ドルチェホール利用規約
ドルチェホールは、株式会社日本ピアノギャラリー東京店が
運営・管理するホールです。ご利用に関しまして以下の通り利
用規約を定めておりますのでご了承の上、お申し込みくださ
い。

<1. 利用申し込みについて >
(1) 使用可能日
毎週水曜日、年末年始、お盆等、日本ピアノギャラリー東京
店休業日にはご利用いただけません。また、上記以外でも、弊
社音楽教室での利用や主催イベント、施設の点検等でご利用い
ただけない日もございます。
(2) 使用時間
1時間以上30分単位でご利用できます。ご利用にあたって、
開場準備・片付け時間が必要な場合、その時間についても考慮
の上、余裕を持ってご予約下さい。
(3) お申し込み開始日
ご利用予定日の6 ヶ月前の月初め(1日) AM10:00 より受け
付けいたします。お申し込み開始日が定休日に該当する場合、
翌営業日の AM10:00 よりとなります。

(6) 使用料振込先
三菱東京UFJ銀行 練馬光が丘支店 (622)
普通口座 3830401
( 株 ) 日本ピアノギャラリー
なお、振込手数料はお客様ご負担にてお願いいたします。ま
た、一度お振込いただきました使用料を返金する場合、 振込手
数料は差し引かせて頂きますのでご了承下さい。

(4) 予約の確定・使用料金のお支払い
仮予約後、7日以内に申込金として使用料の50%以上をショ
ールーム受付、またはお振込にてお支払い下さい。申込金の入
金をもって正式に予約受付となります。なお、期日内にご入金
が無い場合、仮予約は無効となりますのでご了承下さい。
使用料の残金につきましては、当日の1ヶ月前までに全額ご
入金ください。
(5) キャンセル料
利用日から1ヶ月以前の予約取り消しの場合は、使用料金の
50%、1ヶ月以内前々日までの場合は使用料金の70%、利用前
日・当日の場合は全額をキャンセル料としてお支払いいただき
ます。なお、当ホールの都合により、または不測の災害などの
為ホールの使用が不可能になりました場合は、申込金、及び入
金されました使用料はご返金させていただきます。但し、これ
によって生ずる損害賠償の責任は負いません。

(9) 遺失物保管について

<2. 利用上のご注意 >
(1) 利用チェック表

(10) その他禁止事項

当日ご利用に当たっての諸注意が書かれたチェックシートを
受付にてお渡ししますので、ご利用後チェックの上、再度ショ
ールーム受付までお持ちください。

・壁やガラスへのポスターや案内表示の貼り付け
・危険物の持ち込み
・悪臭・異臭を発するものの持ち込み

(2) 使用時間について
開場準備・片付けは、使用時間内に含みます。ホール備品以
外の搬入・搬出も時間内にお願いします。

・収容定員を超える入場
・公序良俗に反する行為
・他のお客様の迷惑となる言動

(3) 有料・無料設備機材

・盲導犬以外のペットの持ち込み

有料・無料設備機材(ピアノ・マイク・アンプ等)の利用は、必
ず事前にお申し込みください。

・法令で禁じられている行為

ホール内の備品・イス等を使用・移動される場合は、使用後
すみやかに現状に戻してください。
(5) 楽器の持ち込み

なお、このお申し込みは仮予約とさせていただきます 。

近隣のコインパーキングを利用いただいております。当日に
限り、領収書をご持参いただくと、『ホール利用時間分の駐車
場代（2台分まで）』を負担させていただきます。台数に限り
がございますので、ホールをご利用のお客様には、公共交通機
関を利用いただくよう予めご案内ください。
ホールご使用後、お客様が当ホールに置き忘れられた、お荷
物・携行品などは発見日を含め7日間保管します。それまでに
所有者が判明せず引取りがない場合、その遺失物を適宜処分す
る事があります。この場合における損害及び費用はすべてお客
様のご負担と致します。

(4) 設備の使用・移動
また、ご予約はメール・FAXでは受け付けておりません。直
接日本ピアノギャラリー東京店ショールーム受付までご来店い
ただくか、お電話にてご予約下さい。

(8) 駐車場

常設以外の楽器の持ち込みに際しては予約時に申請くださ
い。尚、和太鼓・ドラムセット・エレクトリックギター等、音
量の大きな楽器の持ち込みは、原則お断りしております。
(6) 広告・販売
会場内での広告類の掲示、ビラ配り、寄付金品の募集、物品
の販売、及び陳列は原則としてお断りいたします。
(7) 飲食・喫煙
喫煙は禁止しておりますが、飲食は可能です。ただし、アル
コール類の持込・大人数での飲食はご遠慮いただいておりま
す。また、飲食に伴うゴミは必ずお持ち帰り下さい。
(8) 物品の盗難・破損について
ご利用中において生じた物品の盗難・破損等の事故について
は弊社に重大な過失がない限り、弊社はその責任を負いかねま
すのでご了承ください。 ご利用中にピアノ本体その他、建物、
床面、設備、備品等を汚損または損傷した場合は、現状回復に
かかる費用を実費で弁償していただきます。

お客様が以上の制限事項に該当すると弊社で判断した場合、
ご予約の取り消しや使用の停止をさせていただくことがござい
ますのでご了承ください。なお、それによってお客様に損害が
生じる場合がありましても当ホール及び弊社は一切責任を負い
ません。

<3. 交通・アクセス >
〒179-0075 東京都練馬区高松 6-35-15 しのだビル5F
♪ 笹目通り沿い 目白通り谷原交差点より 1.2km
♪ 大江戸線光ヶ丘駅 A4 出口より徒歩 10 分
♪ 地下鉄成増駅 ( 東武東上線成増駅 ) 成増町停留所
より西武バス [ 練 42][ 吉 60] 高松大門通り下車

<4. お問い合わせ先 >

Piano Gallery
株式会社日本ピアノギャラリー東京店
AM10:00~PM7:00 毎週水曜日定休
フリーダイヤル : 0120-56-9066

TEL : 03-3996-9066 FAX : 03-3996-4989
URL:http://www.piano-g.co.jp
E-mail : info@piano-g.co.jp

練習室レンタルもございます

ドルチェホールレンタル料金表

弊社音楽教室の空き時間を、音楽を愛する皆様へお安く開放しています!

発表会・ミニコンサートはもちろん、合唱や会議、ヨガ・編み
物など様々なジャンルの教室にもお使いいただけます。収容定
員 65 名。32.5 畳

ご利用時間

平日

料金（税込1h）

10:00〜19:00

￥2,160

土日祝 10:00〜19:00

￥2,700

定期的なご利用・上記時間帯を超える延長・イベントの広告などのご
相談も承ります。

無料設備
長机・イス (60 脚 )・ピアノ椅子(トムソン・ベンチ)

料金(税込1h)

広さ

設備

￥1,620

ヤマハ G2 グランド
6.4畳
(Tuned model※)
定員5名 フォイリッヒMod.
161グランド

練習室
B

￥1,296

ディアパソン
4.3畳
定員3名 DR-5BG グランド

練習室
C

￥1,296

3.9畳
ペトロフP115IIIアッ
定員5名 プライト

練習室
A

マイク 2・マイクスタンド・CDデッキ・MDデッキ

※ Tuned model...
ハンマー(レンナー・アベル社)、弦(レスロー社)等各部をブラッシュアップしたスペ
シャルモデル。
※ 整備の都合上、常設楽器は予告無く変更される場合もありますのでご了承くださ
いませ。

♪録音機材設備はございません。

＜練習室レンタル利用規約＞

譜面台・ピアノ用補助ペダル・ホワイトボード
YAMAHA STAGEPASS300 PAシステム

♪ご利用可能日・ご利用可能時間

有料設備

弊社店舗営業日・営業時間に準じます。

スタインウェイ B-211 ￥540 / 1h
ピアノ調律料：¥11,880 より

♪ ご利用時間単位
1時間以上30分単位でご利用できます。

Dolce Hall

ドルチェホール
ご利用ガイド

♪ ご予約方法

♪調律の要・不要、判断のためのご試弾は、前もってお申し
出下さい。

ご利用予定日1ヶ月前の同日AM10:00より受け付けいたします。お申し込み開始
日が営業日ではない場合、翌営業日のAM10:00よりとなります。

♪弊社以外の調律師をご希望の場合は資格等を前もってご提

♪ ご利用方法

示ください。また、この場合には調律に要する時間にもホー

当日入室前に会計をお願いしております。会計時、ご利用に当たっての諸注意が
書かれたチェックシートをお渡ししますので、ご利用後チェックの上、ショールー
ム受付までお持ちください。

ル使用料が発生しますことをご了承ください。

♪ キャンセル料

♪割引制度
弊社在籍生徒はホール使用料金(設備使用料を除く)より10%
割引。 登録レスナー・講師ご本人様が利用される場合にも割
引がございます。

利用日から1週間前までの予約取り消しは無料、前日までの場合は使用料金の
50%、利用当日の場合は全額をキャンセル料としてお支払いいただきます。
♪ 楽器の持ち込み
常設以外の電子・電気楽器、和太鼓、ドラムセット等々、音量の大きい楽器の持
ち込みはご遠慮ください。
♪ 駐車場

ご予約は

0120-56-9066
日本ピアノギャラリー東京店まで

近隣のコインパーキングをご利用ください。
♪ 割引制度
弊社在籍生徒は上記枠内の料金より10%割引。登録レスナー・講師ご本人様が利
用される場合にも割引がございます。
他、利用上のご注意は裏面ドルチェホール利用規約に準じます。
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