
東邦ガス料理教室「企業様・団体様向けメニュー」に関する利用規約 

 

東邦ガス料理教室における「企業様・団体様向けメニュー」の申込み前に必ずお読みください。 

以下の規約に同意いただけましたら、「企業様・団体様向けメニューに関する同意書」（以下、同意書）（別紙） 

にご署名、ご捺印をお願いいたします。 

 

1．「企業様・団体様向けメニュー」とは 

・企業様・団体様向けに当社が開催する、以下の 5種類のメニューです。 

（１）サンプリング 

・食品、健康、生活等へ関心が高い当社料理教室の受講生に企業様の商品を配布し、試す機会を作ることで

より効果的にＰＲします。ご要望にあわせて「プレミアムプラン」、「ベーシックプラン」をご用意してい

ます。 

（２）団体様貸切レッスン（以下、貸切レッスン） 

・各団体単位、貸切で料理講習を受講いただくレッスンです。グループで料理することで会話が生まれ、参

加者のコミュニケーションが深まります。食材、講師の手配も不要で、様々なシーンで活用できます。 

（３）当社施設の貸出し 

・当社の料理教室やショールーム内プレゼンルームを有料で貸出しています。立地やレイアウト、教室の規

模（定員）に合わせて、様々なイベントにご利用いただけます。 

※詳細は別に当社が定める「東邦ガス料理教室・リベナスショールーム施設利用に関する利用規約」をご確

認ください。（本規約内では割愛しています） 

 

 

2．利用可能施設 

教室 住所 

栄 名古屋市中区栄 3-15-33 栄ガスビル 6F 

今池 名古屋市千種区今池 1-8-8 今池ガスビル 4F 

岡崎 岡崎市久後崎町字本郷 53 東邦ガス 岡崎営業所構内 

豊田 豊田市挙母町 5-64 東邦ガス 豊田営業所 2F 

刈谷 刈谷市幸町 3-2-9 東邦ガス 刈谷営業所 2F 

四日市 四日市市栄町 3-8 東邦ガス 四日市営業所 2F 

 

 

 

3．各施設の定員・実施メニュー・費用 

教室 定員 

サンプリング  

貸切 

レッスン 

 

プレミアム ベーシック 

栄Ａ 24名 
154,000円 11,000円 × 

栄Ｂ 20名 

今池 28名 × × 132,000円 

岡崎 24名 

× × 110,000円 
豊田 24名 

刈谷 24名 

四日市 16名 

 

＜注＞記載の費用は下限の金額です。実施内容により増額します。 

 

 

 

 

 

 



 

4．各メニュー詳細・注意事項等 

○全メニュー共通 

・サンプリング商品やセミナー内容等につきましては、事前に審査させていただきます。 

・原則として、定員以上の人数での開催はできませんが、ご要望がございましたらご相談ください。 

・施設の事前見学は教室の稼働時のみ可能です。事前に料理教室ホームページ「クックノート」内の「お問い

合わせフォーム」からご連絡をお願いいたします。 

・料理教室の講座に関する注意事項は、別に当社が定める「東邦ガス料理教室利用規約」をご確認ください。 

 

（１）サンプリング 

○サンプリング可能商品 

・食品（調味料・飲料・お菓子・レトルト等） 

・日用雑貨 

・化粧品 

※冷蔵品・冷凍品の実施はできません 

※賞味期限は配布日から 3ヶ月以上 

○サンプリング商品の納品 

・サンプリング開始日の 5日前までに、栄カルチャースクールに商品の納品をお願いいたします。 

※商品によっては、数回に分けて発送をお願いする場合がございます。 

※納品の郵送料につきましては、お客さま負担でお願いいたします。 

○サンプリングをお受けできない場合 

・サンプリング商品は事前に配布可能か審査させていただき、サンプリング商品が食事のシーンに相応しくな

い場合はお申込みをお断りいたします。また、一旦サンプリングのお申込みを受けた後、何らかの事由によ

りサンプリングが不可と判断した場合は、サンプリング中でも取り消しさせていただく場合がございます。

その際の損害については、当社は一切の責任を負いません。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合

は、この限りではありません。 

・競合商品のサンプリングの実施希望時期が重なった場合、お申込みが早い方を優先させていただきます。 

※サンプリング開始日・納品日については、調整のうえこちらで指定させていただきます。 

＜各プランの詳細＞ 

項目 プレミアムプラン ベーシックプラン 

場所・費用※1 栄：154,000円～ 栄：11,000円～※2 

配布数 700個～（応相談） 700個 

配布期間 1か月～2か月 個数により変動 

商品チラシ 受講生に配布 料理教室に設置 

動画放映（5分まで）※3 料理教室内モニターで放映 × 

商品紹介 料理教室スタッフから紹介 × 

アンケート※4 企業様指定のアンケート実施・回収 × 

実施風景の写真撮影 料理教室スタッフが撮影し、送付 × 

※1 実施場所は栄のみです。 

※2 101個以上～1個増につき＋110円 

※3 動画の放映を希望される場合はＤＶＤをご用意ください。 

※4 個人情報の提供及び集計は不可。受講生が記入したアンケートを回収し、そのままお渡しします。 

 

 

（２）貸切レッスン 

○場所・費用 

・今池：132,000円～、その他：110,000円～ ※栄は実施不可です。 

○講座内容・対象・人数 

・講座内容は大人対象となっています。 

・講座時間は約 2時間半となります。午前は 10：30から、夜は 18：30から講座を開始します。時間帯の変更

を希望される場合は、10：30～20：30の間、実施時間は 2時間半以内で設定をお願いします。 

・四日市以外の最少のお申込み単位は受講生数が 20 名様となります。19 名様以下の開催も可能ですが、その

場合も受講料は 20名様分となります。なお、21名様以上で開催する場合は、1名増加につきプラス 5,500円

となります。 



※各教室の定員まで対応可能です。 

・四日市の最少のお申込み単位は受講生数が 16 名様となります。15 名様以下の開催も可能ですが、その場合

も受講料は 16名様分となります。四日市の定員は 16名様のため、17名様以上の対応はできかねます。 

・レッスン開催日の 10 日前までに、確定人数を栄カルチャースクールまでご連絡ください。なお、11 日前を

過ぎてからの人数変更は 20名様を超えている人数分に限り、変更人数分のキャンセル扱いとなります。 

※お申込み時点で 20名様以下の開催の場合は、キャンセル料は不要です。 

＜料理教室メニュー＞ 

・講師によるデモンストレーションの後、受講生が調理実習を行う講座となります。 

・料理教室のメニューは以下の 3 種類からお選びください。ただし、1レッスンにつき 1 メニューとさせてい

ただきます。 

①黒ゴマ担々麺、えび蒸しギョーザ、小松菜の簡単中華風和えもの、カフェモカマフィン 

②魚と彩り野菜の南蛮漬け、雑穀ごはん、中華風茶碗蒸し、オレンジパンプディング 

③ビーフストロガノフ、ほうれん草とトマトのサラダ～ポーチドエッグのせ～、フィナンシェ 

○ＰＲチラシ、告知 

・告知用チラシは企業様にてご準備いただき、企業様にて受講生の募集をお願いします。 

○申込み受付 

・受講生の講座受講の申込み受付は企業様にて行ってください。 

○貸切レッスンをお受けできない場合 

・貸切レッスンに参加される団体対象は事前に審査させていただき、お申込みをされる企業様・団体様が 8.に

定める項目に該当する場合はお申込みをお断りいたします。また、一旦お申込みを受けた後でも、申込者が

お申込みをされる企業様・団体様が 8.に定める項目に該当すると判明したときは、取り消しさせていただく

場合がございます。その際の損害については、当社は一切の責任を負いません。ただし、当社の責めに帰す

べき事由による場合は、この限りではありません。 

 

5．講座開催時間・休業日 

・10：30～20：30［年末年始、ゴールデンウィーク、お盆は休業］ 

※サンプリングは当社料理教室開催日に合わせて実施いたします。 

 

6．お申込み受付期間 

メニュー お申込み受付開始日 お申込み締切日 

            

サンプリング 

 

 

実施希望日が属する月の 6か月前

の月初日 

＜例＞10月 20日に実施希望の

場合、4月 1日に受付開始 

              

実施希望日の 2週間前 

 

 

貸切レッスン 

 

 

実施希望日の 2か月前 

 

7．お申込み方法 

・事前に料理教室ホームページ「クックノート」内の「お問い合わせフォーム」またはお電話で希望される実

施日や実施内容などをご連絡ください。折り返し空き状況等をメールにてご連絡いたします。 

・実施日や実施内容が確定しましたらお見積書をＥメールでご送付いたします。 

・お見積書の内容をご確認いただきましたら、各メニューの申込書（別紙）に必要事項をご記入いただき、本

規約の内容に同意のうえ、ご署名・ご捺印いただいた「企業様・団体様向けメニューに関する同意書」（別

紙）とともに、栄カルチャースクールへＦＡＸ、Ｅメールまたは郵送でお送りください。 

・送付いただいた書類の内容について、当社で確認させていただき、当社からお申込み完了の旨をお電話また

はＥメールで送付させていただいた時点で、予約の確定とさせていただきます。 

＜栄カルチャースクール＞ 

＊住所  ：名古屋市中区栄 3-15-33 栄ガスビル 6階 クッキングサロン栄 

「企業様・団体様向けメニュー申込み担当」 

＊ＦＡＸ ：052-242-7175 

＊Ｅメール：sakaesalon@fdbank.jp 

:＊ＴＥＬ ：052-242-7177（平日 10:00～17:00） 

 

8．お申込みをお受けできない場合 



○次の場合は各メニューのお申込みをお断りいたします。また、各メニューのお申込み確定後やお申込みいた

だいたメニューの実施中であっても、同様の事由が判明した場合は、メニューの実施を取り消しさせていた

だく場合がございます。その際の損害については、当社は一切の責任を負いません。ただし、当社の責めに

帰すべき事由による場合は、この限りではありません。 

・お申込みをされた個人や団体が、暴力団その他の反社会的勢力であったとき、反社会的勢力を利用している

と認められるとき、または暴力的行為や詐術・脅迫的言辞を用いる等、公の秩序もしくは善良な風俗を乱す

恐れがあるとき。 

・当社設備以外の火気の利用や発火、引火、爆発、その他危険を生じる恐れのある物または臭気を発する物の

持込みがあるとき。 

・管理・運営上に支障があるとき。 

・本利用規約や利用申込書に記載された利用目的に反したとき。 

・施設・付属設備・備品等を破損する恐れがあるとき。 

・利用の権利を譲渡、または転貸したとき。 

・政治、宗教関係等の活動とみなされる内容を含むとき。 

・他の利用者や近隣に迷惑や危険が及ぶ恐れがあると認めた場合。また、安全性が担保できないと当社が判断

したとき。 

・契約違反の行為があったとき。 

・当社の責任によらない事由により利用が困難になったとき。 

・動物の持込みがあるとき。（補助犬を除く） 

・その他、当社が不適当と認めたとき。 

 

9．当料理教室利用上のお願い 

＜安全・衛生＞ 

・ご入室人数が定員以上の場合はお問い合わせください。 

・来場者が施設前に行列するときは、ご利用者で整理していただきます。 

・開催日の受付、案内、携行品預りなど施設内での保安整理は、ご利用者でお願いいたします。 

・ご利用者は不測の災害等に備え、消火設備、非常口、避難経路、誘導方法等をあらかじめ確認してください。 

・来場者の安全管理と確保は、ご利用者側の責任において行ってください。 

・廊下、ロビー等避難経路の妨げとなるような行為はお断りいたします。 

・施設内では衛生面に注意を払って作業してください。 

・持ち込まれた食材の衛生管理については、ご利用者側の責任において行ってください。 

・施設内で事故、食中毒等が発生した場合、当社は一切の責任を負いません。ただし、当社の責めに帰すべき

事由による場合は、この限りではありません。 

＜飲食・喫煙＞ 

・施設内の飲食は、所定の場所でお願いいたします。 

・施設内は禁煙となっております。 

＜施設・付属設備・備品等の利用＞ 

・施設の利用にあたり、特別の設備を設け、または特殊な物品を搬入する必要のあるときは、当社の承認を得

て、その指示に従ってください。 

・事前の荷物の搬入や受取りは、教室稼働時のみ可能です。事前にお問い合わせください。教室稼働時以外の

搬入や受取りは、荷物のサイズ、数量などにより手数料をご請求する場合がございます。 

・施設内外で看板・ポスターの掲示等は、事前に連絡をお願いいたしします。事前連絡がない場合、掲示をお

断りする場合がございます。 

・施設内外の柱・壁・天井・床・扉に釘打ち、粘付等、汚損の恐れがある行為はお断りいたします。 

 

 

10．お支払い・キャンセル 

・支払い方法 ：実施後に請求書を発行いたします。 

・支払い時期 ：請求書発行日の翌月末までに当社指定口座へお振込みください。 

恐れ入りますが、振込手数料については企業様にてご負担ください。 

・キャンセル料：利用予定日の 10～2日前まで:見積書の金額×50％ 

利用予定日の前日・当日：見積書の金額×100％ 

＜貸切レッスンについて＞ 

・最少のお申込み単位（受講生数 20名）を超える分のキャンセルについては、個別にキャンセル料を適用い



たします。（例：24 名を 22 名に変更する場合は、5,500 円×2 名について、上記キャンセル規定に応じた

割合でキャンセル料をご請求いたします） 

 

11．免責と損害賠償 

・事前の荷物の受取りに伴う荷物の中身の紛失・破損事故や、施設利用中の展示物品等の盗難・破損事故およ

び来場者等の人身事故については、当社は一切の責任を負いません。ただし、当社の責めに帰すべき事由に

よる場合は、この限りではありません。 

・施設のご利用に関して、当社の責めに帰すべき事由により、ご利用者が損害を被った場合であっても、当社

はご利用者から受領する利用料金の範囲内において賠償するものとします。ただし、当社の故意または重大

な過失により生じた損害については、この限りではありません。 

・施設・付属設備・備品等を滅失、破損または汚損された場合は原状に復するための費用をご利用者に負担し

ていただきます。 

 

12．食物アレルギー対応について 

・当社では食物アレルギー対応（材料の代替対応や器具の使い分けなど）は行っておりません。使用する食材

については栄カルチャースクールにお問い合わせください。 

 

13．災害発生時等の対応 

・天変地異、災害、施設の故障その他やむを得ない事由によって当施設の利用が出来なくなった場合、あるい

は大規模地震発生に関する情報（東海地震注意情報、または警戒宣言発令等）が発表された場合は、お申込

みいただいたメニューまたは実施中のメニューの取り消しや中止をさせていただくことがあります。この場

合、当社はすみやかに企業様にその旨を通知し、対応について協議させていただきます。 

 

14．関係官庁・団体への届出 

・施設利用に際し、催物に関する必要な法定手続きについては、ご利用者側で行ってください。 

 

15．駐車場 

・栄ガスビル、今池ガスビルの地下に有料駐車場がございます。 

・いずれの会場も料理教室専用の無料駐車場はございませんので、ご来場のお客さまは公共交通機関をご利用

くださるようお願いいたします。 

 

16．その他 

・記載の金額は全て税込(消費税 10％)で計算しています。 

・本規約は、民法 548条の 4の規定に基づき、変更する場合がございます。この場合には、当社は、お客さま

へ事前に通知するものとします。 

 

（2022.4.1） 


