
レンタル テーブルのご利用案内 

last update: 2020/07/02 

KUBU Suria 店内/店外のテーブルおよび４畳半和室を、ワークショップや手仕事の会などにご利用いただけます。ま
た、様々なイベント企画についても承っております。お気軽にお問い合わせください。なお、スペース全体をご利用の場
合は、別途ご相談ください。 

* 本案内は、事前の予告なしに変更される場合がございます。ご了承ください。 

ご利用目的 
ニットカフェ、クレヨン画の WS、フラワーアレンジメント、マンツーマン英会話レッスン、物販等にご利用いただけ
ます。 

* なお、ご利用はカフェ営業中となりますので、一般のお客様もご利用になります。そのため、ダンスなど大きく動き
のあるものやテーブル以外の場所が必要になるものについては、貸切でのご利用をお願いいたします。また、お灸やア
ロマの講座など匂いのでるものについては、ランチ時間帯以外で開催をお願いしております。ご理解のほどよろしくお
願いいたします。 

* ご利用内容が、当スペースにそぐわないと判断した場合は、ご利用をお断りする場合もございます。ご了承ください。 

ご利用テーブル＆スペース 
目的に応じて、以下のテーブル & スペースをご利用いただけます。ご自身でお持ちいただくことも可能です。 

• 和室 (4畳半)：～4 程度 

• うら庭テラス (約40㎡)：長テーブル１ & 椅子4脚、丸テーブル & 椅子2脚 (2セット) 

• 店舗前テラス (約8㎡)：丸テーブル1 & 椅子2脚  

• ちゃぶ台スペース (約６畳)：4 ～ 6名 

• 大テーブル & 長椅子 2脚：3 ～ 5名 

• ローテーブル & 二人掛けソファ 1 +  プフ (厚みのあるクッション) 3個：3 ～ 5名 

• ロー長テーブル  & プフ (厚みのあるクッション) 3個：２名 

• 丸テーブル & 椅子２脚 ：2名  

利用可能時間 
・火、水、木 : 10時～17時 
その他の時間をご希望の場合は、ご相談ください。 

ご飲食について 
ドリンク ・フード持ち込み 自由 

• ドリンク＆お食事をオーダーすることも可能です。その際は、事前のご予約をお願いいたします。 
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お申し込み 
ご来店、お電話もしくはメールにてご連絡ください (2021年5月現在)。 
 
予約受付期間： 当日 ～ 30日先まで予約可能 

ご利用料金 (税別) 
《テーブル＆スペース レンタル料金/時間》 
・料金は１時間の料金です。ご利用は、1時間単位となっております。 

お支払い方法 
ご利用後にお支払いください。延長する場合は、事前にお申し出ください。 

現在のところ、キャンセル料はいただいておりません。ただし、なるべくキャンセルのないよう、ご利用者様でも調整
をお願いいたします。 

プライバシーポリシー 
・  情報の利用目的 
取得した個人情報につきましては予約管理に利用する目的で収集するものであり、それ 以外の目的に利用又は提供
することは一切ありません。 

・  個人情報の利用範囲 
取得した個人情報は、施設の管理者のみが利用します。また、これ以外の第三者に提供 することもありません。 
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　時間貸し 

(10:00 - 
17:00)

中庭 店舗前 
テラス

４畳半和室      
(個室)

パーティシ
ョン カフェ オープンスペース

ちゃぶ台 
スペース

大テーブル ローテーブル ロー長 
テーブル

丸テーブル

料金/時間 ¥1,500 ¥500 ¥1,500 ¥1,000 ¥800 ¥800 ¥500 ¥500

人数の 
めやす

4 - 8名 2 - 3名 2 - 5名 4 - 6名 3 - 5名 3 - 5名 ２名 2名

広さ 約20畳 約3畳 ４畳半個室 ６畳
W150xD76 
x H75

W120xD58 
xH45

W148xD44 
xH38 φ74xH75

什器

* 丸テーブル
&椅子2脚 
(2セット) 

 
* 長テーブル 
& 椅子4脚 

丸テーブル&
椅子2脚

棚 x1 
座布団 x 4 
角ちゃぶ台

丸ちゃぶ台 
x 1 

座布団 x 
10

長椅子x2
2人掛け 
ソファ x 1 
プフ x３

プフx３ 椅子x2

数 1セット 1セット 1セット 1セット 1セット 2セット



スペースご利用規約 

KUBU Suria のスペースをご利用される際のお願いについて明記しております。よくお読みいただき、同意いただける
場合は、末尾にご署名をお願いいたします。 

なお、ご利用はカフェ営業中となりますので、一般のお客様もご利用になります。ご了承ください。 

ご利用時間について 
ご利用の際は、ホストにお声掛けください。 

1. ご利用時間はをお守りください。ご予約時間外を無断でご利用いただくことはできません。 
2. ご利用時間は、事前に承諾した時間内となります。利用途中で退出された場合でも返金は行っておりません。 
3. 延長をご希望の場合は、予めホストへ連絡し承諾を得るものとします。予約状況によって延長はできない場合もござ
います。 

4. スペースを予定時刻より早めにご退出される際は、連絡をお願いします。 
5. 延長の場合は、その旨ホストにお声掛けください。 

基本事項 
1. ご予約なしに、無断で物販を含む商用でのご利用はお断りしております。 
2. 室内は全室禁煙となります。喫煙の場合は、テラスでお願いいたします。 
3. ご予約いただいた以外のスペースやオプションをご希望の場合は、ご利用前にお申し出ください。 
4. 和室での飲食はお控えください。 
5. カフェ営業時間のため、他のお客様もご利用される場合がございます。ご予約以外の場所でのご利用はお控えくださ
い。またお荷物などは、なるべく近くにまとめて、誰もが気持ち良く使えるよう、お心がけをお願いいたします。 

後片付け・清掃・ゴミについて 
* ご利用後は、現状復帰となります。移動した家具や備品を戻し、清掃をお願いいたします。 

* 原則として、お持ち込みされた飲食などのゴミは各自お持ち帰りをお願いしておりします。 

禁止行為 
以下の行為が発覚した場合、利用途中でも退出をお願いする場合がございます。ご了承ください。 

1. 政治、宗教、ネットワークビジネスなどの勧誘、またはその他法律に違反する行為または違反するおそれのある行為 
2. 公序良俗に反する行為およびわいせつ物や違法物の持ち込み・観賞・販売等の行為 
3. 申込内容と相違するご利用 
4. お部屋へのペット類の持込み 
5. 常識を超える範囲の物品や機材、荷物の持込み 
6. 高額商品の販売 
7. 他の利用者に対し迷惑をかける行為 
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その他 
• ご利用中の不慮の災害、事故、盗難につきましては、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。 

• 当スペースの設備、物品などの破損、施設の汚損の場合は実費保証していただきます。利用後、状況を確認させてい
ただきます。 

駐車場 
• 敷地内に駐車場はございません。お車でお越しの際は、近隣の有料駐車場をご案内いたしますので、ご入用の際はお
問い合わせください。 

• 路上駐車については固くお断りいたします。 

お問い合わせ 
KUBU Suria (クブ スーリア) 

住所：〒240-0111 神奈川県三浦郡葉山町一色1918 
電話/FAX：046-874-9900 
メール：info@kubusuria.com 
HP：http://kubusuria.com 
FB：https://www.facebook.com/kubu.suri 
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レンタルテーブル利用 申込書 

申込日 年　　　　月　　　　日

ご利用者 (団体) 名

ふりがな

代表者名

ご利用者人数

電話番号

FAX

メールアドレス

HP アドレス

ご利用プラン

テーブル/
スペース

□４畳半和室  □ちゃぶ台スペース □大テーブル  □ローテーブル 
□ロー長テーブル □丸テーブル □テラステーブル □テラス

利用回数 □単発 □月１回　□月2回　□月3回　□月４回　□月４回以上

ご利用予定日

ご利用時間 ：　　　　　　　～　　　　　　　：

ご利用内容

その他特記事項

当店を何で知りま
したか？

ご来店・ご友人・Facebook・HP・その他 (　　　　　　　　　)

スペースご利用規
約の確認

同意する　　・　　同意しない

弊社記入欄
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