Meet Up Handmade -KIBAKO- 利 用 規 約

１、お申込み基本条件

Meet Up Handmade 契約の基本
●初回登録料・販売手数料なし！
●年中無休・毎日10:00~夜8時まで営業！営業中はいつでも来店OK！
●スペース料金は440円~5,500円まで幅広くご用意！
●クレカ自動更新、LINEで売上確認、納品書不要でラクラク委託！

ハンドメイド作家として活動していること
→趣味であっても、作家名を掲げて活動している方、
店舗やお客様に対して誠実な対応をしてくださる方を募集します

利用規約に同意頂いていること
→ご契約後も遵守して頂ける方のみ、お申し込みください

連絡用のLINEグループへご参加頂くこと
→グループにご参加頂けないと、ご契約頂くことができません

委託作家として責任はご自分で持つこと
→商品の破損や盗難について、当店は一切の責任を負えません
→オーダーや修理を受ける場合は、ショップカードを必ず用意して下さい

シェア出店の場合
→ひとつのスペースに複数の作家さまが出店することも可能です
①共通の作家名を使用する場合
→審査時に商品イメージの統一感も判断させて頂きます
台紙、ポップ、値札等に個別の作家名を使用することはできません
②それぞれの作家名を使用する場合（１作家につき+550円／月）
→作家ごとに陳列するスペースを区切って使用してください
値札や台紙はそれぞれの作家名を使用でき、売上も分けて管理します
スペース代は代表者一名がまとめてお支払いください
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２、審査〜納品の流れ

！審査の前に、利用規約を必ず最後までご確認ください！
①審査

A. 店舗申し込み（審査〜納品まで最短 10 分！）

作品現物・写真数点・Instagram のいずれかをご用意下さい
↓
契約スペース・納品日 ( 即日〜2 週間以内）を決定

B. DM 申し込み（審査〜納品まで平均 1 週間）
Instagram アカウント（もしあればハンドメイド用アカウント ) から
作家名と納品方法（郵送納品／来店納品）、作品写真 数枚・価格帯・
委託販売経験を送付して下さい
↓
契約したいスペースを選択して指定 URL から申込み
→2 週間以内に納品できる目処がついてからお申し込み下さい

②契約開始日の決定

→スペースのお申し込み当日から１週間以内で自由に決定できます

③LINE 登録

→契約者グループ LINE に参加し、ノートを確認して下さい

④スペース代のお支払い

→②で決定した契約日にご請求メールが届きます。
必ず当日中に決済を行って下さい
→商品値札の記入・陳列に問題がないか必ず確認して下さい

⑤納品
→原則、契約日から１週間以内に納品して下さい
→値札、陳列方法に問題がないか、納品前に各自で必ず確認して下さい
→納品予約は不要で、営業時間中いつでもご来店頂けます
郵送納品の場合
→初月のみ手数料 ¥990( 税込 ) が発生します
→納品手順、無料サポート、納付先住所等は「郵送納品」の項目を参照
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3、ご契約について

契約内容
⑴ Meet Up Handmade( 以下当店 ) 店内の一部スペースを、
ハンドメイド活動に使用する目的に限り、貸出致します
⑵契約者の委託を受け、当店が契約者の作品を管理・販売致します

契約期間
⑴お申込み時に決定した契約日 ( 29~31 日は契約日除外 ) を起点とし、
新規契約は最短２ヶ月間、スペース移動契約は最短 3 ヶ月間は 契約内容の
変更 及びご解約ができません
⑵毎月 更新日 7 日前までにご解約の申告がなければ １ヶ月毎に契約は更新され、
契約者の利用規約違反がない限りは契約満了もございません
⑶スペース移動契約の場合、新たなスペースの契約日は申込み日から
１週間以内に設定できますが、現スペースを解約する日から新たな契約までに
空白期間を発生させることはできません
解約するスペースの商品を全て撤去した翌日から、契約満了日までの日数分、
スペース料金は日割りで計算し、売上清算時に合算してご返金致します
⑷ご解約の場合は、契約満了日までに全て撤去してください
満了日を過ぎる場合は、撤去手数料 ¥1,000 を申し受け、当店が撤去します

契約解除について
以下の項目に一つでも当てはまる場合、契約期間に関わらず即刻契約を
解除させて頂く場合がございますので、あらかじめご了承下さい
⑴利用規約違反を繰り返し行った場合や、行為に悪質性が認められた場合
⑵当店の委託作家とその作品、及び当店やスタッフについて、その内容が
事実であるか否かに関わらず、社会的価値や名誉を傷つける内容を
本人以外の第三者に伝達し、当店がその行為を事実として認めた場合
⑶契約者の言動が、当店の委託作家の作家活動や当店の店舗運営に支障を
きたす恐れがある、と当店責任者が判断した場合
⑷契約者が契約満了を待たず即時解約を希望し、当店がそれに合意した場合
契約解除の通達を受けた日から１週間以内に撤去を行って下さい
撤去の意思が確認できない場合は、当店が即時撤去作業を行います
未清算の売上金分と残日数分のスペース代（日割り）合計から、撤去手数料
¥1,000 を申し受け、残った金額をお振込み致します
撤去した商品・什器は全て着払いで 登録のご住所へご返送いたします
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６、陳列について

陳列・販売できないもの ( 備品含む）
以下の項目に一つでも当てはまる場合、
売場から即時撤収させて頂く場合がございますので、あらかじめご了承下さい
⑴値札が利用規約に則っていない商品
⑵商用不可のもの・著作権・商標権の侵害にあたるもの・違法なもの・
品質表示義務を満たさないもの・使用素材が表記と異なるもの
→ 原則、製作前にご自身で責任を持ってお調べ下さい
⑶中古品・破損品・お客様がケガをする危険のあるもの・
表示不足で使い方が不明な商品・染色移りや匂い移りするもの・宗教関連のもの
⑷価格設定が安すぎると当店で判断した商品（SALE 品を除く）・
審査を受けていないジャンルの商品・単価 1 万円以上の商品 → まずはご相談下さい
⑸その他、当店責任者が当店での販売はできないと判断した商品

陳列ルール
陳列は はみ出さない・倒れない・崩れないを原則として下さい
備品には作家名と「備品」という文字を必ず記載して下さい（裏でも可）
当店の判断でルールが守られていない場合は、断りなく手直しさせて頂く場合も
ございますので、あらかじめご了承下さい
⑴できること
・納品書のご用意は不要ですので、商品の入替えや値下げ等は自由に行って下さい
・スペース内にお客様の取置き商品を納品することができます
・スペース内にショップカードを置いて頂くと、スタッフもできる限りオーダー等の
お繋ぎをさせて頂きます ( スペース内・商品にショップカードも SNS のご案内も
ない場合はお客様からの問い合わせを一切お繋ぎすることができません )

・当店と関係ないイベントチラシ等も、ハンドメイド活動に限りスペース内に置けます
・事前相談の上、スペースの半分を超えない範囲でハンドメイド資材販売も可能です

⑵できないこと
・規定のスペースから外にはみ出したり、倒れて侵入する可能性がある状態にしないで下さい
・画鋲の使用や強接着など、原状回復が難しい加工はできません
・納品時に店内の椅子を無断で持ち出したり、床に荷物を広げたりしないで下さい
踏み台やワゴンはお貸出ししますので、お気軽にご利用下さい
・営業時間外に及ぶ納品・陳列作業は、例え短時間でも認められません
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４、お支払いについて

スペース料金 ( オプション含む）
⑴クレジットカード払い
初回決済時にクレカ情報を保存しておくと、オプション契約の支払いや毎月の
スペース料金も自動で決済されますので、延滞防止にオススメです
家族名義のクレカ決済も可能です（当然 名義人本人の同意を得た上で）
⑵LINE Pay 払い
当店の LINE 公式アカウントを友達登録し、毎月 更新日の３〜７日前までに
スペース料金の支払いリンクをトークルームから依頼して下さい
支払いリンク送付時点から、更新日の営業終了までには必ず決済して下さい
⑶上記以外にスペース料金の支払い方法はございません
事前連絡もなく支払いが延滞した場合は、延滞手数料 500 円 及び
スペース代金の 10%× 延滞日数分をスペース代に加算してご請求いたします

商品購入
⑴契約者が Meet Up Handmade の商品を購入する際、通常のお支払い方法の他
本人の売上金から差引きが可能です（未清算金額以下の商品に限る）

ご清算
⑴契約者の作品売上は更新日から１ヶ月毎に毎月算出し、最長半年間 預託できます
清算申請またはご解約ののち、対象期間の売上金合計から必要な代金があれば
差し引き、残った全額を契約者へお振込み致します
⑵お振込みまで、締め日 ( 毎月 更新日前日）から最長１０日程 頂きます
当店ゆうちょ銀行口座からの振込手数料は 売上金から差引きさせて頂きます
⑶売上表のご返却はできませんので、⑷の売上状況申請を利用して下さい
⑷売上確認申請は 売上表（販売した商品値札を貼り付け保管）の写真を送付致します
スペース写真も必要な場合は、毎回必ずスペース番号も一緒に通知して下さい
⑸清算申請は必ず、清算する期間も一緒に申請して下さい
⑹清算申請・売上状況申請は、申請履歴を記録に残すため 必ず LINE から、
そして対応漏れを防ぐため営業時間外 ( 夜８時〜翌朝 10 時 ) に申請して下さい
⑷〜⑹以外の申請は、原則認められませんのでご了承ください。
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７、オプションについて

預り在庫オプション
⑴３辺合計 100cm 以内の箱の中に在庫商品や什器をお預かりできます

⑵税込 990 円でお申し込み日から１年間有効です
契約満了日の７日前までにご解約の申告がなければ 契約は自動で更新されます
⑶スペース内の商品補充も当店で行いますが、補充頻度に関するお約束や

陳列の順番を指定することはできませんのでご了承下さい

⑷商品の入替えは基本的に希望通り行いますが、５. 納品について を厳守いただく事、
そして陳列後の写真送付は一度のみとさせて頂きます

ピックアップオプション
⑴店内のピックアップ専用棚で毎月行っている企画展へ出品できます
テーマピックアップは常に３点まで、誕生石ピックアップは常に５点まで
展示可能で、商品が売れたらスペースか預かり在庫から補充します
⑵料金はどちらか出品の場合１ヶ月税込 550 円、 両方は税込 880 円です
販売手数料はナシ、当月１日に出品料をご請求致します
⑶企画展のテーマは、毎月初めのインスタライブ内で視聴者と共に決定します
その後、約２ヶ月弱前から企画展出展者を募集します（締切るまで先着順）
⑷毎月のテーマやルールの詳細は、ピックアップ出品者募集の際に
募集要項をご確認下さい

セール棚利用サービス
⑴店内のセール品専用棚を無料でご利用頂けます ( 販売手数料なし）
値下げしたことがわかる値札をつけて、10 点まで出品できます
⑵１辺 25cm を超える商品が 1 点でもある場合は、合計３点まで出品できます

⑶長期間出品されている商品は、当店の判断でスペースか預かり在庫へ戻します

⑷無断で商品追加や入替えできますが、他の委託作品をあれこれ動かさないで下さい
⑸ケースや什器を持ち込みたい場合は、必ず納品日より前に LINE でご相談下さい

レジ取置きサービス
⑴契約者が個人で受けた取置き品を、当店レジでお預かりできます (¥100 税込 / 点 )
⑵対象商品は必ず梱包をした状態で、袋の外に取置きした方の名前表記と
赤文字で「レジ取置き利用」と記載した値札を必ず貼り付けして下さい

⑶売上清算時に⑴の金額を売上金から差引き致します
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5、納品について

納品方法
⑴来店→営業中の納品予約は不要ですので、来店時にスタッフへお声掛け下さい

⑵郵送→作品と一緒に指示書を記入して同封して下さい
指示書がない場合は、おまかせ納品として全てスタッフの判断で陳列を行います

郵送納品
⑴郵送納品・ご返送が何度でも利用できます（税込 990 円／初月のみ決済）
１度でも郵送での納品がある場合は、契約途中で追加契約が可能です
⑵納品時は毎度、作品と一緒に指示書を記入して同封して下さい
指示書がない場合はおまかせ納品として、すべてスタッフ判断で陳列致します
値下げしたい商品がある場合は、貼り替え用の値札シールを同封してください
⑶ご契約中は預り在庫オプションを永年無料でご利用頂けます（オプション参照）
⑷返送する商品や什器がある場合は、レターパックなど返送用箱を送付頂くか、
郵便局の追跡できる方法で発送いたします（送料は全て契約者負担です）
送料は原則先払いで、ゆうパックのみ発送後にご請求となります
支払い方法は PayPay( 決済手数料 2% 上乗せ）か、
本人の売上金から差引き（未清算金額以下の送料に限る）のどちらかです
⑸ご解約の場合は、契約満了日にスタッフが全て撤去作業を行い、
全ての梱包が完了次第、⑷⑸に沿って発送致します
⑹送付先住所
【〒278-0031 千葉県野田市中根 36-1 イオンノア 2F Meet Up Handmade 宛】
※発送方法は問いませんが、時間指定ができる場合は午前中にして下さい

値札の書き方

※間違いがないか、納品前に再確認してください！

値札に必要な情報は 作家 ID と税込価格のみで 別途納品書の用意は不要です
⑴作家 ID → 原則、作家名そのままか省略したもので、既存契約者と重複しないこと
⑵価格表記 → すべて 10 円単位で、税込価格のみ記載して下さい
⑶素材→ 剥がせるシールか、切り離せる紙のタグを必ずご用意下さい
※剥がした時に破れたり、痕が残るシールは使用禁止です
⑷取置き表記→取置き品は必ず梱包をした状態で、袋の外に取置きした方の名前表記と
値札を目立つように貼り付けてください
レジ取置きを利用する場合（オプション参照）は
必ず赤文字で「レジ取置き利用」と記載して下さい
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８、注意事項と同意確認

注意事項
⑴作品の不具合や修理希望について、お客様のお申し出内容によっては当店が
仲介に入り契約者様にできる限りのご対応をお願いする場合がございます
オーダー対応等につきましても、対応可否をスペース内に掲示頂くとご案内が
大変スムーズになります
⑵天変地異などの不測の事態、万引き、その他不慮の事故による商品の破損・紛失に
関しまして、当店は一切の責任を負えませんのであらかじめご了承下さいませ
⑶当店はひとり営業が基本のお店ですので、LINE 返答や店頭での対応に時間を
頂くこと、長時間のご相談には乗れない事を何卒ご理解下さい
契約者グループ LINE は午前 8 時〜午後 10 時までの運用ですが、個別 LINE は
時間の制限なく送信可能です（清算申請・売上状況確認申請は除く）
⑷スペースの貸出条件や利用規約は、サービスの向上を目的として
予告無く変更する場合がございます
契約者の３割以上が異議を唱えた項目については、速やかに再考し改善に努めます
⑸利用規約の内容や契約解除の通達に不服の場合は、その理由と共に
LINE を通じて当店責任者へお申し出くださいますよう、お願い致します

同意確認
利用規約全ての項目に同意の上で、ご契約へとお進み頂けます
同意して頂けましたら、下記空欄へ日付の記入とご署名をお願い致します

年

月

日

ヨミガナ

作家名
ヨミガナ

提出方法

氏

名

⑴プリントアウトして直筆で記入し、原本を提出頂く
⑵スマホアプリなどで直筆で記入し、保存した画像を LINE でお送り頂く
2021.11.25 更新

