
----【ネイル空間ご利用ルール,禁止事項】--------- 改訂 2022/12/01 

 

◆当社理念 

全ての人をかっこいい千両役者に 

 

◆ネイル空間コンセプト 

ご利用者様同士がお互いを気遣い,皆様とお客様が楽しく幸せなひと時を過ごせる快適な空

間づくりにご理解ご協力よろしくお願いします。 

 

◆ご利用料金（料金表は文末掲載） 

場所代：30分 500円税別(全店舗/終日) ※それ以外の料金は一切かかりません。 

※原則 1席あたり 2名でのご利用となります。(施術者とお客様) 

 

◆割引プラン(全店舗共通/終日) 

4.0時間～5.0時間/日の利用：4,000円税別 

5.5時間～7.0時間/日の利用：4,500円税別 

7.5時間～10.0時間/日の利用：5,000円税別 

※全店舗共通 

※割引プラン適用時,未消化時間があまり出ないようご協力よろしくお願いします。 

 

【重要！席の予約について】 

ご予約/席の仮押さえ禁止です。 

何卒ご理解ご協力よろしくお願いいたします。 

 

【お支払い方法】 

当社指定口座(下記参照)にご利用前日までにお振込ください。 

※毎回 1回分ずつ or まとめた金額でのお振込どちらでも可能です。 

定期的にご利用の方は、ある程度まとめた金額をお振込し利用した分そこから引いていく

チャージ式をおすすめいたします。 

※ネイル空間登録名と振込人名義は同一の名義としてください。 

※払い戻し返金可能です、その際はお振込手数料を引いた金額で払い戻し致します。 

※当日予約の場合は当日ご利用前までにお振込ください。 

※料金が不足している場合はご利用できません。不足する前にお振込ください。 

※銀行まで振込に行くのが面倒な場合、ネット振込サービスなどご検討ください。 

※お振込残額はマイページでご確認いただけます。 

※お振込金は、翌営業日以降にマイページ残額に反映されます。 



 

≪振込口座≫ 

千両株式会社 三菱UFJ 青山支店 (店番 608) 

普通口座 0387599 （お振込み手数料はご負担ください） 

※領収書は銀行振込明細書をもってかえさせていただきます。 

※返金・払い戻しの際は、振込手数料は引いた金額でお戻しいたします。 

 

◆ご予約方法 

マイページのネット予約システムをご利用することができます。 

（注意事項） 

・1席あたり 2名でのご利用となります。(施術者とお客様) 

・予約した時間よりも早く終了した場合でも遅く開始した場合でも予約した時間で料金が

かかります。 

・お客様都合によるキャンセルの場合でも利用時刻を開始している場合は予約した時間で

料金がかかります。（利用開始後キャンセルによる差額返金などはお受けできません。） 

・予約時間と予約時間の間を 30分空けることはできません（1時間以上から可能） 

・フット道具一式ご利用の方は、ネット予約で選択ください。 

※フット道具一式：無料(スツール、フット台、桶) 

・利用時間について入室から退室までとなり、準備、待機・休憩時間、片付け、清掃も利用

時間に含まれます。 

・ロッカーご利用の際は事前に当社までお問い合わせください。 

 料金：同日 110円,1泊 220円,1か月 3,300円(大),1,650円(小)※税込 

・男性利用はできません。 

 

◆ネイリストの皆様向け定期アンケート(web)について 

・ネイリストの皆様に 1か月に 1回程度、定期アンケート(web)を実施致します。 

アンケートで条件を満たさない場合は当店をご利用いただけません。 

マイページ上部にご案内を掲載します。 

 

◆ご利用の流れとルール 

1.ご入室について 

ご予約された入室時刻の 5分前からご入室することが出来ます。(前の時間が満席の場合は,

定刻通りの開始時刻となります) 

アプリ鍵は,原則入室時刻の 5分前から扉を開錠できる設定にしております。(例：入室時刻

9時 00分の場合,扉開錠可能時間は 8時 55分から) 

※状況によっては入室時刻 5分以上前にアプリ鍵が利用できる場合がございます。5分以上



前に入室された場合は 30分毎の料金がかかります。 

最初にご入室いただいた方は,店内照明,冷暖房,有線(BGM),加湿空気清浄機器などの電源を

オンにしてご利用ください。 

 

2.お客様のご入室や途中退室方法 

扉は常に鍵がかかった状態となります。 

お客様が到着されましたら,サロンのチャイムを鳴らしていただくか、皆様のスマホ/携帯に

ご連絡をいただく等でご対応ください。 

サロン内からドアを開ける方法は,銀ボタンタッチ式で簡単に開けることが出来ます。 

 

タッチ式開錠方法） 

ドアサムターン箇所に銀色ボタンが付いた機器が設置されており、その機器の丸い銀ボタ

ン箇所を指でかるく押して離すとドアが開錠されます。故障原因になるため強く押さない

でください。 

 

3.ご利用中について 

・エアコンで室温調整のご協力よろしくお願いいたします。 

・窓開閉による室内換気のご協力よろしくお願い致します。 

・換気扇がある店舗は ON/OFF による室内換気のご協力よろしくお願い致します。 

・テレビや ipodなどの映像機器は消音字幕でご利用、音出し視聴は禁止です。 

・音響機材持ち込み音出し視聴不可のため、BGMは店内有線をご利用ください。 

・お湯をご利用時はポットをご利用ください。 

※それ以外のルールについては別途アンケートにて。 

 

4.ご利用後は,次の方がスムーズに利用開始できるよう皆様に必ず清掃をいただいておりま

す。ご理解ご協力よろしくお願いします。 

 「水スプレー+ちりとりセット」を各お席に設置しておりますので、ご利用終了後テーブ

ルとワゴンなどのふき掃除と床の掃き掃除にご利用ください。 

床のはき掃除は備え付けのちりとりをご使用ください。 

他の方が接客中の場合は、掃除機音の関係で、掃除機の使用は不可です。又、他の方が接客

中でない場合は、掃除機の使用は可能です。 

ゴミは全てお持ち帰りください。 

吉祥寺店以外は各ビルの共用ゴミ捨て場をご利用いただくことができます。 

 ゴミ捨て場） 

 表参道店：1階エントランスにある階段の横にあります 

 恵比寿店：1階エレベーター前にあります 



 銀座店：1階裏口出て右手にあります(奥のほうにネイル空間ラベル添付ポリバケツへ) 

  新宿店：1階出て左手にビル沿いを進み一つ目角をビル沿いに曲がるとあります。 

 吉祥店：１階ビルゴミ捨て場使用禁止 

 

5.ご退室について 

ご予約された終了時刻までにご退室ください。 

ご退室時刻 5分後までに,ご退室の確認がとれない場合,30分の延長料金が発生致します。 

※あくまでも終了時刻からの 5 分はお支払いや忘れ物、片づけ清掃などに関するイレギュ

ラー事態により数分超過してしまった場合のサービスタイムとなります。原則は 5 分後ま

でではなく,ご予約された終了時刻までにご退室ください。 

※次の時間が満席の場合は,5分後までではなく終了時刻までに必ず席をあけてください。 

 

また,退室時刻の確認をするために,必ず退室時は銀ボタンタッチではなく、店内からアプリ

鍵(入室時と同じ方法)でドアを開錠してご退室ください。 

ご利用時間中の退室やお客様来訪時のドア開錠は銀ボタンタッチ式で開錠ください。 

                        

※最終退室の方は、店内照明,冷暖房,スピーカー,有線,加湿空気清浄機等の各所電源をお切

りいただきご退室いただきますようご協力よろしくお願い致します。 

 

6.延長について 

延長される場合は、システム自動集計で必要なことと、ブッキングやトラブル防止のため、

施術中でもマイページより事前に必ず延長予約してください。 

Q.延長の際に振込料金が不足している場合は？ 

A.延長は可能です。次回ご利用予約がある方はその際にお支払いいただきます。次回ご利用

予約がない方は、翌日までに指定口座に延長料金お振込ください。 

 

7.利用を休止する場合 

ご利用休止フォームより原則 1 カ月以上前までに申請ください。（マイページ上部に掲載） 

 

8.キャンセルについて 

体調不安不良を理由とする場合は、 

ネイリスト都合、お客様都合問わずご利用開始直前まではご自身でネット予約キャンセル

処理を行えばキャンセル料金はかかりません。 

ご利用開始後はシステムで自動集計されるため、理由問わずキャンセルできません。 

又その場合、時短処理不可、予約した時間で料金がかかります。 

 



お客様都合のキャンセルは理由問わずキャンセル料金はかかりませんが、 

ネイリスト都合で体調不安不良を理由としない場合のキャンセル料金は以下の通り 

【前日】料金の 50％【当日】料金の 100％【無断】料金の 100％ 

 

※キャンセル手続きはご自身でネット予約からキャンセル処理が必要です。当店ではキャ

ンセル処理ができませんため当店への連絡等ではキャンセルとなりません。 

※キャンセル処理忘れを含めた無断キャンセルは理由問わず全額料金が発生します。 

 

◆禁止事項 

・当サロン内や施設内での喫煙行為 

・当サロン内や施設内での食事（お茶菓子含めて食べ物不可）※飲み物は可能 

・当サロンは女性専用のため、男性の入室、ご利用を禁止しております。 

・自転車,自動二輪車,自動車などで来訪されて、サロン施設前に無断で駐輪・駐車する行為  

・ペットなどの動物の入室 

・ネイリスト 2名の同時施術の利用不可 

・同伴不可（例：ネイリスト 1名＋お客様 1名＋お客様のお連れ様 1名不可） 

※例外：静かに待っていられるお子様１名に限り同伴せざるを得ない事情がある場合は除

きます（預け先がなかった場合など） 

・施術者以外が予約を行い利用する行為 

・携帯電話の通話は店内NG 

・共用物（ハンドペーパー、アルコール消毒液等店内に保管されている全ての共用物）を自

席等に持ち込み専用使用する行為 

・共用物（ハンドペーパー、アルコール消毒液等店内に保管されている全ての共用物）を持

ち帰る行為 

・ドライヤーなど通常ネイルで使用しない大きな音を発する機器の利用不可 

・ご予約時間外にロッカーを使用せず店内やお席に荷物等を放置、置いたままにすること 

・スカルプに特化した練習/お客様施術/スクールのご利用は全店舗で見合わせております。 

※ジェルなどメインで,たまにスカルプ利用は OK。お直し亀裂補修、数本長さ出し程度な

どでの利用 OK 

 

◆Q&A(全体を通して) 

Q.5分前入室、5分後退室について詳しく知りたい 

A.開始時刻の 5分前から入室できます。 

アプリ鍵は,原則入室時刻の 5分前から扉を開錠できる設定にしております。(例：入室時刻

9時 00分の場合,扉開錠可能時間は 8時 55分から) 

※状況によっては入室時刻 5分以上前にアプリ鍵が利用できる場合がございます。5分以上



前に入室された場合は 30分毎の料金がかかります。 

 

退室時刻 5分後以降は 30分単位で料金が発生致します。 

退室時刻について、片付け、清掃なども利用時間に含まれるため、それらのイレギュラー事

態により数分超過してしまった場合のサービスタイムとなります。 

そのため、原則 5分後までではなく,終了時刻までにご退室ください。 

また、満席の場合は、 

5 分前入室はできますが、前の方がご利用中の場合は、予約開始時刻からご利用できます。 

終了は、5分後までではなく、必ず予約終了時刻までに席を空けてください。 

 

Q.退室時刻のカウント方法は？ 

A.鍵アプリのご本人開錠履歴のすぐ後のオートロック施錠時刻を退室時刻としてカウント

しております。 

 

Q.延長したい場合は、どうすればいいですか？ 

A.施術中でもネットで事前に延長予約してください。 

※延長予約しないと残席有りでも延長できない場合があります。 

例えば、17〜19時は満席で 19時以降は残席 1の場合、19時で 2組利用終了予定で、19時

から 1組利用開始する場合があります。 

この場合さきの 19 時終了予定 2 組が両方とも延長予約しないで延長された場合、19 時か

ら予約している 1組が利用できなくなってしまいます。 

 

Q.男性が利用できる店舗や個室店舗はありますか？ 

A.ございません。 

 

Q.アクリル利用はできますか？ 

A.全店舗不可になります。スカルプに特化した練習/お客様施術/スクールのご利用を見合わ

せております。 

※ジェルなどメインで,たまにスカルプ利用は OK。お直し亀裂補修、数本長さ出し程度な

どでの利用 OK 

 

 

-----【ロッカー利用】--------- 

月貸利用は定期的にロッカーの掃き掃除、拭き掃除を行ってください。 

貸ロッカー内には、ネイル関連の道具以外を保管することはできません。 

また、貴重品、金庫などの重量物、危険物、臭気を発し周りの迷惑となる物、腐敗・変質し



やすい物、ロッカーを棄損・汚損する物、その他、甲が適当と認めない物は保管することが

できません。 

破損の原因になるためロッカー内の荷物入れ過ぎにご注意ください。 

ドアが無理なく閉まる範囲内で収納してください。 

ダイヤル故障の原因になるため乱暴に扱わずダイヤルは丁寧に操作してください。 

貸ロッカー返還の際には必ず原状回復義務を負い、残置物は残してはなりません。残した場

合は甲の所有物となりその一切の管理、処分を甲に一任するものとし、それに係る一切の損

害や責任を甲は負いません。 

貸ロッカーの収容物の紛失、破損、盗難等につきましては、甲はいかなる場合でも一切の責

任を負いません。 

使用者の故意過失によりロッカーを破損、損傷等させた場合、使用者の費用負担でロッカー

交換となる場合があります。 

 

◇ロッカー料金（税込） 

月貸（大）：3,300円 日貸（大）：220円 同日（大）：110円 

月貸（小）：1,650円 日貸（小）：110円 同日（小）：110円 

※ご利用の場合は事前に担当までご連絡ください。 

 

◇月貸利用について 

毎月月初にお振込金残額より引かせていただきます。 

残額が不足している場合は、月初までにロッカー料金をお振込みください。 

自動更新になりますので、中止される場合はご連絡ください。 

ロッカーは、月貸シールが貼っていないロッカーで好きな位置をお選びいただけます。 

ロッカーの位置が決まりましたらお知らせくださいませ。 

 

◇お貸出し条件(月貸) 

ご利用ルールを遵守いただける方、当社規定時間以上、毎月ご利用される方を優先しており

ます。 

また、お貸出し後、これらの条件を満たさないと当店にて判断した場合や当社都合により、

月貸ロッカーのご利用を休止いただく場合がございます。予めご了承ください。 

 

◇ロッカー日貸利用 

ご利用前日に空き状況確認のご連絡をください。 

月貸利用優先のため日貸利用は前日より前にご予約を承ることができません。予めご了承

ください。 

 



◇ロッカー利用について 

1泊以上、もしくは同日利用でご利用時間が空く場合（例 9時～12時、16時～19時で 12

時～16 時の間荷物をロッカーに保管）にご利用いただけます。ご利用中はお席のそばの施

術スペース内に荷物を置いてご利用ください。 

  

◇開錠方法 

つまみを開錠マークにあわせた状態で、好きな 4 桁暗証番号をセットし、施錠マークにつ

まみをひねり、番号をシャッフルする。 

  

◇施錠方法 

セットした 4桁暗証番号にあわせて、つまみを開錠マークにひねると開錠できます。 

 

 

◇ネイル空間集客サイトに掲載ご希望の場合、下記よりお申込みください。 

http://www.nailkukan.com/register.html 

 

◇ネイル空間集客サイト「ネイリストモール」 

http://www.nailkukan.com/ 

 

当店ご利用ルールなどについてのご質問お問合せは当社担当までお気軽にご連絡ください

ませ。 

なお、本ルールや当社 HP 記載の規約につきましては予告なく追加変更することがござい

ますので、予めご了承下さい。 

皆様と皆様のお客様が快適にご利用いただけるようサロン運営に取り組んで参ります。 

何卒ご理解ご協力よろしくお願い申し上げます。 

 

ネイル空間事務局 

 

※各店舗Wi-Fi情報と料金表は次ページ以降に掲載しております。 

 

 

 

 

 

 

 



-----【各店舗Wi-Fi】--------- 

 

◆表参道店(201)Wi-Fi(1) 

SSID       konochikara 

パスワード  aoyama31212 

※上のWi-Fiがつながりづらい場合は下記のWi-Fiをご利用ください。 

表参道店(201)Wi-Fi(2) 

SSID       rs500k-f718e6-3 

パスワード  4d09142e51d25 

 

◆表参道店(204)Wi-Fi 

SSID       rx600k-5adb49-3 

パスワード  b8786f68c0bea 

 

◆銀座店は地下のためアケルンご利用時などWi-Fiを使用するとスムーズです。 

銀座店Wi-Fi(1) 

SSID       rs500k-87ede4-3 

パスワード  c8687527f8716 

※上のWi-Fiがつながりづらい場合は下記のWi-Fiをご利用ください。 

銀座店Wi-Fi(2) 

SSID       rs500k-87ede4-1 

パスワード  2129b8588031f 

 

◆恵比寿店(504)Wi-Fi 

SSID       WBCV130-15E399-1 

パスワード  003A9D15E399Z 

 

◆恵比寿店(506)Wi-Fi 

SSID       rt500m-7097e2-3 

パスワード  90601f9773526 

 

◆新宿店Wi-Fi 

SSID      rt500k-dfc9b5-1 

パスワード 10ec4b471b190 

 

 



◆吉祥寺店Wi-Fi 

SSID       rs600k-daa699-3 

パスワード dd58d6de060cf 

 

 

 

 

◆全店舗
2020年6月1日以降

利用時間 料金(税込)

0.5時間 550円
1.0時間 1,100円
1.5時間 1,650円
2.0時間 2,200円
2.5時間 2,750円
3.0時間 3,300円
3.5時間 3,850円
4.0時間 4,400円
4.5時間 4,400円
5.0時間 4,400円
5.5時間 4,950円
6.0時間 4,950円
6.5時間 4,950円
7.0時間 4,950円
7.5時間 5,500円
8.0時間 5,500円
8.5時間 5,500円
9.0時間 5,500円
9.5時間 5,500円
10.0時間 5,500円
10.5時間 5,770円
11.0時間 6,040円
11.5時間 6,310円
12.0時間 6,580円
12.5時間 6,850円
13.0時間 7,120円
13.5時間 7,390円
14.0時間 7,660円
14.5時間 7,930円
15.0時間 8,200円


