
 

1 

 

はんどめいどの森 

レンタル BOX出店者様ご利用規約 

 

当店（はんどめいどの森）へ出品される際の規約をご確認いただき、円滑に店内販売ができますようにご

協力お願いします。 

 

1. レンタル BOXのご利用目的 

当店の店内に設置の陳列棚（レンタル BOX、以下 BOX）に１か月単位で当店の定める料金を前払いいた

だき貸出しするものとします。 

BOX内はあなただけのお店です。ハンドメイド作品を BOX内に自由に陳列、販売していただき、管理

していただけます。 

また、店舗で販売している作品は、当店の運営しているネットショップでも同時販売することができ

ます。地元の方々だけでなく全国のお客様から買っていただける機会も増えますので販路の拡大が見込 

めます。 

店内イベントや店舗外での定期イベントへの出展、企業様や店舗様から外注を受けたイベントなどに

派遣させていただくこともあります。 

多くの登録作家様との交流や情報交換の機会も増えると思いますので、ぜひ活動の幅を広げていただ

けたらと考えております。 

当店が、作家様のサポートを全力でさせていただきますのでどうぞよろしくお願いします。 

 

2. BOX料金の支払い方法について 

当店が指定する口座（三井住友銀行）に前月 25日までに BOX料金を振り込んでください。手違いを

防ぐため現金支払いは受け付けません。※今後お支払い方法が増える可能性があります。 

後ほど、振込先口座番号をお知らせします。三井住友銀行以外から振り込まれる場合は振込手数料

がかかります。その場合、手数料は作家様がご負担お願いします。※領収証がご入用の方はお申し出

ください。 

 

3. 出品可能なもの 

ご契約前に面談または zoom 面談（遠方の方）で出品作品を数点お見せください。 

以下の条件に合う物が出品可能です 

・作家様ご自身が作られたオリジナルのハンドメイド作品、またはアート作品 

・新品未使用で、汚れ・破損のないもの 

・ハンドメイド資材（中古も可能、状態の良いものに限る） 

・ワークショップや教室で使用する道具や材料（新品） 
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4. 出品できないもの 

・他人から預かった作品（コラボでの登録は可能） 

・当店で設置不能な大きすぎるサイズのもの 

・生き物（動物・植物・昆虫等）※プリザーブドフラワー、ドライフラワー、押し花等は可能（袋詰

め要） 

・ガラス瓶や繊細な作りで壊れやすい作品 

・安価すぎるもの（500円以下のものはセット販売などでご対応ください） 

・高価すぎるもの（3万円以上の作品） 

・既存のキャラクターを使用したもの、模倣品、著作権に違反するもの 

・既製品の転売（パッケージを詰め替えたものなども不可） 

・食品の委託販売（作家様自身が店頭に立ち出張販売する場合のみ可能） 

・化粧品・健康食品など（アロマオイルは可） 

・薬品・危険物を使用したもの、体に有害な成分が含まれるもの 

・宗教・政治的思想を反映・連想させるもの 

・公序良俗に反するもの、著しくお客様に不快感をあたえるもの、アダルトグッズなど 

・その他、お店のコンセプトに合わないと判断したもの 

 

5. 会員登録について 

 BOXをご利用いただくには会員登録が必要です。 

LINEグループへもお入りいただき連絡等はそちらで行います。 

初回登録料、年会費等は無料です。所定の BOX料金のみお支払いください。 

 

委託販売で登録された方でも、ワークショップや教室、イベント開催等で当店のレンタルスペースを

ご利用いただくことが可能です。（利用日は HPフォームにて予約要） 

※会員以外の方はご利用できません。 

 

《会員特典について》 

会員登録していただいた方限定の特典があります。 

・BOX料金の割引・・・3か月分前払いいただくと 2割引きの料金でご利用いただけます。 

 ※途中解約の場合は、月単位で差額を返金いたします。 

・お得なコワーキングスペース利用チケット（12枚組）、レンタルスペース割引チケット（2割引）が

ご購入いただけます。 
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6. 出品契約、納品時期について 

出品は１か月単位（初回 2 か月～）となります。出品開始月の前月 25日までにお申し込みください。  

 

※クラウドファンディング（6/17～7/31開催）内で BOX販売を 1か月お試しできる権利も販売していま

す。（1か月 3500円） 

★カモファンディング「はんどめいどの森ページ」 

https://www.kamofunding.com/projects/nagahamaharumi/rewards/26174 

 

オープン前にご契約いただき、9月からの BOX契約をした方は、8/1以降から納品陳列していただけま

す。（お盆期間 8/13～15除く） 

※8月分の BOX料金は無料。9月分を 8/25までにお支払いください。 

オープン前でも出品作品が売れた場合は、売上金を翌月 25日にお支払いします。計算方法は 12.をご

覧ください。 

 

7. オープン前の《内覧・説明会》について 

  以下の期間に内覧・説明会を開催いたします。オープン前は店舗に常駐しておりませんので 

事前にご来店日時をご予約ください。説明資料もお渡しします。 

 

2022 年 7/16（木）～8/12（金）10：00～17：00  

 

ご予約先 メール： hanmori1065@gmail,com 

LINEID： hanmori 

 

 

※お電話でのご予約は受け付けておりません。 

 

オープン前に事前に店舗を内覧して確認していただくことができます。その際、ご質問等あればお

気軽にお尋ねください。 

   ご来店のタイミングによっては、棚や机などの什器が搬入されてない場合があります。その場合、

口頭でどのようなレイアウトになるかご説明いたします。 

   同じ日時に複数人のお申し込みがあった場合は、同時に内覧していただきます。 

人数が集中した場合は別日変更をお願いすることがあります。 

 

 

 

 

 

 

https://www.kamofunding.com/projects/nagahamaharumi/rewards/26174
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8. 契約更新について 

   契約を更新される場合は、毎月 25日までに翌月分の BOX料金をご入金いただき更新してください。 

  万一、何らかの事情でお支払いが遅れる場合は必ず連絡してください。事前にご連絡なく入金がなか

った場合は入金忘れとして督促します。その後、月末を過ぎても入金がなかった場合は売り場から商

品を取り下げさせていただきます。 

   

9. 解約について 

   解約については、次月継続しない旨を前月の 25日までにお知らせください。それを過ぎますと展示

の有無にかかわらず BOX料金が発生します。契約期間中の途中解約の場合、お支払いいただいた BOX

料金は返金できませんのでご注意ください。 

 

10. 出品費用について 

   別表の BOX料金をご覧ください。棚の位置、大きさによって料金が異なります。 

  ※現在店舗工事中のため、2022年 6～7月上旬時点ではまだ棚が決まっておりません。決まり次第、正

式な BOX料金を公開します。詳細はもうしばらくお待ちください。 

 

11. 販売手数料について 

出品作品が販売となった際、その販売価格の 25％を手数料として差し引きます。 

またネット販売の場合も、その販売価格の 25％を手数料として差し引きます。 

店舗販売はされずネット販売のみの方は、その販売価格の 30％の手数料を差し引きます。 

 

12. 売上金のお支払いについて 

   商品が売れた場合は、ご指定の口座に売上金をお振込みいたします。（月末締、翌月 25日払い） 

  ネットショップで売れた場合は月末締め翌々月 25日払いとなります。 

  振込先が三井住友銀行以外の場合は、振込手数料を差し引いた額をお振込みいたします。 

  ※手違いを防ぐため現金手渡しはいたしません。 

 

《店舗で売れた場合》 

支払額＝売上金―販売価格の 25％手数料－諸経費（かかった場合） 

《ネットで売れた場合》 

支払額＝売上金―販売価格の 25％－ネット販売手数料－荷造り諸経費 

     

13. ネット販売について 

店頭販売しているものは、当店が運営するネットショップ（ミンネ・BASE・カラーミー）に同時出

品することができます。（全部または一部）ネットショップに出品する商品の写真と商品説明データを

LINEで送ってください。SNS でも商品を紹介・宣伝させていただきます。 

店頭販売とネット販売を両方ご利用いただくと事務手数料が無料になります。※ネット販売のみの

出品は事務手数料 1100円（税込）をいただきます。 
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ネット販売対象商品もご契約 BOX内での管理になります。ネットショップに掲載される作品は、ショ

ップ活性化のため３か月毎（季節毎）を目安に入れ替えてください。 

ネット販売で不良返品が発生した場合、返品に関わる経費につきましては作家様側にご負担をお願

いします。配送に関する破損などは当店もしくは配送業者で負担いたします。 

 

《店頭販売せずネットショップのみで販売される場合》 

店頭には展示せず、ネットショップのみに出品される場合は、基本的に商品をお預かりしません。

納品書と画像データ・商品情報を LINEで送付していただきます。 

商品が売れた場合はご連絡しますので、3～5日以内にご自宅から発送してください。ネットショッ

プへのデータ書き込み、販売管理等は当店が行います。 

 

売上金は売上月の月末締、翌々月 25日にご指定の口座にお振込みいたします。 

支払額＝売上金－販売価格の 30％手数料－諸経費（かかった場合） 

 

※イベント等、他の販売ルートで同時販売していただいても構いません。売れた場合は速やかにご連

絡いただき、取り下げ書もご送付ください。 

 

14. 商品の納品、補充、取り下げについて 

 商品の納品には「納品書」の提出が必要です。 

納品時に、スタッフとともに納品書と商品点数を照らし合わせ、スタッフの受領印を受けてください。 

その後、当店で発行するバーコードシールを貼り、売り場に陳列してください。（前日までに納品書の写

真を LINEで送付、または FAX で送付してください。バーコードシールを発行しておきます。） 

取り下げる場合にも「取り下げ書」の提出が必要です。（無断で商品を持ち帰られると数量が合わなく

なり補償の対象外となります） 

 

15. 商品の陳列について（持ち込み） 

作品の陳列は契約の BOX内であれば自由に陳列していただけます。ただし契約 BOX外へはみ出さない

ようにお願いします。屋号を記した POPカードの掲示やショップカードの設置もお願いします。 

   BOX内が乱れた場合は、スタッフが整理する場合がありますが、基本的に BOX 内の管理は作家様が行

ってください。 

小さな棚やカゴ、トレイなどの小物を持ち込んで使用していても構いません。（備品には必ず名前シ

ールやマステに記名するなどしてください。） 

   商品棚に直接粘着力の強いテープで貼り付けたり、押しピンで固定すると化粧板の破損に繋がります

のでご遠慮ください。 

   埃や手垢、破損等を防ぐために、商品は袋詰めしてください。手触りや質感などを確認してもらう必

要がある場合は見本を用意してください。また、プレゼントに最適な作品は納品時点でギフトラッピン

グをしていただいても構いません。 

納品後は売り場を放置せず、定期的に来店して売り場をチェックしたり並べ替えたり売れて棚が空い
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た場合は新しい商品の補充、売れ行きの悪いものは別のものと入れ替えるなど作家様ご自身で商品管理

をしてください。数か月にわたって継続販売する場合は、1～3か月ごと（季節毎）に商品を入れ替えて

ください。 

1か月に 1回程度、在庫のチェックを行ってください。売れていないのに在庫が合わないことが判明

した場合は速やかにお知らせください。こちらでも調査して対応させていただきます。 

    

16. 発送での納品の場合 

   遠方でご来店が困難な場合は、発送納品も可能です。その場合は、持ち込みでの契約条件とは異な

りますのでご注意ください。登録時に、備考欄に「発送での納品」の旨を明記してください。 

   契約月までに一度ご来店いただき、出品作品を数点お見せください。什器持ち込みや陳列方法など

打合せさせていただきます。 

   契約期間内に届くように作品を納品してください。（納品書同封）当店でバーコードシールを貼り付

けて作家様ご指定の方法で陳列・管理します。 

所定の BOX料金は同じようにお支払いください。発送代金は作家様ご負担でお願いします。 

出品作品が売れた場合、その販売価格の 30％を手数料として差し引きます。 

    

17. レジ袋、ギフト包装について 

   当店では、レジ袋有料としマイバッグ持参を推奨します。 

レジ袋代金は、ご購入のお客様からいただきますので作家様のご負担はありません。 

※マイバッグ販売も考えております。布作家様は製作販売のご協力お願いします。（特設コーナー追加

料金なし） 

ギフト包装に関しましても有料とし、ラッピング袋での対応とします。効率化のため紙包装はいた

しません。特殊なラッピング材が必要な作品については作家様でご用意お願いします。（複雑なラッピ

ング方法はお受けできません） 

 

18. 売上連絡について 

   商品が売れた場合は、個別に LINEにてご連絡いたしますので新しい作品を補充をしてください。 

  また月末にまとめてその月の売上リストを送りますのでご確認ください。 

     

19. 販売価格の設定について 

販売価格のつけ方は自由ですが、以下のことをご注意ください。 

・価格は全て税込み価格、10円単位で設定してください。 

  ・安価すぎるもの（500円以下の商品）や高価すぎるもの（3万円以上の商品）は避けてください。

（安すぎると利益を出すことが困難になりますし、高価すぎるものは紛失・盗難などが発生した際に    

補償しかねます。） 
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20. 店内イベント、店外イベント告知について 

   当店における季節ごとの店内イベントや、キャンペーン販売、店外定期イベント、外部からの受注

イベントのお知らせ等は、LINEグループにて優先的にご案内いたします。 

お客様からご指定でオーダーが入った場合は、個別でご連絡する場合もございます。 

   その他、商品企画やキャンペーン企画などのミーティングへの参加をお願いする場合があります。

ご協力お願いします。 

 

21. 営業日・時間・休業日について 

  営業日：平日・土日祝日 10：00～18：00 

 休業日：毎週月曜日、お盆（8/13～15）、年末年始（12/28～翌 1/4）、臨時休業（イベント出展時等） 

 

22. 補償について 

 作家様からお預かりした作品については十分な管理の元、展示販売させていただきますが、万一の盗

難や紛失の際の補償範囲については以下の通りです。 

・紛失、盗難が発生した場合はその販売価格の 50％（ただし上限 2000円まで）を店舗が補償します。 

・天災や火災等による作品の被害に対し、当店では補償できません。 

・作品の管理は納品書で管理しています。無断で撤去した場合は店舗の管理外となりますので補償の対

象外となります。 

・展示中に作品が破損したり変質した場合、店舗では補償できません。 

壊れやすい物、汚れやすい物は、袋詰めの仕方を工夫してください。日焼けしやすい作品を出品さ

れる場合は、日当たりの良い棚はさけてください。 

 

23. 委託契約をお断り・解除する場合について 

   当店は、広くハンドメイド作家様を受け入れていますが、以下の項目に該当する場合は委託契約を

お断りまたは解除する場合があります。円滑な店舗運営のためルールをお守りいただきますようお願

いいたします。  

   ・当店の規約を遵守せず、執拗にマイルールを主張する方 

   ・お客様や他の作家様に著しく迷惑や不快感を与える方 

   ・連絡事項を確認せず、連絡が取りづらい方 

   ・当店のコンセプトに合わないと判断した場合 

   ・その他、当店が契約を不適当と判断した場合 

 

※いずれの場合におきましても、こちらから事前にご連絡して改善要望をいたします。その上でご改善

いただけない場合は契約を解除させていただきます。 
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24. ご利用規約の改定について 

 当規約は、店舗運営していく中で実態に即して随時変更していきます。その際、個別にご連絡するの

は困難ですので、HPにて差し替えさせていただきます。HPに掲載されているものが最新となりますの

でご確認ください。※会員様には、どの部分が変更になったのか LINEグループにてご連絡いたしま

す。 

 様々な事例に即して、作家様やお客様のご要望なども取り入れて常に改善を図ります。皆様に気持ち

よくご利用いただけるよう努めていきますのでご協力お願いします。 

 

2022年 6月 8日作成 


