
ケイホビープレイゾーン ご利用規約
 
ケイホビープレイゾーン（以下プレイゾーン）をご利用になるお客様には、
以下の利用規約に従って当プレイゾーンのサービスをご利用いただけます。
当プレイゾーンをご利用のお客様は、本規約の内容をご承諾いただいたも
のとみなしますので、ご了承下さい。
● 運営
当プレイゾーンは、断りがなくサービスの変更、追加、停止、中止、廃止等を
行うことができるものとします。最新の変更点や内容を店内及び WEB 上にて表
示するものとしますので、予め十分にご確認くださいますようお願い申し上げ
ます。
お一人様のみの為の施設ではなく皆さんで楽しんで頂くスペースです。譲り合
いの精神にてご利用ください。
● ご利用資格
当プレイゾーンでは、料金を支払い会員登録をして頂ければ、基本的にどなた
でも自由に利用が可能です。ただし、多くの方々に安心して楽しくご利用いた
だけるよう、
下記の内容に該当する方のご利用をお断りする場合がございます。
1. 小学生未満のお子様で保護者が同伴されていないお客様
2. 他のお客様とトラブルを起こされるお客様
3. プレイゾーンで定められた時間（開始・終了時間）をお守りいただけないお
客様
4. プレイゾーンの設備・備品を故意に破損もしくは奪取されたお客様
5. 他のお客様の持参品や備品を故意に破損もしくは奪取されたお客様
6. その他、基本的なマナーの守れないお客様
7. 会員登録をされない方
8. 事故責任が取れない方
● ご利用時間について
プレイゾーンの利用可能時間帯は下記のとおりです。
午前 11 時～午後 9 時

（午後 9 時に終了致しますので予め余裕をもって午後 8 時 50 分位には終了の準
備をしてください。）
ただし、最終の入場可能時間は午後 8 時までとします。
小学生の方は午後 17 時まで（保護者同伴の場合は除きます）
中学生の方は午後 19 時まで（保護者同伴の場合は除きます）
●ご利用料金について
1. 利用料金は原則としてまず 1 時間分 100 円を先払いお支払頂きます。
2. 延長をしたい場合は、利用追加料金が　1 時間毎に￥100 円にて利用可能です。

（追加料金は後払いでお願いします）
ご利用が終わりましたら、追加利用料金をお支払ください。
3. 中学生以下の当プレイゾーンご利用のお客様にて、保護者同伴の場合は、監
督の為にご来店して頂いている場合のみ保護者には料金は発生しないものとい
たします。
4. 上記の逆の場合（利用は保護者のみ）の場合にてもお子様に料金は発生しな
いものとします。
5. お支払は全て「プレイゾーン受付カウンター」にてお支払ください。
6. 当プレイソーンでは、お客様のご都合による途中退出の料金の払い戻しは、
一切行いません。
●会員登録
1. ご利用いただく方全てに会員の登録をお願いしております。
2. 会員証は当ケイホビー「スタンプカード」（以下会員証）を使用します。
3. 会員登録は無料です。
4. ご利用開始時に会員証をお預かりいたしまして、終了時にお返しいたします。
5. プレイゾーンご利用の会員は、本利用規定の記載内容全てに同意したとみな
します。
6. 本規約に対する不同意の意思表示は、本プレイゾーンを利用しない事のみを
もって認められるものとします。
●入場の方法
1. はじめる時
　ご利用受付時に入場券とネックストラップをお渡しします。
　入場券には利用開始時間と初回のお支払の情報が記載されていますので終了
　時まで大切に取扱いください。
2. 終了する時
　ご利用が終りましたら「プレイゾーン」受付までお持ちください。
　延長料金が発生する場合はその際に清算をお願いします。
●ご利用にあたっての注意事項
プレイゾーン内にての事件、事故、怪我、盗難等は基本的に自己責任です。当
ケイホビーは一切の責任を負いかねます。
当プレイゾーンは大勢の方にてご利用して頂く施設です。できるだけ譲り合い
の精神にて、正しいマナーを守って利用してください。
プレイゾーン内の窓や空調は勝手に触らないで下さい。温度の設定等のご要望
はスタッフまでご連絡ください。
プレイゾーン内での簡単な加工は問題ありませんが、大掛かりな加工、切削し
て削りカスが出る加工はご遠慮ください。
塗装はご遠慮ください。
テーブルや椅子や電源はご自由にお使いください、ただし混雑時は荷物をコン
パクトにし、譲り合ってご使用ください。
プレイゾーン内は全て飲食禁止です。喫煙も禁止です。
何か問題が発生しましたら、必ずスタッフにご連絡ください。当人同士での解
決はなさらないでください。
何事がありましても、暴言は禁止です。
カメラの使用は他のお客様に配慮してお使いください。肖像権にかかわる場合
がございます。
上記を守れない方はケイホビーの入店をお断りさせて頂く場合もございます。
●レンタルについて
各コーナー毎にレンタルの機器をお貸ししています。
■ 20m シューティングレンジ
　エアーコッキングライフル　BB 弾（約１００発付）
　1 時間　￥300
■ラジコンコース
　ドリフト専用ラジコン
　・本体・バッテリー 2 パック
　1 時間￥500
　ミニッツ専用ラジコン
　・本体・バッテリー 2 パック
　1 時間￥500
■鉄道レイアウト
　車両 1 編成
　1 時間　￥200
● 20m シューティングレンジについて
■ 20m シューティングレンジ基本事項
1. お客様がお持ちのエアガンにて 20m の射撃を楽しんで頂く施設です。
2. 操作方法、利用方法、その他ご不明な点がございましたら、
　遠慮なくガンコーナー担当までお尋ね下さい。
3. 大小様々な金属製のターゲットを用意しています。
■ 20m シューティングレンジを使用するにあたって
1. レンジ内ではかならずゴーグル又はシューティンググラスを着用してくださ
　い。ゴーグルのレンタルは基本的にはございません。
　お持ちでない方は利用できません。
2. 銃刀法に定められています法律を厳守してください。
　違法な銃を使用されているのを発見しましたら、通報いたします。

　メタルスライドも禁止です。
3. 使用できる弾は BB 弾でプラスチック弾又は、バイオ弾、セミバイオ弾としま
　す。重さは市販されている物であればどれでも構いません。
4. 使用できるガスはエアガン用のガス（HFC134a、HFC152a）、または外部ソー
　ス（二酸化炭素）のみとします。
5. マガジン、カードリッジはレンジ内でのみ装填してください。
　終わったら必ずマガジン、カードリッジを取り外してからレンジを出てくだ
　さい。他のコーナーのお客様も使用しています！十分に気をつけてください。
　こちらが守られていない場合即時退場して頂く事もあります。
6. 銃口を人に向けないでください。
　何かの故障により意図しない発射が起きうる可能性があります。
7.6 と同様にレンジ外ではトリガーにも指はかけないでください。
　空撃ちも厳禁です。
8. 持ち込む銃はむやみに露出しないでください。
　駐車場からの移動でも必ずガンケース等で持ち込んでください。
9. その他、解らない事があったり自信がない場合は、何時でもガンコーナース
　タッフにご連絡ください。一通りのご説明をさせて頂きます。
10. レンジは１つしかございません。譲り合ってご使用ください。
●ミニ四駆コースについて
■ミニ四駆サーキット基本事項
1. 当ミニ四駆サーキットはお客様がお持ちのタミヤ製ミニ四駆を走らせて楽し
　んで頂く施設です。
2. 操作方法、利用方法、その他ご不明な点がございましたら、
　遠慮なくミニコーナー担当までお尋ね下さい。
■ミニ四駆サーキットを使用するにあたって
1. サーキットは、多くのお客様に楽しんで頂く施設です。
　一人の方が独占する行為は禁じます。譲り合って使用してください。
2. コースを傷付けるカスタムは禁止です。
　必ずローラーを取付け、ボディがコースに接触しないようにしてください。
　また、ローラーを付けた状態でも著しくコースを傷つける恐れのあるものは、
　こちらで走行を制限させていただく場合がございます。コースに甚大な被害
　を出してしまった場合は、修復代を要求させていただく場合がございます。
3. マシンを走行させる場合は、必ず設定された進行方向の方への走行をお願い
します。
　コースセッティングは、逆走では完走できないようになっています。
　また、コースを破損させる恐れもあるため、絶対に行わないでください。
4. いかなる理由においても、サーキット使用におけるトラブル、マシンの破損
　につきましては、一切の責任を負いません。
5. 電源は自由に使用していただけます。
　ただ、使用者が多い場合は、一定時間での交代をお願い致します。
6. プレイゾーン内における、過度の工作は禁止します。
　スプレー缶などを使っての塗装、リューター等を使っての掘削は、他の利用
　者に迷惑を掛ける恐れがある為、絶対行わないでください。
7. フリースペースは、他のコーナーと共用となっています。
　過度の空間占有はご遠慮ください。
●ラジコンコースについて
■ミニッツコース基本事項
1. 当ミニッツコースはミニッツを運転して楽しんで頂く施設です。
2. グリップ走行、ドリフト走行の両方で楽しんで頂けます。
3. 操作方法その他ご不明な点がございましたら、遠慮なく RC コーナー担当まで
　お尋ね下さい。
■ミニッツコースを使用するにあたって
1. ミニッツコースは多人数で遊んで頂くコースです。他の方に配慮して何か有
　る毎に声をかけましょう！
2. コースは土足厳禁です。転倒等でコースに入る際ははきものを脱ぎ必ず周り
　に一言声をかけてから、コースに入って下さい。
3. 走行中にミニッツがぶつかった際には「ごめんなさい」と声をかけましょう。
4. 走行中にミニッツが止まってしまったら、「止まってます」と声をかけ、追突
　を防止してください。
5. ラジコンを操作する際は立って操作してください。
6. バンドクリップを独占しないで下さい。バンドクリップは使い終わったら戻
　してください。
7. カーペット路面が痛みますので、MT ラジアルタイヤ（京商タイヤ）は絶対に
　使用禁止です。
8. 他のコーナーの方も利用しています、テーブルや場所を独り占めせずに、荷
　物はコンパクトにまとめてください。
9. 走行中の接触の故障は自己責任です、当ケイホビーはいっさいの責任をおい
　かねます。
■ 1/10 電動ラジコンドリフトコース基本事項
1.1/10 電動ラジコンのドリフト運転を楽しんで頂く施設です。
2. 操作方法その他ご不明な点がございましたら、遠慮なく RC コーナー担当まで
　お尋ね下さい。
■ 1/10 電動ラジコンドリフトコースを使用するにあたって
1. 他のコースと同様多人数で遊んで頂くコースです。他の方に配慮して何か有
　る毎に声を掛け合いましょう。
2. 走行中にラジコン同士がぶつかった際には「ごめんなさい」と声をかけましょ
　う。
3. 走行中にラジコンが止まってしまったら、「止まってます」と声をかけ、追突
　を防止してください。
4. ラジコンを操作する際は立って操作してください。
5. バンドクリップを独占しないで下さい。バンドクリップは使い終わったら戻
　してください。
6. サーキットは仕切りがございません。パイロンを、自身で設置して頂き遊ん
　でいただく形になります。
7. また、ラジコンカーが衝突する恐れもございますので、服や靴などにお気を
　付けください。
8. 他のコーナーの方も利用しています、テーブルや場所を独り占めせずに、荷
　物はコンパクトにまとめてください。
9. コース混雑時はできるだけ「初心者優先」にてご利用をお願い致します。
10. 使用できるタイヤは　ヨコモ　ゼロワン R　ゼロワン R2　タミヤ　ドリフ
　トタイヤ　TN-RACING　アスファルト用タイヤ以上のみのご使用をお願いし
　ます。
9. 走行中の接触の故障は自己責任です、当ケイホビーはいっさいの責任をおい
　かねます。
●鉄道レイアウトについて
■ 基本事項
1. 当レイアウト（以下レイアウト）は鉄道模型を運転して楽しんでいただくレ
　イアウトです。暴走行為は慎んでいただきますようお願い致します。
2. 実際と同じように運転して楽しんでいただくため、進行方向が決められてお
　ります。また線路の構造上（特にポイント部分）逆走が出来ない部分があり
　ますので、十分にご注意下さい。
3. 操作方法その他ご不明な点がございましたら、遠慮なく鉄道コーナー担当ま
　でお尋ね下さい。
4. ご利用方法など、コーナー担当の指示がある場合はそれに従ってください。
5. 原則、お一人様 1 時間の交替制です。ただし、他にご使用中の番線の利用希
　望の方がいないときは、継続利用可能です。
6.1 回につき 1 線のみ利用可能です。利用開始時にどの番線を使用するか決めて
　頂きます。番線を変更希望の時は鉄道コーナー担当者にお申し出ください。
■ 改造車・レイアウトの不具合の際の対応
1. 改造車につきましては、車輌の検査を行なわせていただく場合がございます
　ので、ご了承下さい。

2. 他のお客様へのご迷惑となるような大幅な改造や整備不良の車輌につきまし
　ては、ご利用をお断りする場合がございますので予めご了承下さい。
3. 路線にトラブルが発生した場合、同等の路線に変更させていただく場合がご
　ざいます。また、同等の路線がない場合には、ご利用いただいた時間以降の
　料金を返金させていただく形で対応させていただきますので、予めご了承下
　さい。
4. 路線は万全な状態で保守しておりますが、改造車以外にもジオラマ路線の保
　守状態に関係なく脱線・転覆・落下などのトラブルとなる場合がございます。
　当店では一切の責任を負いかねますので、ご了承の上ご利用下さい。
■ 運転機器について
1. 設置してあります運転機器の一部には常点灯機能対応の機器がございます。
　こちらの常点灯機能を使用して常点灯対応以外の車輌・KATO 製など他のメー
　カーの対応していない車輌を運転された場合には、モーター・基盤の焼損・
　焼付けが発生したり、それに伴う車体の損傷・変形が発生する恐れがあります。
　これらの車輌を運転される場合には、必ず常点灯機能は最小に絞ってご使用
　いただけますようお願いいたします。
2. 常点灯機能を最大に設定された上、モーター・基盤の焼損・焼付けが発生し
　たり、それに伴う車体の損傷・変形など、その他お客様の車輌に不具合が発
　生した場合、当店では一切の責任を負いません。また、常点灯機能を誤って
　最大にされた場合に発生した不具合につきましても、事前に本規約書にご承
　知いただいた上でのお客様の過失とみなし、こちらに関しましても一切の責
　任を負いません。
3. 設置してあります運転機器を使用しての運転中に、速度が上がらないなど走
　行が不能と考えられる症状が発生した場合は、電源を OFF にして運転を中止
　し、直ちに鉄道コーナー担当員までお知らせ下さい。運転機器・線路設備・
　配線の点検を行なうとともに、お客様の車輌も拝見させていただきますので
　ご協力をお願いいたします。
4. 上記 3 項目のような不具合が発生した場合に、鉄道コーナー担当員までお知
　らせいただけず故意に継続して運転されたことにより、モーター・基盤の焼損・
　焼付き・それに伴う車体の損傷・変形など、その他お客様の車輌に不具合が
　発生した場合、当設備の不良であった場合につきましても、一切の責任を負
　いかねます。
■ 運転中の事故について
1. レイアウトの不具合によるトラブルによって発生した場合を除き、お客様所
　有車輌の不具合（お客様による改造・整備不良も含む）による脱線・転覆・
　落下などの事故の場合、当店では一切の責任を負いません。
2. お客様同士による列車同士の接触などの事故のトラブルに関しましては、当
　店では一切の責任を負いません。
3. レイアウトではより現実的に運転して楽しんでいただくため、進行方法が決
　められております。進行方向をお守りいただけなかった場合の脱線・転覆・
　落下などの事故は、いかなる場合でも当店では一切の責任を負いません。
■ 運転時間・運転場所について
1. 運転終了後は次にご利用になるお客様へのご迷惑となりますので、終了時間
　までには速やかに車輌の片付け及び撤収を行なっていただきますよう、ご協
　力をお願いいたします。
2. スペースの都合上、運転スペースでの見学や待機は極力お断りいたします。
　運転される方（中学生以下のお子様は保護者の方が同伴）のみでお願いいた
　します。
3. お一人様のみの為の施設ではなく皆さんで楽しんで頂くスペースです譲り合
　いの精神にてご利用ください。
■ 幼児・小学生の方のご利用について
1. 小学生以下のお子様の単独でのご利用につきましては、いかなる場合もお断
　りいたします。申し込み及び運転は、必ず保護者同伴でお願いいたします。
　その場合、運転スペース 1 台につき複数でご利用いただいて結構です。

■ 個人情報・プライバシーの保護について
はじめに、ケイ・ホビーは、各種サービスのご提供にあたり、お客様の個人情
報をお預かりしております。
ケイ・ホビーは、オンラインショッピング、プレイゾーン利用、お問い合わせ
等を通じて個人情報を承る機会があり、その個人情報を保護することは当社に
とって、お客様に更なる信頼性と安心感をご提供できるように努めて参ります。
ケイ・ホビーは、個人情報に関する法令を遵守し、個人情報の適切な取り扱い
を実現致します。
1. 個人情報の取得について
　ケイ・ホビーは、偽りその他不正の手段によらず適正に個人情報を取得致し
　ます。
2. 個人情報の利用について
　ケイ・ホビーは、個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲内で、利用
　致します。
　以下に定めのない目的で個人情報を利用する場合、あらかじめご本人の同意
　を得た上で行ないます。
　1. お見積のご依頼・ご相談に対する回答及び資料送付
　2. ご注文いただいた商品の発送
　3. 各種商品・サービスに関する情報提供
　4. 法令に基づく中古品買取時の本人確認
3. 個人情報の安全管理について
　ケイ・ホビーは、取り扱う個人情報の漏洩、滅失またはき損の防止その他の
　個人情報の安全管理のために利用者から取得した個人情報を正確な状態で保
　持します
4. 個人情報の第三者提供について
　ケイ・ホビーは、個人情報保護法等の法令に定めのある場合を除き、
　個人情報をあらかじめご本人の同意を得ることなく、第三者に提供致しませ
　ん。
5. 個人情報の開示・訂正等について
　ケイ・ホビーは、ご本人からご自身の個人情報についての開示の請求がある
　場合、速やかに開示を致します。
　その際、ご本人であることが確認できない場合には、開示に応じません。
　個人情報の内容に誤りがあり、ご本人から訂正・追加・削除の請求がある場合、
　調査の上、速やかにこれらの請求に対応致します。
　その際、ご本人であることが確認できない場合には、これらの請求に応じま
　せん。
　ケイ・ホビーの個人情報の取り扱いにつきまして、上記の請求・お問い合わ
　せ等ございましたら、下記までご連絡くださいますようお願い申し　上げま
　す。
　【連絡先】
　ケイ・ホビー
　E-mail：toi@k-hobby.com
　電話：049-247-2020
　営業時間：11:00am ～ 21:00pm
　定休日：木曜日
6. 組織・体制
　ケイ・ホビーは、《木村　啓》 を個人情報管理責任者とし、個人情報の適正な
　管理及び継続的な改善を実施致します。


