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イベント開催ガイドおよび利⽤規約 
◆はじめに 
 イベント主催ご希望の⽅は、申請前にこちらのイベント開催ガイド及び利⽤規約を必ずお読みください。
申請していただいた時点で利⽤規約への同意といたします。 
 
1. トドステが⼤切にしていること 
 トドステは地域の⽅がいつ来ていただいてもゆっくりくつろげる空間を目指しています。トドステに遊びに来
てくれる⽅々は、広い室内で子どもと遊んだり、ママ友とおしゃべりしたりして過ごしています。夏休み・冬休
み期間中などは少しだけにぎやかな時もありますが、普段はとてものんびりとした空気が流れています。いつ
でも⾏けるトドステで、親子で楽しめるイベントに気軽に参加してもらいたい。けれど、イベントに参加しない
⽅も窮屈な思いをすることなく、自由で快適に過ごしてもらいたい。そんな思いから、イベントスケジュールは
詰めすぎず、ゆとりをもった運営を心がけています。 
 
2. イベント開催までの流れ 
① 開催前々月 15 ⽇〜前月 15 ⽇の期間に トドックステーション HP TOP にあります「イベント申

請フォーム」から、必要事項を⼊⼒・告知⽤画像 1 枚を添付のうえお申込みください。期間外の申
請は受付できません。 

② コープさっぽろ本部にて申込み内容を確認後、開催日を確定して主催者さまへご連絡します。 
③ イベントの告知 

毎月 15 日までに所定の申請をいただくと、20 日頃からトドステ HP での告知が可能です（掲載イ 
メージは HP をご参照ください）。なお、個人の SNS や独自チラシなどで告知される際は以下の内
容を記載してください。 
【チラシなど紙媒体】 
≪トドックステーションご利⽤案内≫ 
1．⼊場無料です。 
2．初めてご利⽤の⽅は、簡単な利⽤申込書をご記⼊ください。 
3．駐⾞場の台数に限りがありますので、なるべく公共交通機関をご利⽤ください。 
詳しくは「トドックステーション」で検索！ 

【SNS】 
≪トドックステーションご利⽤案内≫ 
1．⼊場無料です。 
2．初めてご利⽤の⽅は、簡単な利⽤申込書をご記⼊ください。 
3．駐⾞場の台数に限りがありますので、なるべく公共交通機関をご利⽤ください。 
詳しくはこちら⇒トドックステーション https://www.sapporo.coop/content/?id=149 
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④ 予約制のイベントを開催する場合 
・予約制のイベントを⾏う場合は、HP に主催者さまのブログ・SNS などのリンク先を記載し主催者さ
まにて予約受付を⾏っていただきます。リンク先はイベント申請時に⼊⼒してください 
・予約締切日は開催日の 3 日前までに設定してください。 

 
3. 万が一イベントを中止する場合 

やむを得ず開催中止の判断をした場合は、主催者さまにてご予約者さまへご連絡のうえ、開催3日前
までにトドックステーション担当まで速やかにご連絡ください。HP の告知を下げ、開催予定のステーションへ
中止の連絡をいたします。予約不要のイベントでも連絡をお願いいたします。 
 
4. 開催当⽇の流れ 
（1）到着予定時刻までに会場へお越しいただき、宅配センターのスタッフへお声掛けください。 
（2）必要な備品の場所を聞き、各自で運搬・準備を⾏ってください。 
（3）イベント参加者にはトドックステーション受付表の記⼊（新規の場合は利⽤証発⾏）を⾏うよう
必ず声掛けください。安全確保のためにご協⼒をお願いいたします。 
（4）開催終了後は各自で撤去・清掃を⾏い、原状回復をお願いします。 
（5）イベントに参加しない⽅の迷惑となる⾏為はおやめください。（トドックフリマを布で覆い隠す、事実
上の貸切りに近い状態にするなど） 
 
5. 開催のコツ 
（1）⼩さなお子さんのいる⽅は子どもの体調などにより急な予定変更があるため、予約制よりも当日参
加可能なイベントが人気です。 
（2）参加者がお子さんに意識がいってしまい満⾜にイベントに参加できないことがあります。体験時間の
⻑さや途中退出可能などの配慮をお願いします。 
 
6. よくある質問 
Q1. どんな人がどのくらい来ますか？ 
地域のコミュニティスペースなので、どなたでもご利⽤いただけます。0〜3 歳位のお子さんと保護者のご利
⽤が多く、1 日平均 10 組の利⽤者がいます。 
 
Q2. 貸切はできますか？ 
貸切利⽤はできません。いつ来ても遊べる環境であることを⼤切にしています。 
 
Q3. 託児機能はありますか？ 
託児機能はございません。イベント開催時に託児を希望される場合は各自お手配をお願いします。 
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Q4. イベントを開催するのに料⾦はかかりますか？ 
会場料は無料です。参加料⾦の徴収などは主催者さまの責任において⾏ってください。 
Q5. 会議をしてもいいですか？ 
オープンスペースのため、静かな環境は保障されません。打合せ会場には不向きです。 
 
Q6. イベントに関するオリジナルのフライヤーなどはトドステに掲示してもらえますか？ 
各トドックステーションにお持ちいただければ対応させていただきます。スタッフにお声掛けください。 
 
Q7. 借りられる備品を教えてください。 
会議⽤⻑机、パイプいす、電源（延⻑コードはありません）のご⽤意があります。申請フォームにて貸出
希望備品と数量を⼊⼒してください。状況により貸出できない場合がありますので予めご了承ください。 
 
Q8. 同じ月に 2 回以上開催することはできますか？ 
開催するステーションを変更するか、イベント内容を変えて実施する場合は応相談。ただし、札幌中央は
イベント開催が集中するため受付状況によってはお断りする場合がございますのでご了承ください。 
 
Q9. 毎月開催しようと思っています。申請は何か月分かまとめてもいいですか？ 
イベント内容は同じで開催日だけが変わる場合でも、毎月必ず申請をお願いいたします。 
 
Q10.違うセンターで同じ内容で開催したいのですが、改めて申込が必要ですか？ 
必要です。センターや開催日が異なる場合は改めて申込ください。 
 
Q11.HP で告知などせず、お友達同士で集まりたい場合でも申請は必要ですか？  
目安として10組以上での集まりの場合は、「施設利⽤申請フォーム」から申請をお願いいたします。申込
みは開催月の前月 15 日までです。 
 
Q12.3 ヶ月先の予約をしたいのですが。 
申し訳ございませんが、前々月の 15 日〜前月 15 日までを申込受付期間とさせていただきます。 

例）5 月開催のイベントの申込受付期間⇒3 月 15 日〜4 月 15 日 
 
Q13.定員に達したので HP にも表示してほしい。 
トドックステーションお問合せ先までメールにてお知らせください。HP 内容を変更させていただきます。 
 
Q14 事前に会場を⾒学したいです。何か手続きや連絡は必要ですか？ 
会場⾒学は、オープン時間内であればいつでも可能です。ご連絡の必要はございません。トドックステーシ
ョンの利⽤手続き（⼀般利⽤の⽅と同じ利⽤証を作成）をお済ませの上、ご自由にご覧ください。 
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7. トドックステーションイメージ画像 

 

 
◆トドックステーションお問い合わせ先 

csap.tstation@todock.coop 
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トドックステーション利用規約 

～ご利用前に必ずお読みください～ 

 

(目的) 

第 1 条 生活協同組合コープさっぽろ（以下、「当協」という。）が宅配センター及び店舗に設

置するトドックステーション（以下、「当施設」という。）は、当施設利用者が子どもを自由に

遊ばせたり、暮らしに役立つイベント等への参加により豊かな生活を育むことができるような

自由で気楽な空間を提供することを目的として管理・運営されていますが、当施設の利用に関

する詳細はこの規約によるものとします。 

 

(利用規約の適用範囲及び同意) 

第２条 利用規約は当施設利用者に適用され、利用申込みにあたっては利用規約への同意が前提

となります。 

 

(利用申込) 

第 3 条 当施設の利用を希望する利用者（複数の場合はその代表者）は、次の要領により利用

申込みを行うものとします。 

（1）一般利用の方: 

当施設を初めてご利用の方は利用証の発行手続を行っていただきます。2 回目以降のご利用

時は受付表に 

必要事項を記入のうえご利用ください。 

（2）イベント主催等で利用の方: 

イベント申請フォームまたは施設利用申請フォームからイベント開催日の前々月 15日～前

月 15 日の期間 

にお申込みください。利用申込みをキャンセルする場合は、開催予定日の 3 日前までにお

知らせください。 

 

 (利用時間) 

第 4 条 当施設の利用時間は、宅配センター設置のトドックステーションが原則として月曜日

～金曜日の午前 10 時から午後６時（一部土曜日可。当協ホームページでご確認ください。）

までです。 

2 店舗トドックステーションの利用時間は原則として午前９時から午後６時までですが、年末

年始など店舗の営業時間変更に伴い利用時間が変更となる場合があります。また、利用可能日

は店舗営業日に限られます。 

3 利用時間は準備から後片付けを含めた時間にてお申込みいただき、時間内での利用を厳守し

てください。 

 

(利用料) 

第 5 条 当施設の利用料は、原則として無料です。 

2 有料イベント参加時や物品を購入する場合は、宅配センタートドックステーションにあって

はイベント主催者または当施設関係者、また、店舗トドックステーションにあってはサービス

カウンターにて、お手続き、お支払いをお願いいたします。 

 

(利用の拒絶及び解除) 

第６条 当協は、次の場合には、当施設の利用申込みを拒絶し、または当施設利用中の利用者に

対して利用の解除及び当施設からの退去を求めるものとします。 
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（1）利用者が利用申込みに際して、故意に虚偽又は不実の記載をしたことが認められる場合 

（2）利用者が法令または公序良俗に反する行為をしたと認められる場合もしくはそのおそれが

あると認 

められる場合 

（3）利用者が当施設の建物、設備、備品、物品等を故意に破損し、または許可なく持ち出した

か、もし 

くは持ち出そうとした場合 

（4）利用者が営利活動（販売、募金、勧誘等）または宗教活動、政治活動その他、第 1 条の利

用目的以 

外の活動を行った場合もしくはそのおそれがあると認められる場合 

（5）利用者が喧嘩、威嚇、大声、音、振動、臭気その他により周囲に迷惑を及ぼした場合また

はそのお 

それがあると認められる場合 

（6）利用者が銃砲刀剣類（模造品を含む。）及び可燃性液体、ガス類、火薬類、毒物・農薬等

の危険物 

  並びに小動物（ペット等）を持込むことが認められる場合またはそのおそれがあると認めら

れる場合 

（7）利用者がインフルエンザその他の伝染病及び衛生上の問題があると認められる場合または

そのおそ 

れがあると認められる場合  

（8）利用者が暴力団、暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力であると認められる場合また

はその 

おそれがあると認められる場合 

（9）利用者が利用に関連して著しく不当な要求及び負担を求めた場合または当協からの警告に

従わなか 

った場合  

(10）利用者が未成年のみの場合 

（11）利用者が施設を利用する権利を第三者に譲渡､転貸等したことが認められる場合 

（12）当施設が災害またはそれに準ずるその他の事由により利用することができない場合また

はできな 

いおそれがあると認められる場合 

２ 前項の措置によって生じた利用者のいかなる損害に対しても当協はー切の責任を負いませ

ん。 

 

(利用時の安全管理及び利用後の原状回復) 

第７条 利用時の安全管理及び利用後の原状回復について次の点に留意してください。 

（1）利用中に施設管理のため当協職員が入室する場合があります。 

（2）利用中は､防火･防犯等の安全管理を徹底してください。 

（3）当施設内は全面禁煙です。また、特定の行事を除き当施設内で飲酒できません。 

（4）手荷物などの保管は行いません。 

（5）利用に際して当施設内の机や椅子などを動かした場合は元の場所に戻してください。 

（6）利用時に発生したごみ等はすべてお持ち帰りいただき利用前の状態に原状回復してくださ

い。 

 

(損害賠償) 

第 8 条 当協は、当施設の利用に関連して、当協の責に帰すべき事由により利用者に損害を与



 

えた場合は

 合理的な範囲内でかかる損害の賠償をするものとします。

２ 利用者が故意または過失により当施設の建物、設備、備品、物品その他を破損・滅失させ、

または

利用規約に

請求するものとします。

 

（利用制限）

第９条

用申込み

 を取消すことができるものとします。

 

 

（免責）

第 10

用者の負傷、疾病その他の事故または損害等について一切の責任を負いません。

２ 当施設駐車場及び施設内での車両事故及び盗難･紛失事案等に関して当協はー切の責任を負

いません。

 

(規約の

第 11

 

(合意管轄裁判所）

第 12

属的合意管轄裁判所とします。

 

附則 

 この

 

附則 

 この規定は

 この規定は

この規定は

この規定は

 

 

 

 

 

えた場合は 

合理的な範囲内でかかる損害の賠償をするものとします。

利用者が故意または過失により当施設の建物、設備、備品、物品その他を破損・滅失させ、

または 

利用規約に違反することにより当協に損害を与えた場合はかかる損害について

請求するものとします。

（利用制限） 

条 当施設の改修、行事開催など必要がある場合は当施設の利用を制限し、既に受付けた利

用申込み 

を取消すことができるものとします。

（免責） 

10 条 当協は、天災地変またはこれに準ずる災害もしくは当協の責に帰さない事由による利

用者の負傷、疾病その他の事故または損害等について一切の責任を負いません。

当施設駐車場及び施設内での車両事故及び盗難･紛失事案等に関して当協はー切の責任を負

いません。 

規約の変更) 

11 条 利用規約は

合意管轄裁判所）

12 条 当施設の利用に関して当協と利用者間に生じた紛争については、札幌地方裁判所を第

一審の専 

属的合意管轄裁判所とします。

この規定は、2018

この規定は 2016

この規定は 2017

この規定は 2018

この規定は 2019

合理的な範囲内でかかる損害の賠償をするものとします。

利用者が故意または過失により当施設の建物、設備、備品、物品その他を破損・滅失させ、

違反することにより当協に損害を与えた場合はかかる損害について

請求するものとします。 

当施設の改修、行事開催など必要がある場合は当施設の利用を制限し、既に受付けた利

を取消すことができるものとします。

当協は、天災地変またはこれに準ずる災害もしくは当協の責に帰さない事由による利

用者の負傷、疾病その他の事故または損害等について一切の責任を負いません。

当施設駐車場及び施設内での車両事故及び盗難･紛失事案等に関して当協はー切の責任を負

利用規約は予告なく変更する場合があります。

合意管轄裁判所） 

当施設の利用に関して当協と利用者間に生じた紛争については、札幌地方裁判所を第

 

属的合意管轄裁判所とします。

2018 年 10 月

2016 年 8 月 1 日に改定されました

2017 年 9 月 22

2018 年 10 月 27

2019 年 9 月 24

合理的な範囲内でかかる損害の賠償をするものとします。

利用者が故意または過失により当施設の建物、設備、備品、物品その他を破損・滅失させ、

違反することにより当協に損害を与えた場合はかかる損害について

当施設の改修、行事開催など必要がある場合は当施設の利用を制限し、既に受付けた利

を取消すことができるものとします。 

当協は、天災地変またはこれに準ずる災害もしくは当協の責に帰さない事由による利

用者の負傷、疾病その他の事故または損害等について一切の責任を負いません。

当施設駐車場及び施設内での車両事故及び盗難･紛失事案等に関して当協はー切の責任を負

予告なく変更する場合があります。

当施設の利用に関して当協と利用者間に生じた紛争については、札幌地方裁判所を第

属的合意管轄裁判所とします。 

月 27 日から施行

日に改定されました

22 日に改定されました

27 日に改定されました。

24 日に改定されました。
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合理的な範囲内でかかる損害の賠償をするものとします。

利用者が故意または過失により当施設の建物、設備、備品、物品その他を破損・滅失させ、

違反することにより当協に損害を与えた場合はかかる損害について

当施設の改修、行事開催など必要がある場合は当施設の利用を制限し、既に受付けた利

当協は、天災地変またはこれに準ずる災害もしくは当協の責に帰さない事由による利

用者の負傷、疾病その他の事故または損害等について一切の責任を負いません。

当施設駐車場及び施設内での車両事故及び盗難･紛失事案等に関して当協はー切の責任を負

予告なく変更する場合があります。

当施設の利用に関して当協と利用者間に生じた紛争については、札幌地方裁判所を第

施行します。 

日に改定されました 

日に改定されました 

に改定されました。

日に改定されました。 

合理的な範囲内でかかる損害の賠償をするものとします。 
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