
 パナケア赤坂院 

レンタルサロンご利用規約兼同意書 

 

パナケア赤坂院では、赤坂駅１番出口より徒歩３分、赤坂見附駅１０番出口より徒歩７分という都心の恵

まれた環境にて、衛生的で高級感のある内装の完全個室レンタルサロン、シェアサロンをご用意しており

ます。 

お客様をおもてなしする環境としては最上と思われる空間を、リーズナブルな価格でプライベートサロン

としてご利用頂けます。鍼灸、マッサージ、エステ、オイルトリートメント、タイ古式マッサージ等の各

種ボディーワークをはじめ、個人レッスン等にもご活用頂けますので、お気軽にご相談ください。 

 

ルーム１ 

窓から明るい日差しが差し込む、広めのお部屋です。タイ古式マッサージ等にもご利用いただけます。 

（アースライト社製折りたたみベッド） 

ルーム 2 

ルーム 3 

窓はありませんが、施術に専念できるお部屋です。 

（アースライト社製折りたたみベッド） 

ルーム 4 

窓のある明るい日差しが差し込むお部屋です。換気扇があるので、鍼灸等に適しています。 

（Alber 社製 固定ベッド） 

 

※すべてのベッドが、高さ調節が可能です。 

※シャワールーム及び冷蔵庫の設備はございません。水道はお化粧室をご利用ください。 

 

■営業時間 

10時 ～ 20時（不定休） 

※営業時間外のご利用を希望される場合はご相談ください。 
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■利用料金 

○一回の利用料が¥5,000-を超える場合は、カードでのお支払いもお受け致しております。 

（クライアント様がカードでの支払いを希望される場合、支払いの代行を致します。その場合、手数料 10%

をいただきます。） 

＜平日＞       1時間￥1,700- 2時間目以降￥1,000-／時間 （延長￥700-／30分） 

＜土・日・祝祭日＞ 1時間￥1,800- 2時間目以降￥1,200-／時間 （延長￥800-／30分） 

＜一日貸切＞    10:00～20:00 平日￥9,000- 土日祝祭日￥11,000- 

＜月極利用料金＞ 

週 3日まで１日貸切 10:00～20:00 ¥100,000- 

● 火曜日を除き、曜日は自由にお選びいただけます。 

● 時間外のご利用や延長は、通常料金の規定に準じ、都度お支払い下さい。 

● 月極としてのご利用は、毎月１日から当月の最終日までとさせて頂きます。 

● 毎月２０日までに翌月のご利用日程を決定の上、月極予約をお取りください。２１日以降になりますと、

お部屋を確保できない場合がございますのでご了承ください。 

● 月極料金は、月初めにご利用いただく際にお支払い頂きますようお願い致します。 

● 月極のご利用者様に限り、ご希望によりご利用者様のブログや HP のリンクを当店の HP に貼ることが

できます。 

 

■利用規則 

※１時間単位でのご利用を承ります。 

※準備や後片付けを含む入退室時間でのご予約をお願いします。 

※ご予約時間、開始時間より、入室できます。ご利用時間前の入室はお断りする場合がございます。 

例）10：00～12：00 のご予約ですと、入室可能なのは 10：00 からとなります。 

※ご利用時間を 1 分でも過ぎますと、30 分相当の延長料金がかかります。 

予約状況によりましては、延長をお断りする場合もございます。余裕をもってご予約下さい。 

（注：30 分の延長を二回された場合は、1 時間分の延長ではなく、30 分×2 回の計算とさせていただき

ます。平日と休日で、料金が異なります。） 

※簡単な院内ワークにご協力いただけない場合は、利用をお断りすることがあります。 

※ご予約後にキャンセルされる場合、キャンセル料が発生致します。 

3日前まで  30% 

48時間以内  50% 

24時間以内 100% 

ご利用時間、日時等が変更になる場合は、至急ご連絡ください。 
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※ご契約者様、クライアント様がトイレをご利用になった場合は、簡単な清掃をお願い致します。 

（洗面台の水しぶきを拭く、トイレットペーパーの三角折など。） 

衛生面には特に気を配っておりますが、治療中は対応が遅れることがありますので、衛生的な空間を保

つためにもご協力ください。 

 

■設備について 

○無料設備 

・各部屋の有線放送（癒し系音楽） 

・マッサージベッド１台（高さ調節可能。ヘッド＆アームレスト付き） 

・スツール１脚（高さ調節可能） 

・シーツ、電気毛布 

・各種タオル ・上掛け用大判タオル 2枚（195×95cm） 

       ・上掛け用マイクロファイバーバスタオル 2枚（138×70cm） 

       ・マイクロファイバーフェイスタオル 3枚（80×34cm） 

       ・枕用タオル 1枚 

※必要のあるタオルを申告してください。 

・紙シーツ、ピローシート 

・ドレッサー、鏡、チェスト、綿棒、コットン 

・グラス、ソーサー、お盆のセット 

・戸棚（ご契約者様の荷物置き場にお使いください。備品類はご利用になれません。） 

・ふた付脱衣カゴ、足マット 

・スリッパ 

・エアコン 

・ティッシュ 

・靴べら 

・部屋に常設のコンセント（電力消費の大きい機材の持ち込みはご遠慮下さい。） 

・エントランスに設置の水（ご契約者様とクライアント様の飲料水てしてご利用になれます。ホットタオ

ル、フットバス等、飲料水以外の利用はお断りしています。) 

 

○有料設備 

・ワゴン付ホットキャビ（タオルウォーマー） ¥500- 

・タイ古式マッサージ用設備一式（専用マット、枕、枕タオル、電気毛布、シーツ、上掛けタオル）¥1,500- 

・整体用治療着 １着につき ¥200- 
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・鍼灸道具一式（廃棄代含む）鍼１本￥20- ～ 

・使い捨て紙ショーツ 男性用/女性用（M/L） 各¥50- 

・紙スリッパ ￥50- 

・マッサージオイル（キャリアオイルブレンド、ビーカー込み） ¥300-/30cc  

※アロマオイル（精油）は付属しません。 

・ガラスボウル、ビーカー、ガラス棒セット ¥300- 

・追加タオル: 

大判バスタオル 1枚 ¥300-  

フェイスタオル 3枚 ¥100- 

・湯沸かしポット ¥300- 

・パルス通電機 ¥500- 

・遠赤外線 ￥500- 

 

○設備の利用について 

・施術に必要な化粧品類、アロマオイル、器具などは、都度ご持参下さい。 

（足湯用専用タオルの追加は 2枚 ¥100-） 

・当院では環境問題への取り組みの一環として、地球温暖化防止に配慮した治療院の運営を心がけており

ます。省エネ、節電へのご協力をお願い致します。 

・オイル等の汚れは、指定のタオル、スプレー等で拭き取って頂き、原状回復に努めてください。 

・使用済みのリネン類は、指定の場所において頂き、お部屋の原状復帰にご協力下さい。 

・トイレをご利用の際には、他のセラピスト、クライアント様が気持ちよくお使い頂けますよう、簡単な

清掃をお願い致します。 

 

 

■禁止事項 

・物販、ネットワークビジネス、宗教活動、またはそれに準ずる行為、もしくはそれと疑わしい行為の禁

止。 

・きつい臭いの伴う施術の禁止。ネイル等はご相談ください。 

・火気の使用の禁止。 

・犬、猫、小鳥等その他の動物、家畜類の持ち込みの禁止。 

・大音量の発する物品の持ち込みの禁止。 

・大音量の発する施術の禁止。 

・法令又は公序良俗に反する行為、他のお客様の迷惑となる行為の禁止。 



 パナケア赤坂院 

・暴力団又は特殊な宗教団体と関連する方の入室の禁止。 

・貸出し範囲以外のスペース（スタッフルーム、受付カウンター内、他の施術ルームなど）の使用及び立

ち入りの禁止。 

・お申し込み時に、当院とご契約頂いた利用以外でのご利用の禁止。 

・お申し込み時に、当院とご契約頂いたご利用者様以外のご利用の禁止。 

・その他法令で禁じられている行為の禁止。 

・申請書や登録所等の書類に、当院の住所、名前等を使用することの禁止。 

・犯罪行為および犯罪行為に結びつく行為の一切の禁止。発見した場合は直ちに通報させて頂きます。 

・当院、患者様、近隣住民に対しての誹謗中傷など、印象やイメージを傷つける内容の言動、行為、書き

込み等の禁止。 

 

■注意事項 

・入退室される際、当院のスタッフが治療中の場合は、受付カウンターにあるベルを鳴らしてお知らせく

ださい。 

・ご利用されるお部屋に限らず、エントランス、階段、廊下、エレベーター等の共有スペースでは、声や

音が響きますので、他のお部屋又はご近所に迷惑となるような大きい音や振動は、ご遠慮ください。  

・水道が必要な場合は、化粧室内の洗面所をお使いください。（飲料不可） 

・飲み物はご持参ください。当院のミネラルウォーターは有料（¥100-）となります。クライアント様がご

利用になられましても徴収させて頂きます。 

・受付の設備、備品（電話、キャッシャー、筆記用具等）およびカウンターは、原則ご利用になれません。 

・院内、室内、階段等は、全て禁煙です。 

・レンタルサロン後契約者様及びクライアント様による、当院の備品、室内の破損、損傷、汚傷等につい

ては、必ずご契約者様の責任において原状復帰に必要な実費をご負担頂きます。 

・貴重品の紛失には当院は一切の責任を負いません。自己管理をお願い致します。 

・私物の保管は出来かねますので、ご了承下さい。 

・当院の住所、写真、地図をホームページ、ブログ、チラシ、名刺等に記載をご希望の場合は、必ず事前

に申請をし、許可を取り付けてください。 

・クライアント様への当日の連絡先は、ご契約者様の携帯番号等をお知らせください。当院の番号は利用

できません。 

・利用中の出来事は全て自己責任となります。当院では一切の責任を負いません。 

・レンタルサロンのご利用に際してご提出頂きました利用規約同意書、履歴書、免許証のコピー等の書類

は、理由の如何を問わず返却致しません。今後、レンタルサロン等のご利用がない場合は、ご連絡をい

ただければ当院で適切に処理致します。処分後、再びレンタルサロンをご利用をご希望の際には、同様
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の書類を改めてご提出頂きます。 

 

●領収書について 

レンタルサロンをご利用頂いた際、当院よりご契約者様に領収書の発行を致します。必要な場合は、お申

し付け下さい。 

ご契約者様がご自身のクライアント様に領収書を発行する場合は、原則、当院の住所はお使い頂けません。 

当院の住所の記載を希望する場合には、事前に院長に許可を取り付けてください。その際に、領収元が当

院でないことがわかるように、ご契約者様の情報を明記してください。 

（例:当院の住所の横に、「領収元○○(施術者の名前)」「連絡先 090-000-0000などと併記」） 

 

■免責事項 

・天変地異、自然災害、戦争、テロ、内乱、暴動、政府の規制・命令または指導、ストライキ、交通の閉

塞、その他当方の管理能力を超える不可抗力事由により当方が契約上の義務を履行できない、もしくは

履行期限を遵守できない場合には、当方はその不履行責任を免れるものとします。 

・不可抗力が生じた場合には、当方はお客様に通知することにより、契約を解除することが出来るものと

します。 

・契約者様のご都合で中途解約された場合には、返金致しかねますのでご了承ください。日割りでの返還

には応じられません。 

 

◎お申し込み方法 

ご利用前に必ずご内覧頂き、利用方法などをご説明させて頂きます。事前の内覧なしでのご利用は出来ま

せん。 

まずはお電話もしくはメールにて、内覧の希望日時をお知らせ下さい。 

電話 ：03-6459-1533 

メール：HP トップページ上段の「メールお身体相談」よりご連絡下さい。 

担当：飯田耕平 

※ご利用料金以外に費用を頂くことはありません。 

※ボディーワークの内容により、お断りさせて頂くことがあります。 

 

■お支払い方法 

ご利用日当日、ご利用前に現金でお支払い下さい。利用料金が¥5,000-を超える場合は、カードでのお支払

いもお受けしております。 
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■キャンセルについて 

やむを得ない理由によりキャンセルをする場合には、できるだけ早めにご連絡下さい。 

ご予約後にキャンセルされる場合、キャンセル料が発生しますのでご注意下さい。 

3日前まで ：30% 

48時間以内：50% 

24時間以内：100% 

※メールなどでキャンセルのご連絡を頂いた場合は、そのメール送信時の時間で逆算いたします。 

 

※上記禁止事項、注意事項に抵触する場合、当院に損失を及ぼすと判断した場合、当院の風紀に合わず利

用がふさわしくないと判断した場合、虚偽の申請が合った場合等は、契約内容の如何を問わず、今後の

利用をお断りさせて頂きます。その際、料金の返却には一切応じませんので、ご了承下さい。 

※上記禁止事項、注意事項に抵触する場合、当院に損失を及ぼすと判断した場合、当院の風紀に合わず利

用がふさわしくないと判断した場合虚偽の申請が合った場合等は、その事実が明らかになった時点で、

ご利用を即刻中止及び退去していただきます。その際に発生する損害賠償には、一切応じませんのでご

了承下さい。 

※故意に悪質な規約違反があったと判断した場合には、速やかに法的な対処をさせて頂きます。その際に

損害賠償をご請求する可能性がありますので、ご留意下さい。 

 

【改訂】 

本規約及び料金は、予告なく改訂する場合がございます。その場合、改定後の規約を適用させて頂くもの

とします。 

 

規約制定 2013年 2月 1日 

規定改定 2015年 3月 15日 

規約改定 2015年 7月 1日 

規約改定 2018年 5月 1日 

規約改定 2018年 6月 25日 
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【お契約者様ご記入欄】 ※このページをご提出頂きます。 

 

利用規約（上記利用規則、禁止事項、注意事項、免責事項等）、を遵守することに同意致します。 

利用規約に違反した場合は、速やかに対処に従いますことを誓います。 

年   月   日 

 

ご氏名：                       印 

 

ご住所： 

 

 

ご連絡先（ご連絡のつきやすいもの）： 

 

E メール： 

 

ボディーワークの内容： 

 

 

 

備考欄： 

 

 

 

 

 


