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スベース オルデュールは会員市1の レン

タルスペースです。あなたの特技や資格を

活かしたカルチャー教室、手作り品の展示

会や即売会、お反だちとのサークル活動、

会議などに、幅広くご利用いただけます。

ハンドメイド雑貨の販売コーナーも常設

していますのでご活用ください。

(金額はすべて税込みです)

ご利用になりたい方は、メールで、ご利

用の目的などをご連絡ください。2日以内

にお返事を差し上げますので、ご来場くだ

さい。

■■■■■■
40:30～ 16:30(2021年 1月現在)

終了時刻は延長可能ですので、ご相談

<ださい。
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日・祝日は原貝」としてお休みですが、

利用したい方はご相談<ださい。

暴ま垂華曇幸
会員登録申込書に必要事項をご記入

の上、年会費 1,200円を添えてお申し

込み<ださい。毎年 4月更新となりま

すので、4月以外の入会お申し込みの

場合は、月害」の金額を納入して<ださ

い (例 :8月申込みの場合は 8～3月
分で 800円となります).

会員カー ド(1年間有効)を発行しま

す。オルデュールご利用の際は必ずご

持参<ださい。
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■
空き状況は HPのカレンダーまたは

店頭でご確認<ださい。

お申し込みはご利用希望日の 3か月

前より受け付けます。

定期的にご利用になる場合は、あら

かじめお申し出<ださい。

展示会など、不定期でのご利用は、

申し込み順で受け付けます。
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利用方法①または②を選び、利用料

金と③光熱費の合計金額を、ご利用当

日に、前払いでお支払い<ださい。

①ワークスペース利用料金
。1～4時間 (～4名まで)

¥1,000/1 hr/1テープル
04時間～終日

¥4,OOO/1テープル

5名以上でご利用の場合、1時間

プラス5∞円で、2テープルロをご

利用いただけます。

¥1,5∞/1 hr/2テープル

★終日2テープル連続使用で 200/031き

②貸切利用料金

(貸切 :テープル・可動棚・固定棚)

(時間貸しはありません)

1日  ¥8,000
★2日連続使用で 20%引 き

★3日連続使用で30%引き

③光熱費   ¥100/1 hr
(5時間以上―律¥500)

☆キャンセル料について

ご利用日の 3日前～前日までのキャ

ンセルは利用料金の50%をいただき

ます。当日キャンセルの場合は利用料

金の100%をいただきます。



■li■■■
オルデュールには駐車場はありませ

ん。近隣のコインハーキングをご利用

<ださい。
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。大きな音を出したり、室内を極端に

汚すおそれのある教室やイベントには

ご使用いただけません。

・備品等はご自由にお使い<ださい。

ただし、お客様の過失等で破損や紛失

した場合は、実費を弁償していただきます。

・利用8寺間内での準備および片付けを

お願いします。

・使用後は、テープルなどを元の位置

に戻し、清掃してからご退室<ださい。

書童釜琴義暴
・イベント、教室などのご紹介を、

オルデュール通信 (A5版バンフ)・

HP・ FBヘージで行います。

・催事ポスター・イベント告知バンフ・

教室案内をご持参いただければ、設

置・配布します。
.tAFri_Fiが ご利用いただけます。

・定期利用の場合、備品を置<場所を

提供しますので、ご相談<ださい。

・ハンドメイド雑貨常設販売コーナー

で、手作り品を販売することができま

す (販売手数料 30%)。

・オルデュールの企画する

で、手作り作品を展示・

販売できます (販売手数料 20%)。

手作ιj維貨マ′しシエ

警灘轟了
・テーブル (152× 90センチ)× 2
0丸椅子 12
・間仕切り 1

0固定棚

・可動棚

・スポットライ ト天丼 6 外2
・冷蔵庫・電子レンジ 0電気ボット

・急須・湯呑 e皿・ グラス

・絵異用筆洗い 。敷物

・展示用テーブルクロス

・展示用小物 (ド アフック、S字フック、

プッシュピン、コルクボード、等)

e Wi― Fi

ハンドメイ ド雑貨

常設販売コーナー

手作り雑貨を、壁面と棚で、常設

展示販売 (販売手数料30%)します。

ご希望の方は、作品3～ 5点の画

像と価格帯を、メールでお知らせ<
ださい。1週間以内にご連絡します。

展示に年会費以外の固定費は掛か

りません。委託販売一覧表と、それ

と照含できるタグを全作品に付けて

<ださい。

作品の販売価格の70%を返金し

ます。場所の都合上

・大きさが縦横 40 cm以 下

・販売価格が 30∞ 円以下

のものに限ります。

※            の0寺に

売れた場合は、販売手数料 20%と
なります。



●たとえば『ハンドメイドの教室と

t/て使いたい』場合

C)会員登録をして<ださい。

②空き状況を確認して、ご希望日 。

時間を予約して<ださい。定期利用

ご希望の場合はお知らせ<ださい。

{3当 日、スタッフに利用料を前納し

て、指定の時間内でご利用<ださい。

・4名 (1テーブル)で 2時間使用

¥1,000× 2hr+¥100× 2h「=¥2,200
08名 (2テーブル)で 2時間使用

¥11500X2hr+¥100× 2hri=¥3,200

lテ ーフ/じ

とイス 1客

●たとえば『グループで手作り服の

展示・即売会をやりたしヽ』場合

C)代表者が会員登録をしてください。

②空き状況を確認して、『ワークス

ベース 2テーブル』または『貸切』

を選んで、ご予約ください。

0当日、スタッフに利用料を前納、

ご利用<ださい。※期間中は即売・

体験教室・飲食もOKです !

可動欄を

使つた展示

・2日連続貸切使用 (20%引き)

¥8,000× 2day=¥16,000 X O,8+
¥500× 2day=¥13,800

02日 連続 2テープル使用 (20%引 き)

¥6,000× 2day=¥12,000× 0.8+
¥500× 2day=¥10,600
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メトロ東西線・落含より徒歩 6分、

     青原寺■番前二

電:    4∬
il□

西武新宿線。中丼より徒歩 10分、

JR総武線・都営大江戸線

束中野より徒歩 7分

http://N/v― .orupuchi.corn
FBベージ『スベース オルデュール』
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