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iTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川ライズ 利用規約

１．利用規約の目的
（１） この「 iTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川ライズ 利用規約 」（以下「利用規約」という）は、イッツ・コ
ミュニケーションズ株式会社（以下「イッツコム」という）が、テレビ・WEB番組の収録・放送及びイベント
（以下総称して「催事」という）の開催を希望する者（以下「利用者」という）に、「iTSCOM STUDIO &
HALL 二子玉川ライズ (イッツコム スタジオ＆ホール 二子玉川ライズ) 」（以下「スタジオ＆ホール」とい
う）を貸渡し、利用者がこれを借受けて、催事目的に利用すること（以下「スタジオ＆ホール利用」という）
に関する詳細を定めることを目的とする。
（２） 利用規約は、別紙の「 iTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川ライズ 利用マニュアル 」（以下「利用マニュア
ル」という）の内容も含むものとし、次条により成立するイッツコムと利用者との利用契約に適用されるもの
とする。

２．利用契約
（１） 利用者は、スタジオ＆ホール利用にあたり、イッツコム所定の「仮予約申込書」を提出の上、仮予約の申し込
みを行うものとする。仮予約の申し込みは、当該スタジオ＆ホール利用月の８ヶ月前の１日より受付を開始す
る。なお、利用者がスタジオ＆ホール利用の仮予約を行った場合、イッツコムは仮予約の時点より１４日間
（以下「仮予約有効期間」という）、仮予約にかかる日程、施設、設備を利用者のために確保するものとす
る。
（２） イッツコムは、仮予約申込書を受領した時点で、仮予約申込書記載の利用内容、利用企画書、利用希望設備、
利用希望期間等の諸事項を検討し、当該スタジオ＆ホール利用の可否を決定する。
（３） イッツコムが当該スタジオ＆ホール利用を可とする場合は、利用者はイッツコムが定める仮予約期限内に検討
の上、イッツコム所定の「本利用申込書」を提出するものとする。
（４） イッツコムは、本利用申込書を受領し、記載事項を確認後、次条規定のスタジオ＆ホール利用料金の請求書を
発行する。
（５） 利用者が、イッツコムが請求書において定める支払期日までにスタジオ＆ホール利用料金を支払った後、イッ
ツコムはスタジオ＆ホール利用に係る「利用承認書」を発行する。なお、事由の如何に関わらず、支払期日ま
でにスタジオ＆ホール利用料金の支払いが無い場合、イッツコムは利用承認書を発行しない。
（６） 利用承認書の発行をもって、利用者とイッツコムとの間に、スタジオ＆ホール利用の契約（以下「利用契約」
という）が成立するものとする。
（７） イッツコムは、利用者が提出した本利用申込書記載の利用内容、利用企画書、利用希望設備、利用希望期間等
の諸事項を検討し、別途定める「広告放送基準規約」との大幅な相違、及び第20条（利用契約の解約事由）に
該当すると判断した場合、利用内容の変更または当該利用を断る権限を有する。

３．利用料金
（１） スタジオ＆ホールの利用料金（以下「利用料金」という）は、別紙「 iTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川ラ
イズ 利用料金表 」（以下「利用料金表」という）に記載された、基本利用料金、特別利用料金（以下、基本
利用料金と特別利用料金を総称して「スタジオ＆ホール利用料金」という）、立会い料、客席設営撤去料、テ
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レビ・ラジオ中継／ビデオ等収録利用料金、制作技術・配信料金、広告料金（以下、立会い料から広告料金ま
でを総称して「付帯金」という）、時間外延長利用料、その他加算利用料、有料設備利用料金、放送設備利用
料金（以下、時間外延長料から放送設備料金までを総称して「追加付帯金」という）の合計額とする。
（２） スタジオ＆ホール利用料金には、客電の利用料が含まれる。
（３） 準備、設営、リハーサル、撤去等の特別利用料金は、１開催につき２日までの適用とする。３日目以降は基本
利用料金とする。半日料金は適用外とする。
（４） 利用者は、利用料金表に定める施設、有料設備セット料金等の全部または一部を利用しない場合でも、利用料
金の減額を請求することはできない。

４．利用可能期間
（１） 利用時間

全

日

半日（午前）

９：００～２１：３０
９：００～１５：００

半日（午後）１５：００～２１：３０
（２） 利用者は、前項の利用時間内で、スタジオ＆ホールにおいて利用の準備を開始し、利用終了後、原状回復作業
を完了して利用場所から退出し、鍵を返却するものとする。利用時間には、準備、撤去等一切の時間を含む。
（３） 利用者は、第１項の時間帯を越えてスタジオ＆ホール利用を希望する場合、イッツコムの承諾を得た上で、利
用料金表に定める料金を別途支払うことにより利用することができる。
ただし、前日夜間及び当日早朝の設営、最終日深夜の撤去等を希望する場合、開始時間及び終了時間は、利用
者からの事前申請の上、イッツコムからの指定時間に設定するものとする。
また、７：００以前の入館及び２３：３０以降の退館の場合は、スタッフ人数分の宿泊費相当分を、利用者に
て負担するものとする。
（４） 利用者の事由により、やむを得ず事前申請により許可を得た利用時間を超過した場合、超過時間分の時間外延
長利用料を、イッツコムは利用者に対し請求できるものとする。
（５） 事前申請により許可を得た利用時間を超過したために、他の利用者の利用に支障をきたした場合、その損害を
イッツコムは利用者に対し請求できるものとする。
（６） 利用者が基本利用料金内で利用できる公演数は、１日３公演を限度とする。
（７） 利用日程が連続する場合の最長利用期間は、原則として５日間までとする。
（８） 施設・設備の保守点検等のため、スタジオ＆ホールを臨時休館することがあるものとする。

５．利用料金の支払い
（１） 予約金となる第３条第１項のスタジオ＆ホール利用料金の支払いは、第２条第4項に定める請求書によるもの
とする。イッツコムが請求書において定める支払期日は、請求書発行日から２週間後となり、利用者は支払期
日までにイッツコム指定の銀行口座へ振り込むものとし、振込手数料については、利用者の負担とする。な
お、振込み予定日が銀行休業日である場合は、その前営業日までに支払うこととする。
（２） 予約成立及び利用契約成立は、第２条第6項によるものとする。この時点より、キャンセル料の対象となる。
（３） 所定の支払期日までに、利用者よりスタジオ＆ホール利用料金の支払いが確認できない場合はキャンセルとみ
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なし、利用者が提出した本利用申込書を無効とする。
（４） 付帯金は、利用日の１ヶ月前までに確定し、利用者は、利用日の２週間前までに、イッツコム指定の銀行口座
へ振り込むものとし、振込手数料については、利用者の負担とする。
（５） 利用者の事由により、利用当日に発生した時間外延長利用料、追加有料設備利用料金等の追加付帯金は、利用
終了後にイッツコムが発行する請求書に従い支払うものとする。万が一、請求書に定める支払期日（請求書発
行日の２週間後）までに支払わなかった場合、イッツコムは利用者による以後のスタジオ＆ホール利用を認め
ないものとする。また、これによって生じた損害の賠償を利用者に請求するものとする。

６．利用に関する打合せ
（１） 利用者は、利用開始３０日前までに、イッツコムのスタジオ＆ホール運営・各技術担当者と、スケジュール、
プログラム、会場設営・撤去、利用設備等、利用についての詳細な打合せを行うものとする。
（２） 前項の打合せの際に、イッツコムは必要に応じて、利用計画書、舞台設計図、電気配線図、関連業者リスト、
タイムテーブル等、その他の関係書類の提出を、利用者に対し求めることができる。
（３） 利用に必要な事項は、イッツコムでの手配も可能であり、利用者が必要とする場合、事前打合せ時に申し出を
行うものとする。イッツコムにて手配した事項の料金は、利用者にて負担するものとする。

７．管理責任
（１） 利用者は、適切なスタジオ＆ホール利用のために必要な「催事責任者」を定め、イッツコムに通知する。
（２） 催事責任者は、スタジオ＆ホール利用に伴うイッツコムからの各種要請・指示等を、催事に関係する利用者の
役員、従業者、派遣要員、アルバイト、業務委託者（以下「催事関係者」という）に周知し、徹底させるとと
もに、催事関係者による催事の運営、催事に必要な事前準備、催事終了後の原状回復事項等の管理監督を行う
ものとする。
（３） 催事責任者は、第１０条の責務を果たすために、催事期間中、スタジオ＆ホール内に常駐するものとする。
（４） 諸道具類の搬出入は、壁面、床面に養生を行い、利用者の責任において実施する。
（５） 利用者が行う催事の来場者（以下「来場者」という）の受付、人員整理、誘導、スタジオ＆ホールの警備・整
理、楽屋等での事故防止は、利用者の責任において行う。
（６） 他の利用申込者もしくは二子玉川ライズの館内テナントまたは来館者等に対して損害を与えた場合は、相手方
が被った損害を賠償するものとする。なお、当スタジオ＆ホールは一切の賠償の責任を負わない。

８．関係官公庁等への届出等
（１） 利用者は、スタジオ＆ホールを利用するにあたり、法令に定められた関係官公庁への届出及び許可申請等、な
らびに関係機関への届出等を利用者の責任と負担で行う。なお利用者は、届出及び許可申請等を行う内容につ
いて事前にイッツコムの承諾を受けるものとする。
（２） 利用者は、関係官公庁及び関係機関への届出書等ならびにこれら関係官公庁及び関係機関からの許可証等の複
写を各１部ずつイッツコムへ提出し、また関係官公庁及び関係機関から受けた指示の内容をイッツコムに遅滞
なく通知しなければならない。

4

iTSCOM STUDIO & HALL 二子玉川ライズ 利用規約

（３） 前2項の規定に関わらず、利用者による届出、許可申請等の不備または関係官公庁及び関係機関から受けた指
示の内容に従わなかったことに起因して、利用者、催事関係者、来場者、その他第三者に生じた損害は、利用
者が一切の責任を負担するものとする。
（４） 届出等の一例
○催物開催届、禁止行為解除申請書

：

玉川消防署

○飲食を伴う催事を行う場合

：

世田谷保健所

○著作物の演奏等利用申込

：

一般社団法人日本音楽著作権協会 等

9.（遵守事項）
利用者は、以下各号の事項を遵守し、スタジオ＆ホールを利用するものとする。
① 指定場所以外に自転車、バイク、自動車等を駐車しないこと。
② イッツコムの承諾無くしてスタジオ＆ホール及びその周辺において物品の販売を行わないこと。
③ スタジオ＆ホール及びその周辺に火気・危険物を持ち込まないこと。
④ 暴力団その他反社会的勢力ならびにその構成員及び関係者にスタジオ＆ホールでの催事のチケットを販売
しないこと。
⑤ 暴力団その他反社会的団体ならびにその構成員及び関係者をスタジオ＆ホールに入場させないこと。
⑥ 指定喫煙場所以外で喫煙しないこと及び喫煙させないこと。
⑦ ゴミを投棄するなど、スタジオ&ホール内及びその周辺を不衛生な状態にしないこと。
⑧ 騒音、振動、異臭を発するなど近隣の迷惑となる行為をしないこと。
⑨ 壁、床、器具その他スタジオ＆ホール及び設備・備品の一切に対し、落書き、損傷及び破壊等これらを
汚損する行為をしないこと。
⑩ 設備・備品の持ち出しを行わないこと。
⑪ 暴力行為など自己及び他人に危険を生じさせる行為を行わないこと。
⑫ ワシントン条約で保護されている野生動植物、及びこれを使って作った製品、加工品を関係官公庁の許認可
なく利用しないこと。また、鉄砲刀剣類、凶器その他危険または有害と認められる物を関係官公庁の許認可
なく利用しないこと。
⑬ スタジオ＆ホール内に動物（ただし、介助犬・聴導犬・盲導犬等は除く）を持ち込む場合は事前に承諾を得る
こと。
⑭ 過度に照明を暗くし、もしくは過剰な音量を発するなど心身の健康状態に支障を来す演出を行わないこと。
また、社会通念を逸脱する企画を行わないこと。
⑮ 消防法施行規則等で定める人員数を超える動員を行わないこと。
⑯ イッツコムが定める重量を超える機械設備等の設置を行わないこと。
⑰ 消火栓及び消火器の前に機材及び施工物を置かないこと。
⑱ 天井等に設置してある炎感知器・スプリンクラー等の下に、散水障害物または高熱を発する器材等を置かない
こと。
⑲ 防火戸、防火扉を防火の目的以外に開放しないこと。
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⑳ 有事に備えて通路等を器材で防ぐことなく、常に避難路を確保するよう利用すること。また、避難誘導灯、
消火器、消火栓、避難口の扉などは施工物で隠さないこと。
21
○
持込パネルや幕類は、防炎加工済みのものを使用すること

㉒ イッツコムが指定する掲示場所以外に催事用ポスターその他の掲示を行わないこと。
㉓ イッツコムの許可なく物品販売、スポンサー展示、サンプリングを行わないこと。
㉔ 楽屋及び控室等で調理を行わないこと。
㉕ イッツコムが指定する以外の方法で掲示物を貼らないこと。（ガムテープ・セロハンテープ・画鋲等）
㉖ イッツコムが指定する作業エリア以外での工作、加工、絵の具、ペンキ等の利用を行わないこと。
㉗ イッツコムがスタジオ＆ホールの諸設備の維持または保全のために禁止する事項を行わないこと。
㉘ スタジオ＆ホール及びその周辺において、イッツコム及び第三者に迷惑を及ぼす行為を行わないこと。

10.（利用者の責務）
利用者は、催事開催にあたり、以下の責務を負う。
① 利用者は、法令、消防署等の関係官公庁からの指示及び利用契約の記載事項を遵守し、また催事関係者に対して
も遵守するよう周知徹底し、安全な催事の運営・管理を行うものとする。
② 利用者は、スタジオ＆ホール利用にあたり、騒音規制に関する法令等及びイッツコムの騒音・音量に関する指示
を遵守し、周辺環境の維持に努めるものとする。
③ 利用者は、スタジオ＆ホール利用にあたり、必要な場内外の案内及び警備を、全て利用者の責任と費用にて行
う。なお、スタジオ＆ホール外の警備についてはイッツコムの指定する業者に委託するものとする。
④ 利用者は、スタジオ＆ホール及びその周辺における来場者の誘導を適切に行い、来場者に人身事故その他一切の
迷惑を及ぼさないよう常に万全の配慮を講じるものとする。
⑤ 利用者は、地震、火災等の災害及び不測の事故等の発生に備え、消防署等の関係官公庁による注意事項を熟知し
ておくものとする。また、避難口・避難誘導方法・消火器の位置などをあらかじめ確認し、これを案内・警備要
員を含む催事関係者に周知徹底するものとする。

11.（利用権の譲渡・転貸等）
利用者は、イッツコムの承諾なく、スタジオ＆ホールの利用権の全部または一部を第三者に譲渡、転貸または担保に供
することはできない。

12.（宣伝広告物の掲示）
（１） 利用者は、スタジオ＆ホール利用にあたり、スタジオ＆ホールまたはその周辺にポスター、チラシ、看板、キ
ャラクター等の造形物その他の宣伝広告物の掲示を希望するときは、イッツコムに申し入れ、イッツコムの承
諾を得るものとする。
（２） 前項の場合、利用者は、掲示場所、掲示方法、その他の事項についてイッツコムの指示に従うものとする。

13.（催事関連グッズの販売等）
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利用者は、スタジオ＆ホール利用にあたり、催事関連グッズその他の物品のスタジオ＆ホール内における販売ならびに
催事スポンサー等の商品のサンプリング作業その他来場者に対する物品、飲食物の提供（有償・無償を問わない）を希
望する場合、利用料金表を参照の上、利用開始30日前までに行う詳細な打合わせまでにその詳細な内容をイッツコム
に申入れ、イッツコムの承諾を得るものとする。

14.（録音、録画等及びその利用等）
（１） 利用者は、催事に関連して、スタジオ＆ホール内及びその周辺にて録音、録画または撮影（以下総称して「本
撮影等」という）を行い、または第三者によってこれを行わせるときは、利用料金表を参照の上、利用開始３
０日前までの詳細な打合わせの際に、イッツコム所定の「撮影・録音・取材申請書」を提出することによって
イッツコムに申し入れ、イッツコムの承諾を得るものとする。
（２） 利用者は、本撮影等にあたり、スタジオ＆ホール内に具備された録音録画システムの利用を希望する場合は、
別途利用料金表に定める料金を支払うものとする。
（３） 利用者または第５項によりイッツコムの承諾を得た第三者が、前２項による撮影、録音、録画した映像、画像
または音声（以下「映像等」という）の放送、上映、上演、配信、出版、商品化その他の利用（以下「商品化
等」という）を希望するときは、事前にその詳細をイッツコムに届け出て、イッツコムの承諾を得るものとす
る。利用者はイッツコムの承諾を得た場合、イッツコムに「テレビ・ラジオ中継/ビデオ等収録料金」を支払う
ことにより商品化等を行うことができる。商品化等された映像等を、利用者または第５項によりイッツコムの
承諾を得た第三者が再度同様の形態で利用し、または利用させる場合も同様とする。
（４） 利用者は、映像等の商品化等を行うにあたり、利用者とイッツコムが協議し、定める方法、形状によりスタジ
オ＆ホール及びイッツコムの名称またはロゴを表示等しなければならない。また、利用者は、商品化等を行う
にあたり、スタジオ＆ホールの外観、内装、名称、ロゴ、広告物その他の映像、画像、名称等に変更、切除そ
の他の改変を加えることはできない。
（５） 利用者は、イッツコムの承諾を得た場合に限り、第三者に映像等の商品化等の権利を譲渡し、または商品化等
を許諾することができる。この場合、本条各項の規定を当該第三者にも遵守させなければならないものとし、
当該第三者の義務違反については、第三者と連帯して責任を負うものとする。

15.（スタジオ＆ホールの名称等の利用）
利用者は、催事実施にあたり、スタジオ＆ホールの名称・ロゴ・外観・その他スタジオ＆ホールと特定できる画像、文
字、文章等を含んだ製作物の製作、配布、掲示を行う場合、イッツコムに完成した製作物を提出し、その承諾を得なけ
ればならない。

16.（諸設備の設置）
（１） 利用者は、スタジオ＆ホール内またはその周辺に工事を必要とする諸設備の設置を希望する場合、イッツコム
の承諾を得るものとする。
（２） 利用者は、前項において必要な工事を、自らの責任と費用にて行う。ただし、イッツコムが要請した場合は、
当該工事をイッツコムの指定する業者に委託するものとする。
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17.（施設管理権、立入権）
（１） 催事関係者が第10条及び第11条の定めに違反し、もしくはイッツコムの担当者の注意に従わない場合、または
来場者等がイッツコムの担当者、催事関係者の注意に従わない場合、イッツコムはこの者をスタジオ＆ホール
から退場させることができる。
（２） 催事関係者は、スタジオ＆ホール内において、自己の身体及び財産について自らの責任でこれを管理するもの
とし、イッツコムはスタジオ＆ホールでの盗難、紛失、障害等の損失に対して一切責任を負わない。
（３） 利用者は前２項の定める事項について、催事関係者、来場者等に周知徹底しなければならず、当該事項の違反
によって生じる損害は、利用者が催事関係者、来場者等と連帯して責任を負う。
（４） イッツコムは、スタジオ＆ホールの維持、保安及び管理等のために必要と認めるときに、いつでもスタジオ＆
ホール内の各所に立入り、必要な措置を講ずることができる。この場合、利用者はイッツコムが講ずる措置に
必要な協力をしなければならず、また催事関係者に協力させなければならない。

18.（暴力団、反社会的勢力の排除）
（１） 利用者は、イッツコムに対し、自己（自己が法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者）
が暴力団、暴力関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力（以下、「反社
会的勢力」という）に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとす
る。
（２） 利用者が、反社会的勢力に属すると判明した場合、イッツコムは催告をすることなく、利用契約を解除するこ
とができるものとする。
（３） イッツコムが、前2項の規定により、利用契約を解除した場合において、イッツコムはこれにより利用者に生
じた損害を賠償する責任を負わないものとする。
（４） 第２項の規定により、イッツコムが利用契約を解除した場合において、利用者は、イッツコムならびにスタジ
オ＆ホールに生じた損害を賠償する責任を負うものとする。

19.（利用者によるキャンセルの申し入れ）
（１） 利用契約は、利用者よりキャンセルの申し入れがあった時点で当然に終了する。この場合、利用者は、イッツ
コム所定の「キャンセル申請書」を提出の上、キャンセル料として、次に定める条件に従いスタジオ＆ホール
利用料金の全額または一部をイッツコムに支払うものとする。
キャンセル料
1.利用開始日の90日前より

スタジオ＆ホール利用料金の50％

2.利用開始日の60日前より

スタジオ＆ホール利用料金の100％

3.利用期間中に契約を解約した場合

スタジオ＆ホール利用料金の100％

※ キャンセル料は、スタジオ＆ホール利用料金の消費税等を含む相当額を算出基準とする。
（２） 前項のほか、会場設営・別途機材手配等利用契約に伴う各種サービスの準備行為が発生していた場合、イッツ
コムはこれに要した実費相当額の支払いを利用者に対し請求することができる。
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（３） イッツコムは前２項のキャンセル料及び実費相当額ならびに振込手数料相当額を既に受領しているスタジオ＆
ホール利用料金から控除することができる。この場合イッツコムは、その残額を、キャンセル申請書受取の時
点より2週間以内に利用者の指定する銀行口座への振込により返還する。
（４） 前項の控除によってもなお、利用者が支払うべき額があるときは、利用者はその不足額をキャンセル申請書提
出の時点より2週間以内にイッツコムの指定する方法により支払うものとする。

20.（利用契約の解約事由）
（１） 利用契約成立後に、利用者が次の事項に該当すると認められた場合、イッツコムは何らの催告を要せずに利用
契約を解約することができる。この場合、利用者は催事実施中であるか否かを問わず、イッツコムの指示に従
い、スタジオ＆ホール利用を停止し、原状回復等の利用契約終了に伴う措置を行わなければならない。
①

催事内容が本利用申込書記載の内容から相違しているとき。

②

本利用申込書に虚偽の記載があったとき。

③

施設の設置目的を逸脱する恐れがあると認められるとき。

④

利用を承認された施設以外の場所で、作業や催事を行ったとき。

⑤

関係官公庁への届出を怠ったにもかかわらず催事を開催しようとするとき。

⑥

催事内容が、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律（昭和23年法律第122号）第2条に定める営
業及びこれに類するとき。

⑦

催事内容に、強引と思われる署名、勧誘、キャッチセールス等の行為があると認められるとき。

⑧

催事内容が、二子玉川ライズ内のテナント及び東急カード(株)・イッツコムが提供する商品・サービス等と
競合する内容で、かつイッツコムが不承認と判断したとき。

⑨

政治、宗教活動等に関係するとき。

⑩

他の使用者もしくは館内テナント・テナント関係者(賃貸住宅含)、または来館者・会場周辺及び近隣住民等
に迷惑を及ぼす恐れがあると判断されたとき。

⑪

利用者または代理人もしくは媒介する者が暴力団関係者であることが判明したとき。催事関係者もしくは利
用者が催事にあたって必要な諸事項を委託する契約の相手方または代理人もしくは媒介する者が暴力団関係
者であることが判明したとき。

⑫

前11号のほか暴力団関係者その他集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益に
なると認められるとき。

⑬

催事の実施によってイッツコムもしくは利用者と第三者との間に紛争を生じた場合、またはそのおそれがあ
る場合。

⑭

利用者が支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または不渡り処分を受けたとき。

⑮

利用者が第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申立て、または公租公課の
滞納処分等を受けたとき。

⑯

利用者に対する私的整理の開始、破産手続開始、特別清算開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始
の申立て等の事実が生じたとき。

⑰

スタジオ＆ホールまたは設置された設備を損傷する恐れがあると認められるとき。
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⑱

その他施設の管理・運営上、支障があると認められるとき。

⑲

利用契約の全部または一部にでも違反したとき。

⑳

その他イッツコムが指示した事項に違反したとき。

（２） 前項によって利用契約が終了したときは、イッツコムは、利用者に対し、スタジオ＆ホール利用料金を始めと
する既受領の利用料金を一切返還しない。また、利用者に未払いの債務がある場合は、利用者は期限の利益を
喪失するものとする。
（３） 第1項の解約により、利用者または第三者に損害が生じた場合、利用者は利用者の責任と負担で処理解決する
ものとし、イッツコムに一切の迷惑をかけない。また、当該解約によりイッツコムに損害が生じた場合、イッ
ツコムの利用者に対する損害賠償の請求を妨げない。

21.（利用終了後の措置）
（１） 利用者は、催事終了後、利用者の責任と費用にてスタジオ＆ホール及びこれに関連する場所に搬入した利用者
の設備・備品を搬出し、かつ、利用場所を清掃して原状に回復した上で、利用期間満了の時までに鍵を返却し
てスタジオ＆ホールから退出しなければならない。なお利用者は、スタジオ＆ホール退出時は、すべての備
品・設備を所定の場所に収納するものとする。
（２） 利用者は、前項の原状回復作業をイッツコム技術立会い・運営スタッフの監督及び指示の下に行わなければな
らない。
（３） 利用者が利用期間満了の時までに原状回復を完了しなかったときは、利用者は、イッツコムに対し、原状回復
完了の時までの超過時間につき時間外延長利用料を支払うものとする。
（４）

設備・備品が原状に回復されなかった場合、不完全な清掃、釘その他身体に危険を及ぼすおそれのあるものの
残置など、第１項に定める原状回復に瑕疵がありこれによりイッツコム及び第三者が損害を被った場合、利用
者はその損害を賠償しなければならない。

（５） 前４項の規定は、スタジオ＆ホール利用の終了事由が、第20条に基づく利用契約の解約による場合も同様とす
る。

22.（不可抗力等）
（１） 不測の事故、災害、テロ、天変地異、政変の発生、感染症の発生等による関係官公庁等からの指導により催事
開催が困難になった場合、その他イッツコムまたは利用者の責に帰すことができない事由により、利用者が催
事目的でスタジオ＆ホールを利用できなくなった場合、利用契約は当然に終了する。
（２） 前項の場合、イッツコムは、既に受領したスタジオ＆ホール利用料金全額から振込手数料相当額を控除した額
を、利用者に返還する。
（３） 利用者は、第１項の場合において、イッツコムに対し、損害賠償その他何らの請求をすることができない。ま
た、来場者その他の第三者との間にトラブルその他の紛争が生じた場合は、自らの責任と費用にてこれを処理
解決し、イッツコムに対し一切の迷惑をかけない。
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23.（損害賠償等）
（１） 利用者、催事関係者、来場者、その他催事に関連する第三者が、スタジオ＆ホール及びスタジオ＆ホール周辺
の諸施設を汚損または毀損した場合、利用者は、イッツコムまたは第三者に対して生じた一切の損害を賠償し
なければならない。
（２） 前項のほか、利用者、催事関係者、来場者、その他催事に関連する第三者がスタジオ＆ホール利用に起因して
イッツコムまたは第三者に損害を与えた場合、利用者はイッツコムまたは第三者に対し、生じた一切の損害を
賠償しなければならない。
（３） スタジオ＆ホール利用に伴い、利用者、催事関係者、来場者、その他催事に関連する第三者に発生した人身事
故もしくは物損事故または舞台セット、音響照明その他の器材、舞台衣装、展示品、その他の物品の盗難・紛
失・破損等の事件、事故などによる一切の損害は、イッツコムに故意または過失がない限り、イッツコムは一
切の責任を負わない。
（４） 前3項において、イッツコムが利用者、催事関係者、来場者、その他催事に関連する第三者に代わって当該損
害を賠償した場合、イッツコムは、これにより費消した一切の金員を利用者に求償することができる。
（５） スタジオ＆ホールの機材、設備等の故障により利用者がスタジオ＆ホールを利用できない場合、スタジオ＆ホ
ール利用料金は利用者に返還する。ただし催事の中止に伴う損害について、イッツコムは一切の責任を負わな
い。

24.（利用規約の変更等）
（１） この利用規約は、予告なく変更される場合があるものとする。
（２） 利用規約が変更された場合、利用者とイッツコムとの間の利用契約には、変更後の利用規約が当然に適用され
るものとする。

25.（管轄裁判所）
利用契約または利用契約に関連して利用者とイッツコムとの間で紛争または調停が生じた場合、東京地方裁判所または
東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

26.（定めなき事項）
利用規約に定めなき事項は、利用者とイッツコムが、誠意をもって協議の上、円満に解決するものとする。
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