
REFLECTSTUDIO 新栄店 スタジオライブ概要規約書 
 

不特定ユーザーが動員する催しは規模の大小に関わらず一切本書が適応されるものと定めます 
 
スタジオライブ利用者は、REFLECT STUDIO 新栄店が別に定めるスタジオ利用規約と本書が定 
める規約に基づいて利用する必要がある。 
 
① 【システムについて】 
・スタジオライブが可能なエリアは 6F フロア全域、または 5F フロア全域に限るため貸切で使用 
 して下さい。 
・キャンセル料金は本決定後、如何なる理由でも 100％のライブホール代金（オペレーター付きパックも含む）

が発生します。 
・必ず当日の確定したタイムテーブルを二週間前までに当店に提出して下さい。（メールでも可） 
 
② 【料金について】 
・別にリフレクトスタジオが定める 6Ｆライブホール料金表、5Ｆスタジオライブ料金表に基づく 
 
③ 【機材破損や、設備、内装について】 
・スタジオライブが行われた後、機材の破損や、内装、設備、備品等の破損、紛失がみられた場合、 
 出演者様、お客様の行為も含め、如何なる場合でも当スタジオは主催者に 100%の賠償弁償金を請求します。 

 
④ 【禁止事項について】 
・スタジオ内での喫煙は厳禁とする 
・5F でスタジオライブを行う際、スタジオ内部での飲食の持込みは厳禁とする 
・1F ロビーはリハーサルスタジオご利用のお客様専用となる為、使用を禁ずる 
・当スタジオビル外まわりにおいて、たむろう、大声で叫ぶ、集会等の行為を厳禁とする 
・天井が低いため、破損を予測できるような過激な演奏パフォーマンスを禁ずる 
・その他、危険とみなされる行為を全て禁ずる 
・ステージ上、フロア、壁などにガムテープ（剥がしたあとに粘着物が残るもの）の使用を禁ずる 
※養生テープなどをご利用ください。 

 
⑤ 【駐車場について】 

誠に申し訳ございませんが、スタジオライブご利用者様には駐車場の無料サービスは適応されません。 
【お願い】 
近隣の提携駐車場におきましては、一般のスタジオ利用者様専用となっておりますので、大変恐縮ですが、

スタジオライブご利用の主催者はじめ、ご来場のお客様はそちらのパーキングをご利用されないようご注意

と、呼びかけのご協力をいただけたら幸いです。 
※※土曜日曜は、徒歩 3 分程の国道 19 号が広域 500ｍお車が無料でお停め頂けるよう市より定められておりま

す。是非そちらをご利用ください。尚、平日は駐車禁止区域となっておりますのでご注意ください。 
 
⑥ 【ドリンクについて】 

6F ライブホールでスタジオライブを行う際にのみ、ソフトドリンク、アルコールドリンク類の持ち込みは可能



となっておりますが、ライブハウスのように別途ドリンク代などの、営利目的でのドリンク販売はご遠慮願い

ます。 

5F でスタジオライブを行う際には、ソフトドリンクの持込みはスタジオ外でのみ可能、 

【アルコールドリンク類の持込みはスタジオ内外共に禁止】となっております。 

出演者様、来場者様にも十分ご説明していただくよう、よろしくお願いします。 

 
⑦ 【ポイントの付与について】 

REFLECT STUDIO 新栄店のポイントカードは、リハーサルスタジオで練習をされるお客様向けのカード

です。スタジオライブのご利用につきましては、ポイントは付与されませんので、ご了承下さい。また、ス

タジオ料金の割引券等の使用も不可能となっておりますのでご了承下さい。 
 
⑧ 【人数制限について】 

6Ｆエリア、5Ｆエリアで催しものをする際は演者様スタッフ様含め上限が 110 名となっておりますのでご注

意ください。 
チケット販売、チケット配布枚数につきましては上限 80 枚までとさせていただいております。 
お客様総数が 80 名を超える場合、イベントをその場で中止させていただくことがございますので予めご了承

くださいませ。 
⑨ 【ゴミの収集について】 

スタジオライブにおいてのゴミ収集はしておりません。 
ドリンクの空き缶、空き瓶、その他盛り込みフードで出たゴミ類につきましては、必ずお持ち帰りいただく

ようお願いしておりますので、ゴミ袋をご持参いただくか、また受付にて１枚¥500 で販売しておりますので、

ご利用下さい。ゴミ収集についてマナーに違反した場合は罰金¥10,000-を別途お支払いいただきます。 
※イベント終了後主催者の方へスタッフ付き添いで見回りをお願いしております。予めご了承下さい。 
 

普段は練習スタジオとして稼働しています。持ち込みは大丈夫ですが、その中でも主催者様には細心の注意を計

っていただく譲歩の程、何卒宜しくお願い致します。 
 
 
 
本規約はスタジオライブ遂行に伴い、予告なく変更する事ができる（その都度主催者様には変更点を伝える義務

がスタジオ側にはある） 
 
上記全ての事項について少しでも反する行為がみられた場合、上記以外の事例でもスタッフの判断による目に余

る行為がみられた場合、即イベント中止となります。 
 
【お願い事】 
当スタジオはリハーサルスタジオをメインとした施設である事をご理解いただき、一般のリハーサルのお客様の

迷惑につながる行為はお控え願います。 
 
 
〒460-0007 愛知県名古屋市中区新栄 1-32-31 E-レクトビル A REFLECT STUDIO 新栄店 
TEL：052-252-0328 



 
別紙に定める規約と、フロア別に定める規約、また上記全ての事項を守り、スタジオライブとして REFLECT 
STUDIO 新栄店を利用します 
 
契約日/     年   月   日 
貸切日/     年   月   日 
時間/    ：    ～    ：     
    PA   有  ・  無 
 
主催者様                      副主催様 
会員 NO.                      会員 NO.       
名前           印            名前           印 
電話番号                      電話番号           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REFLECT STUDIO 新栄店 スタジオライブ 6F エリアシステム説明書 

 
特権：スタジオライブ専用として設計増設されたライブスペースの為、あらゆるライブスタイルに適応した環境

が揃っています。ステージも使用可能、PA 卓、照明も使用可能とスタジオライブの最上級空間を実現。 
さらに使用面積計 100 帖に及ぶ大スペースによりキャパ MAX110 人を達成。屋上の使用も可能で、多目的なイ

ベントにお応えします。 
又、5F とさらに同時に開催することにより 2 フロアでの大規模サーキットライブも可能に‼ 
【エリアについて】 
・スタジオライブを催す場合は 6F における Dｓｔ１、Dｓｔ2 の貸切パックで予約する必要があります。 
 Ｄｓｔ2 をライブ会場、Dｓｔ１を楽屋としてご利用いただくことが可能です。 
・5F～6F までの階段スペース、また 5F～6F 間のトイレを専用としてお使いいただけます。 
・6F～屋上までの階段スペースがご利用いただけます。 
・屋上の使用が可能です ※時間制限があります 夜間は応相談 
 
【ご利用時間保障について】 
スタジオライブのご利用にあたり、最低 5 時間からの予約となります 
 
【飲食物販について】 
ブース出展や、飲食の販売につきましては、衛生面と消防の兼ね合いにより内容とのご相談とさせていただきま

す。一重にお断りはしておりませんので一度ご相談ください。 
 
【人員について】 
受付スタッフやステージスタッフなど、PA 以外のスタッフが必要な場合はすべてイベント主催者側で手配して

ください。 
 
■基本料金表（1 時間） 
■パック料金表※Dｓｔ1、Dｓｔ2 両部屋を含むパックとなります 
＜音響・照明オペーレーターなし＞        ＜音響・照明オペーレーターあり＞ 
                         ※音響機材持込み、乗り込みさんもこちらです 

5hパック ¥33,800 
 

5ｈパック ¥63,800 

8ｈパック ¥57,400 
 

8ｈパック ¥87,400 

10ｈパック ¥69,000 
 

10ｈパック ¥99,000 
※万が一、予約時間を超えてしまった場合は、超過料金として 1時間 10,000円とさせていただきます 

 

 

 

 

 



【オプションサービス一覧】 

 

■パイプ椅子・・・無料 ※脚数には限りがあります。予めご相談ください。 

 

■長机・・・3台まで無料 

 

■冷蔵庫使用・・・無料 ※冷却に時間を要する為、ご希望の際は予めお申し付けください 

 

■DVD録画・・・無料 ※DVD-Rを受付にて１枚¥150-で販売しておりますが、お持込みも可能です 

 

■機材レンタル・・・料金はリハーサルスタジオオプションレンタルに基づく※リフレクトスタジオ HP参照 

6Fエリア常設機材以外の機材をレンタルされる場合は事前に必ずお申しつけください 

 

■チケット作成・・・1 枚¥20にて作成できます（80 枚まで） 

 

※プロジェクターとスクリーンは、用意しておりませんので、主催者様でご用意いただくよう宜しくお願いしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



REFLECT STUDIO 新栄店 スタジオライブ 5F エリアシステム説明書 

 
特権：計 3 部屋中、大スタジオ（Cｓｔ）2 部屋をライブ会場として、中スタジオ（Bｓｔ）1 部屋を楽屋として

使用する事により、二部屋のサーキットライブが可能です。 
片側が転換中に片側が本番中といった使い方により、より多くのバンド出演が可能です。 
また、6F とさらに同時に開催する事により 2 フロアでの大規模サーキットライブも可能に‼ 
 
【エリアについて】 
・スタジオライブを催す場合は、5F における Cｓｔ1、Cｓｔ2、Bｓｔ2 の３部屋全てを予約する必要がありま

す。 
・５F～６F のトイレが専用としてお使いいただけます。 
・スタジオ前踊場スペース、５F~６F までの階段をご利用いただけます。 
 
【ご利用時間保障について】 
スタジオライブを催す場合は３時間以上のご予約をしていただく必要があります。 
 
【飲食物販について】 
ブース出展や、飲食の販売につきましては、衛生面と消防の兼ね合いにより内容とのご相談とさせていただきま

す。一重にお断りはしておりませんので、一度ご相談ください。 
 
【人員について】 
受付スタッフなどの人員が必要な場合は全てイベント主催者側で手配してください。 
 
部屋別基本料金表（１時間）※パック料金などは適応されませんのでご注意ください。 
※別途営業時間案内に基づく 曜日によって営業時間が異なりますので、予めご確認ください 
B スタジオ 
平日 10：00～19：00 ¥1880 
  19：00～25：00 ¥2380 
  25：00～6：00 ¥1880 
土日祝 9：00～25：00 ¥2380 
    25：00～9：00 ¥1880 
 

例 土曜の昼 12時から夕方 6時までの 6時間を開催したとして 

Ｂｓｔ+Ｃｓｔ1+Ｃｓｔ2 

（3780円+3780円+2380円）ｘ6時間＝59640 円 

 

備考 パイプ椅子や、長机の無料貸し出し等も行っております。ご希望の方はあわせてご相談ください。 

Ｃスタジオ 

平日 10：00～19：00 ¥3080 
  19：00～25：00 ¥3780 
  25：00～6：00  ¥3080 
土日祝 9：00～25：00 ¥3780 
    25：00～9：00 ¥3080 


