおやめください。
・感染が発生した場合の対応に備え、利用団体の責任者は利用者の住所、氏名、連絡先の把握をし、必要があれ
ば求めに応じて提出できるようにご準備ください。
・予約申込みの送信時の内容確認にチェックしていただいた時点で上記の注意点に了承し、これを遵守いただける
ものとみなします
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ご協力よろしくお願いいたします。

有限会社 D-Life
D-Life ダンススクール
電話 029-858-6380
メール info@dance-life.jp
緊急連絡先（D-Life 事務局）090-1258-1978
［事務局営業日 月～金 10:00～18:00］
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D-Life レンタル可能スタジオ 設備一覧
スタジオ名

建物外観

フロア面積

床材

スピーカー

CD デッキ

更衣室

Wi-Fi

エアコン

D シアター

8m×10m

リノリウム

あり

あり

なし

なし

あり

学園スタジオ

8.5m×11m

フローリング

あり

なし

あり

あり

あり

守谷スタジオ

8.5m×14m

フローリング

あり

なし

あり

なし

あり

新守谷スタジオ

13m×13m

リノリウム

あり

あり

あり

なし

あり

つくば市東平塚698-3

つくば市遠東417-1

守谷市百合ヶ丘2-2485-5

守谷市松前台1-3-2

建物内観

★注意事項等★

※2021 年 9 月時点の情報です。変更になる場合があります

※スタジオ外観・内観を拡大してご覧になりたい方は、画像をクリック／タップしてください（別ウインドウで開きます）
※各スタジオ駐車場がございます

※土足利用厳禁です。室内用のシューズをお持ちください

※スピーカー（ミキサー）への接続はイヤホンミニプラグです。ヘッドフォンジャックアダプタが必要な場合は各自でご用意ください（iPhone 等）
※ご利用状況確認のため、スタジオにはセキュリティカメラが設置してあります

