
団体名

代表者氏名

TEL

Mail

イベント名

利用スペース

利用日

　　　　　  円/時 × 時間　　　　合計 円

（税込） （税込）

お支払方法

イベント規模

キッチン利用 有　・　無 調理方法：

ケータリング 有　・　無

ドリンクの持ち込み 有　・　無 冷蔵・冷凍庫の利用

プロジェクター
スクリーン

要　・　不要 マイク

開催事例掲載 可　・　不可

備考

レンタルスペース利用申込書

　　　　　　　　年　　　月　　　日　（　　　）

利用時間

時間 備考
準備開始　　　　 　　　 　：

受付開始　　　 　　　 　　：

イベント開始　  　　　　　：

イベント終了　　　　　　  ：

代表者連絡先

完全撤収　　　　　　　　  ：

LEAGUE銀座　2Fラウンジ

その他
確認事項

LEAGUEホームページ、その他広告販促物に開催事例として掲載いたします。例：当
日の様子の写真、利用者名（法人名）など
（外部非公開等、特例を除き、ほとんどの皆様に掲載許可いただいています）

利用料金

※準備開始～完全撤収までの時間を記入

右記お選びください。【　　　事前振込　　　・　　　当日現金払い　　　　】

参加者　　　　　名　　　スタッフ　　　　　名

業者名：

搬入時間：

メニュー内容：

有　・　無

要　・　不要



項目

お問合せ先

運営会社：UDS株式会社

LEAGUE銀座
〒104-0061 東京都中央区銀座三丁目11-3
TEL: 03-6264-1577
Mail：info@league-brands.jp

レンタルスペース利用規約  
詳細

注意事項

１．お支払いは、事前の銀行振込か当日現金払いとなります。
２．お申込みはご利用の一週間前までにお願いします。
　　キャンセル料　一週間前：20％　前日：50％　当日：100％
３. 備品・家具などは必ず利用前の状態にお戻しください。
　　飲食を伴うご利用の場合は清掃・食器片付け・ゴミのおまとめ（可燃、不燃、ビン・カン）をお願いします。
４．受付はご利用者様にてお願いいたします。
５．楽器演奏などは事前にご相談ください。
６．利用中はスタッフが立ち会うことがあります。
７．設備・家具などの破損があった場合には修繕費をご負担いただきます。
８．万が一、イベント中の事故やトラブルにより利用者や参加者に怪我など被害のあった場合、
　　LEAGUE銀座はその責を負いません。
９．利用目的によってご利用をお断りすることがございます。
１０．火災・台風・洪水・地震・暴動・政府規制等の不可抗力により利用が不可能になった場合、
　　　LEAGUE銀座はその責を負いません。

＜調　理＞
・洗剤・スポンジは当施設で用意しているものをご利用ください。
・食品提供に関する保険は開催者様にてご加入ください。

＜音　量＞
当スペースはオフィスを併設しているため、オフィス入居者へ迷惑になる大きな音量でのご使用は
お控えするようお願い致します。もしあった場合は、利用の中止をお願いすることがあります。



団体名

代表者氏名

TEL

Mail

イベント名

利用日

時間　　　　合計 円

（税込）

お支払方法

イベント規模

キッチン利用 有　・　無

ケータリング 有　・　無

ドリンクの持ち込み 有　・　無 冷蔵・冷凍庫の使用

プロジェクター
スクリーン

要　・　不要 マイク2本セット

開催事例掲載 可　・　不可

備考

イベント終了　　　　　   ：

完全撤収　　　　　　   　：

利用料金

※準備開始～完全撤収までの時間をご記入ください。

右記お選びください。【　　　事前振込　　　・　　　当日現金払い　　　　】

　計　　　　名　（スタッフ　　　　名、参加者　　　　　名）

調理方法：

業者名：

搬入時間：

メニュー内容：

有　・　無

要　・　不要

その他
確認事項

LEAGUEホームページ、その他広告販促物に開催事例として掲載いたします。例：当
日の様子の写真、利用者名（法人名）など
（外部非公開等、特例を除き、ほとんどの皆様に掲載許可いただいています）

LEAGUE有楽町 イベント利用申込書

　　      年　　 月　　 日　（   　）

利用時間

時間 備考
準備開始　    　　 　　     ：

受付開始　　　 　　　 　 ：

イベント開始　  　　　 　：

代表者連絡先



項目

お問い合わせ先

貸切可能な
スペース

詳細

注意事項

１．お支払いは、事前の銀行振込か当日現金払いとなります。
２．お申込みはご利用の一週間前までにお願いします。
　　キャンセル料　一週間前：20％　前日：50％　当日：100％
３. 備品・家具などは必ず利用前の状態にお戻しください。
　　飲食を伴うご利用の場合は清掃・食器片付け・ゴミのおまとめ（可燃、不燃、ビン・カン）をお願いします。
　　消耗品は提供いたしかねます。
４．受付はご利用者様にてお願いいたします。
５．楽器演奏などはご遠慮ください。
６．利用中はスタッフが立ち会うことがあります。
７．設備・家具などの破損があった場合には修繕費をご負担いただきます。
８．万が一、イベント中の事故やトラブルにより利用者や参加者に怪我など被害のあった場合、
　　LEAGUE有楽町はその責を負いません。
９．利用目的によってご利用をお断りすることがございます。
１０．申込み時と異なる目的、内容、人数規模等での利用があった場合、状況によって当日の利用、今後の利用をお断りすることがございます。
１１．火災・台風・洪水・地震・暴動・政府規制等の不可抗力により利用が不可能になった場合、
　　　LEAGUE有楽町はその責を負いません。

＜調　理＞
・ガスコンロ等、火の使用は禁止されております。IHクッキングヒーターをご利用ください。
・共用部（給湯室）での調理は禁止されております。
・洗剤・スポンジは当施設で用意しているものをご利用ください。
・給湯室に食器や調理器具などを置いたままにしないようご注意ください。
・下記の調理は禁止されております。
◦揚げ物、炒め物
◦煙の出る可能性のある物
※スプリンクラー発動の危険性があります
・食品提供に関する保険は開催者様にてご加入ください。

＜音　量＞
当スペースはオフィスを併設しているため、オフィス入居者へ迷惑になる大きな音量でのご使用はお控えするようお願いしております。もしあった場合
は、利用の中止をお願いすることがあります。

LEAGUE有楽町
〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-１東京交通会館６F
TEL: 03-5224-5505
Mail：info@league-yurakucho.jp

LEAGUE有楽町 イベント利用規約

ラウンジスペース赤枠内

※コピー機、ウォーターサーバー等、共用物付近は
他のご利用者様にも使用いただけるように
ご配慮をお願いいたします。



団体名

代表者氏名

TEL

Mail

イベント名

利用スペース

利用日

　　　　　　  円/時
×

時間　　　　合計 円

（税込） （税込）

お支払方法

イベント規模

キッチン利用 有　・　無 調理方法：

ケータリング 有　・　無

ドリンクの持ち込み 有　・　無 冷蔵・冷凍庫の利用

プロジェクター・
スクリーン(1,000

円)
要　・　不要

マイク

備考

利用料金

※準備開始～完全撤収までの時間を記入

右記お選びください。【　　　事前振込　　　・　　　当日現金払い　　　　】

参加者　　　　　名　　　スタッフ　　　　　名

その他
確認事項

業者名：

搬入時間：

メニュー内容：

有　・　無

要　・　不要

代表者連絡先

価格は規約参照

完全撤収　　　　　　　　  ：

     2F FUJI半面(42名用)　 /　 2F FUJI全面(100名用)   /  8F Tatami Room ＆ Terrace
※希望場所にマル

レンタルスペース利用申込書

　　　　　　　　年　　　月　　　日　（　　　）

利用時間

時間 備考

準備開始　　　　 　　　 　：

受付開始　　　 　　　 　　：

イベント開始　  　　　　　：

イベント終了　　　　　　  ：



項目

お問合せ先

INBOUND LEAGUE
〒160-0022 東京都新宿区新宿5-15-14
TEL: 03-6709-8057
Mail：info@inbound-league.jp

レンタルスペース利用規約  
詳細

注意事項

【価格】
2階FUJI
半面42名利用：税抜18,000円
全面100名利用：税抜30,000円

8階Tatami Room  & Terrace
<平日>
9:00〜13:00 - 税抜2,980円
13:00〜17:00 - 税抜3,980円
17:00〜22:00 - 税抜4,980円
<土曜>
9:00〜16:00 - 税抜4,980円
16:00〜22:00 - 税抜5,980円
※原則最低利用時間3時間
※日祝日応相談

１．お支払いは、事前の銀行振込か当日現金払いとなります。
２．お申込みはご利用の一週間前までにお願いします。
　　キャンセル料　一週間前：20％　前日：50％　当日：100％
３. 備品・家具などは必ず利用前の状態にお戻しください。
　　飲食を伴うご利用の場合は清掃・食器片付け・ゴミのおまとめ（可燃、不燃、ビン・カン）をお願いします。
４．受付はご利用者様にてお願いいたします。
５．楽器演奏などは事前にご相談ください。
６．利用中はスタッフが立ち会うことがあります。
７．設備・家具などの破損があった場合には修繕費をご負担いただきます。
８．万が一、イベント中の事故やトラブルにより利用者や参加者に怪我など被害のあった場合、
　　INBOUND LEAGUEはその責を負いません。
９．利用目的によってご利用をお断りすることがございます。
１０．火災・台風・洪水・地震・暴動・政府規制等の不可抗力により利用が不可能になった場合、
　　　INBOUND LEAGUEはその責を負いません。
＜調　理＞
・洗剤・スポンジは当施設で用意しているものをご利用ください。
・給湯室に食器や調理器具などを置いたままにしないようご注意ください。
・食品提供に関する保険は開催者様にてご加入ください。

＜音　量＞
当スペースはオフィスを併設しているため、オフィス入居者へ迷惑になる大きな音量でのご使用は
お控えするようお願い致します。もしあった場合は、利用の中止をお願いすることがあります。

運営会社：UDS株式会社
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