
スペース利用内容のご確認（個別取引明細） 2023/*/**

■ご利用内容 取引NO：KS0000**B

■御支払方法：Paid請求書後払い/2023年2月末締め3月末支払

2023年 2月 平日単価 ¥18,000 休日単価 ¥22,000 合計日数 7日
平日 休日

30 31 1 2 3 4 5
平日 平日 平日 平日 平日 土日祝 土日祝

6 7 8 9 10 11 12
平日 平日 平日 平日 平日 土日祝 土日祝

13 14 15 16 17 18 19
平日 平日 平日 平日 平日 土日祝 土日祝

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 22,000 22,000
1/26申込 1/26申込 1/26申込 1/26申込 1/26申込 1/26申込 1/26申込

20 21 22 23 24 25 26
平日 平日 平日 土日祝 平日 土日祝 土日祝

27 28 1 2 3 4 5
平日 平日 平日 平日 平日 土日祝 土日祝

6 7 8 9 10 11 12
平日 平日 平日 平日 平日 土日祝 土日祝

¥140,700 
¥12,791 

項目
スペース利用料金
サービス手数料

-                       0 0

×0日 ×0日 ×0日

-                       

×0日

0

参考：税抜金額 参考：消費税額 税込金額
¥134,000 

¥6,700 

その他

・対象スペースの利用に関しては、この個別取引明細に定める事項のほか、「スペース利用規定」（以下のリンク先を
 ご参照ください。）の定めが適用されるものとします（スペース利用規定の内容とこの個別取引明細の内容が矛盾す
 る場合には、この個別取引明細の内容がスペース利用規定に優先して適用されます。）。
・この個別取引明細の内容に同意する旨の回答をいただいた場合は、「スペース利用規定」にも同意されたものとして
 取り扱います。
【スペース利用規定】https://bookmarkspace.jp/terms-of-space

入館 店舗正面入口からご来店下さい。

キャンセルポリシー
※予約確定（個別契約成立）
後から発生

※各利用日当日の利用可能時間の開始時刻到来後のキャンセルはできません。
※キャンセルのご連絡は＜info@bookmarkspace.jp＞宛にメールでご連絡ください。対象スペースの貸与者（以下「スペースオーナー」といいま
 す。）への直接連絡のみでは、有効なキャンセルとなりませんのでご注意ください。
※「営業日」とは、土曜日、日曜日、国⺠の祝日に関する法律により定められた休日（元日を含む）及び年末年始（12月29日、12月30日、
 1月2日、1月3日）を除く日をいいます。
※降雨、降雪その他悪天候を理由として出店を見合わせる場合は、原則として、各利用日の前営業日の15:00（以下「申出期限」といいます。）
 までに＜info@bookmarkspace.jp＞宛にメールでお申し出ください（やむを得ず申出期限後にお申し出いただく場合は、スペースオーナーの担当者
 まで直接ご連絡の上、対応をご相談ください。）。なお、当該お申し出について、対象スペースが屋外のスペースであり、かつ、スペースオー
 ナーが出店困難と判断した場合、無料キャンセルまたは無料振替対応をお受けする場合があります。
※キャンセル料が発生した場合、ご利用者様には株式会社トーハンに対してキャンセル料の5%のサービス手数料(別途消費税)をご負担いただきます。

特約条項

設営/撤収 利用時間内のご対応をお願いいたします
駐車スペース なし
スタッフ人数 延べ人数1名〜2名

利用可能時間
10:30〜20:00
※設営は9:30から／撤収は21:00迄にご対応下さい

貸出什器 なし

出店内容

英語教材のPRイベントです。小さなお子様向けイベントです。
無料抽選会等でお子様にグッズをプレゼントしております。
アンケートのご回答を頂きご希望の方には、後日体験入会のご案内をします。
利用時間：11:00〜18:00
持ち込み什器：テーブル （W60×D30cm） 1台/ティッシュ（配布用）

-                       0 0

利用日 ｜2/13｜2/14｜2/15｜2/16｜2/17｜2/18｜2/19｜

0

×0日 ×0日 ×0日

134,000            90,000 44,000

×0日 ×0日 ×0日

     消費税額（10%）

土曜日 日曜日 週計

×0日 ×0日 ×0日

利用日／
スペース利用料金
（税込）

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

-                       0 0

×7日 ×5日 ×2日

-                       0 0

×0日 ×0日

ご利用者様の法人名または氏名／所属部署 株式会社******* ご住所 **********************
ご担当者様 *** **** 様 TEL/mail ***-****-**** ／ **************@****.**

ご利用者様の御支払い額（内税）

対象スペース 盛好堂 軒先（正面入口）

スペース利用料金(総額)
／サービス手数料

¥12,182 
¥609 

¥121,818 
¥6,091 

キャンセルにつきましては、以下のキャンセル料を申し受けます。
キャンセル日時 キャンセル料（円未満の端数は四捨五入）

各利用日の31日前まで キャンセル料は発生しません。
各利用日の30日〜15日前 当該利用日に係るスペース利用料（税抜）の30%
各利用日の14日〜2営業日前 当該利用日に係るスペース利用料（税抜）の50%
各利用日の前営業日~当日まで 当該利用日に係るスペース利用料（税抜）の100%
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スペース利用内容のご確認（個別取引明細） 2023/*/**

■スペース情報 取引NO：KS0000**B

スペース画像

オペレーション 0
注意事項 通行の妨げになる営業行為

担当者様

***書店 代表取締役社⻑ **********
TEL **-****-****
メールアドレス *******@****

最大利用期間 1カ月
什器貸出 なし
オペレーション 出店者様による陳列

広さ  2.0㎡
利用時間 10:30〜20:00
最低利用期間 1日

住所 **********************
フロア・アクセス 路面1階
利用種別 軒先

書店名 ***書店
最寄り駅 ****

通行の妨げになる接客行為は控えて下さい。施設従業員の指示に従って下さい。
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スペース利用内容のご確認（個別取引明細） 2023/*/**

■利用料金明細 取引NO：KS0000**B

様
ご担当: *** **** 様

(税込)

NO. 種別 数量 参考:税抜金額 参考:消費税額 税込金額
1 スペース利用料 5日 ¥81,818 ¥8,182 ¥90,000
2 スペース利用料 2日 ¥40,000 ¥4,000 ¥44,000
3 サービス利用料 1回 ¥6,091 ¥609 ¥6,700
4
5
6
7
8
9

10
¥140,700
¥12,791

請求権者 摘要
スペース貸与者 スペース利用料金｜盛好堂 軒先（正面入口）【平日利用】
スペース貸与者 スペース利用料金｜盛好堂 軒先（正面入口）【休日利用】

備考

税込計(内税)
消費税

㈱トーハン サービス手数料（スペース利用料金の５％）

株式会社*******

件名 2023 年 2 月 スペース利用料金・サービス⼿数料̲***書店 軒先（正⾯入⼝）

合計金額 ¥140,700
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