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最終更新：2018年 1 月 22 日 

「トドックステーションでイベントをしてみたい！」と思った方へ 

Q1. トドックステーションはどんなところですか？ 

A．トドックステーション（以下トドステ）とは、生活協同組合コープさっぽろ（本部：札幌市西区）が運営する、地域のコミュニティー

スペースです。全道の組合員さんからご提供頂いたおもちゃや絵本が置いてあり、フリマでお洋服やおもちゃ、絵本の買い物

を楽しんだり、広くて綺麗な室内でのびのび遊ぶ子供たちを見守りながら、親御さんはゆっくり休むことができます。宅配シス

テムトドックの配送センター内にあり、開放日時は月～金曜日の 10 時～18 時です。（土曜解放あり）※各トドステにより異なる 

 

Q2.利用するにはどうしたらいいですか？ 

A. 初めてお越しになる方には、必ず利用申込書をご記入いただき、その場で利用証（トドカカード） 

を発行いたします。2 回目以降お越しの際には、利用証をお持ちいただきます。 

 

Q3.常駐のスタッフはいますか？ 

A. トドステ内には常駐のスタッフはおりません。宅配センターのセンター長やスタッフがトドステの隣にある事務所で通常業務を

行っております。利用後の片付けや掃除は全て利用者にお願いしております。 

 

Q4.どんな人がどのくらい来ますか？ 

A. 地域のコミュニティースペースなので、どなたでもご利用いただけますが、0～3 歳のお子様と保護者のご利用が多く、一日平

均 10 組の利用者がいます。 

 

Q5.どんなイベントが開催されていますか？ 

A. 現在、子育て世代のご利用が多いことから、お子様とママが一緒に楽しめるイベントが多いです。（親子ヨガ・ハンドメイド雑

貨のワークショップ・茶話会・絵本の読み聞かせ等） 

 

Q6.会場代はかかりますか？ 

A. いいえ、かかりません。 

 

Q7.貸切り使用はできますか？ 

A.貸切り使用はできません。 

 

Q8.借りられる備品を教えてください。 

A. 会議用長机、パイプ椅子など、その他詳細はイベント開催ガイドをご覧ください。 

 

Q9.託児機能はありますか？  

A託児機能はございません。イベント開催時の託児を希望される場合は各自手配ください。 

 

► 「よし！イベントを開催しよう！」と決めたあなたは、次のページをご覧ください。 
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イベント開催ガイド（ご利用規約） 
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【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を必ずお読みください。申請していただい

た時点で、同意したものとみなされます。 

 

【トドステが大切にしていること】 

トドステは、子育て世代など地域の方がいつ来ていただいても、ゆったりくつろげる空間を目指しています。ト

ドステに遊びにきてくれるママたちは、広い室内で子どもを遊ばせながら、ママ友とおしゃべりしたり、家ではゆ

っくり見ることができないトドックのカタログを見たりして過ごしています。いつでも行けるトドステで、「子どもが

いるとなかなか出来ないよね！」という体験が気軽にできたら、とても喜んでもらえます。反対に、しつこく商品

を勧められたりすると、「トドステに行くと何か勧められるから嫌だ」と、遠ざけられてしまいます。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いただきたいという思いから、この場所では積

極的な勧誘活動は行っておりません。 

 

【イベント開催までの流れ】 

（1）イベント申込み 

開催月の前月 15 日までに、『イベント利用申請書』を csap.tstation@todock.jp （担当：鍋田）までご提出く

ださい。（『イベント利用申請書』はご連絡いただけましたら、メールにてお送りさせていただきます。） 

 

（2）申込み確認 

コープさっぽろ本部にて申込確認後、主催者様へご連絡をいたします。 

 

（3）イベントの告知 

毎月 15 日までに所定の申請をいただければ、トドックステーションホームページでの告知が可能です。ま

たコープさっぽろ Facebookで告知をさせていただく場合がございます。 

また、SNSや独自のチラシ等で告知をされる際は、以下の文書を明記してください。 

 

◆ホームページの掲載例 

 

その他はトドステホームページをご覧ください。 

>> https://www.sapporo.coop/content/?id=149 

mailto:csap.tstation@todock.jp
https://www.sapporo.coop/content/?id=149
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◆告知していただく場合の記載例 

※SNSや独自のチラシ等で告知をされる際は、以下の文書を明記してください。 

【紙媒体用】 

 

 

 

 

 

 

【SNS用】 

 

 

 

 

 

 

※ 告知予定の内容を確認させていただきますので、SNS記事、チラシ原稿をご提出願います。（写真データ、

スクリーンショット可） 

※ 主催者が 1 名で複数の出店者を募りイベントを開催する際は、主催者が責任を持って各人の告知内容を

ご確認ください。 

 

（4）スケジュールの確保について 

○日空いていますか？等のご質問には、見落とし誤ってしまう可能性があります為、ご返答致しかねます。

⇒開催確定後、順次ホームページに掲載いたしますので、日程の空き状況のご確認はそちらからお願い

いたします。 

 

※ご希望の日時にお受けできない場合がありますので、ご了承ください。また、毎月の定期的な開催は

お約束できません。月毎のお申し込みとなります。 

 

（5）予約制のイベント開催について 

予約制のイベントを行う場合は、重複を防ぐため、必ずトドックステーションのメールアカウント

（ csap.tstation@todock.jp ）を窓口としてください。 

 

（6）その他の留意事項 

利用規約をご参照ください。 

 

 

 

≪トドックステーションご利用案内≫ 

1．入場無料です。 

2．はじめてお越しの方は、簡単な利用申込書をご記入いただきます。 

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！ 

≪トドックステーションご利用案内≫ 

1．入場無料です。 

2．はじめてお越しの方は、簡単な利用申込書をご記入いただきます。 

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 

mailto:csap.tstation@todock.jp
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【開催当日の流れ】 

① 約束の時間までにトドステへお越しいただき、センター長もしくは事務所にいる宅配センタースタッフへお

声かけください 

② 必要な備品の場所を聞き、運搬・準備 

③ 開催 

④ 終了後、備品撤去・清掃・原状回復を行う 

 

【開催のコツ】 

1．小さなお子さまのいる方は、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。 

2．参加料や材料費を徴収するイベントでは、手軽にトライできる金額として 500 円程度までがおすすめです。

体験自体が 1,000円以上するものは、内容を細分化して価格を下げるなどの工夫をされた方が無難です。 

3．参加者がお子さんに意識がいって満足にイベントに参加できないことがあることを考え、体験時間の長さ、

途中で抜けてしまっても大丈夫か、などの配慮があると良いです。 

 

【貸出し可能な備品について】 

センター 貸出できる物品 駐車可能台数 備考 

会議用長机 パイプ椅子 

札幌中央センター 5 5 5 畳スペース有り 

ひやまセンター 5（2） 7（5） 6 アイランドキッチン 

中標津センター 7（3） 23（15） 12～40 アイランドキッチン 

清田センター 4 20 5～10 畳スペース有り 

手稲センター 10 25 3～5 畳スペース有り 

帯広北センター 10（2） 30（6） 10～20 アイランドキッチン 

帯広南センター 4 6 6 アイランドキッチン 

南空知センター 10（6） 20（10） 10 畳スペース有り 

旭川南センター 12（6） 30（15） 2 畳スペース有り 

※（）内は会議等で使用している場合に貸出できる数です。開催当日の状況により若干異なる場合がありますの

でご了承ください。その他備品についてはお問い合わせください。 

 

【イメージ写真】 

 

 

 

                            

 

【トドックステーションお問い合わせ】 

メールアドレス（ csap.tstation@todock.jp ）担当：鍋田 

mailto:csap.tstation@todock.jp


トドックステーション利用規約 
 
（利用目的） 
豊かな生活を育むうえでの利用者どうしの情報交換やイベント等の目的で利用できます。 
 
（利用方法） 
一般利用の方：利用者は申込書に必要事項を記入してください。 
イベント主催利用の方：イベント申請書をイベント開催前月 15日までに提出ください。利用を取消する場合、利用予定日
の 3日前までにお知らせください。 
 
● 利用許可を受けていない施設および事務所(倉庫)には無断で入室したり物を置かないでください。 
● 施設を利用する権利を第三者に譲渡、転貸することはできません。 
● 施設の管理上社員が入室することがあります。 
● その他、弊組合の都合により利用許可の取り消しをお願いする場合がございます。 

 
（利用時間） 
基本月曜から金曜 10:00～18:00 とします。時間内の利用を厳守してください。 
ご使用時間は諸準備から後片付けを含めたお時間にてお申込み下さい。 
（利用料） 
原則として無料です。有料イベント参加時や物品を購入する場合は、受付カウンターあるいはトドックステーション関係
者へお支払ください。 
 
（利用制限） 
次の場合には退出の処置をとる場合があります。この場合に生じる利用者のいかなる損害に対しても当組合は一切の
責任を負いません。  
1. 申込書の記入内容が実際と異なる、または偽りがあった場合。 
2. 管理上または衛生上、風紀上好ましくないと認められる場合。 
3. 関係法令に反する場合、また関係官公署の指示に反する場合。 
4. 募金行為、宗教活動、政治活動、ネットワークビジネス他各種勧誘などをした場合。 
5. 集団的・常習的に暴力的不法行為、反社会的行為がある場合。 
6. 注意に従わず、また本規約に違反すると判断した場合。 
7. 危険物持込、人身事故、建物・施設などを汚損・破損・紛失した場合。 
8. 商品を不特定の消費者に販売する目的で利用する場合。 
9. 音・振動・臭気の発生により、周囲に迷惑を及ぼす、又はそのおそれがある場合。 
10. 他の利用者に迷惑をかけるおそれがある場合や当組合の営業に支障がありえると判断した場合。 
11. 未成年のみのご利用の場合。 
 
（免責及び損害賠償） 
1. 利用中の展示物及び利用者が持ち込みになられた物（貴重品を含む）等の盗難・破損事故及び人身事故について
は、その原因の如何を問わず一切の責任を負いません。 
2. 天変地異、関係各省庁からの指導、その他当組合の責に帰さない事由により利用が中止されたとき損害について一
切の責任を負いません。 
3. 建造物・設備・什器・貸出備品等を毀損・紛失された場合、その損害に対し全額賠償請求します。 
4. 利用者が本規約に違反したことにより当組合が損害を被った場合、その損害に対し全額賠償請求します。 
 
（安全管理） 
1. 利用中は、利用者の責任の下に防災・防犯等の安全管理を行ってください。 
2. 危険物の持ち込みは一切できません。 
3. 施設内での喫煙は堅くお断りいたします。また、火気の使用、危険物の持込みはしないでください。 
4. 荷物などの保管は行いません。また、駐車場及び施設内で紛失・盗難・事故などが起きても弊組合では一切責任を
負いません。 
5. 施設を利用するにあたって施設内の机やいすなどを動かした場合は、元の場所に戻して下さい。 
6. 駐車場は指定された場所をご使用下さい。できるだけ乗り合わせや公共交通機関のご利用をお願いします。 
7. 特定のイベント時を除き、施設内での飲酒はできません。 
 
（利用後の原状回復） 
1. 会場内外の建造物・設備・貸出備品等を毀損・紛失・汚損させ、原状回復に実費や工数がかかる場合は、実費にて
請求いたします。 
2. 発生したごみ等はすべてお持ち帰りいただき、利用前の状態まで原状回復してください。 
（遺失物の扱い） 
施設内での遺失物は、利用日から 2 ヶ月保管したのち、警察に届けることとします。 
 
（規約の変更） 
規約の内容は、予告なく変更することがあります。その際には利用者等にお知らせする努力を行います。  
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