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–open marketmarket-

roiroi（ロイロイ）は、土佐弁でウロウロするという意味。
高知市薊野にある沢田マンションの 1 室に、店舗があります。
ひとつひとつ丁寧に作られた手仕事の美しさ、楽しさを届けたくて、
『roiroi』はスタートしました。
アクセサリー、小物、雑貨、とんぼ玉、着物、和小物などなど、作家さんそれぞれのカラーが楽しめる空間です。
roiroi は、作家さんのハンドメイド・オリジナル作品の販売はもちろん、作家さんの宣伝・作品展示のみとしての利用
も可能です。作家さんご自身でスペースをディスプレイしていただき、『個性ある素敵なお店』『プチ個展』を作ってく
ださい。
roiroi では、作家さんのコンセプトなどをお聞きし、大切な作品を一人でも多くのお客様に紹介・販売できるよう努力
いたします。出店をご希望の方は、
『利用規約』および『出店から出店終了までの流れ』をご覧の上、是非お申し込みく
ださい。皆様のご出店を心よりお待ちしております。
なお、下記利用規約は基本ルールです。諸事情に応じて、柔軟に対応可能です。ご要望なども含め、お気軽にご相談く
ださい。

利用規約
本書面の規約については、お申し込みいただいた時点ですべての内容に同意いただけたものとさせていただきます。
[店舗・営業時間
店舗・営業時間]
営業時間]
■住所：〒781-0011 高知市薊野北町 1-10-3 沢田マンション 3F Room21
■Tel:088-854-6166
■URL：http://roiroi.ocnk.net/
■E-mail：roiroi@roiroi.ocnk.net
■営業時間：11:00～18:30
■定休日：火曜日
＊臨時休業の場合には、roiroi のブログ（http://roiroi321.blog25.fc2.com/）にて告知します。
[お申し込みについて]
お申し込みについて]
■本書面の規約に同意された方は、出店申し込みをしていただけます。
■初回のみ初期登録手数料として、1,000 円をいただきます。一度契約満了し、再度契約される方は必要ありません。
■ご希望のスペースをお選びいただき、即日出店していただけます。
■スペースが埋まっている場合は、お待ちいただく場合があります。
■ご契約いただきましたご本人様に出店・お手続きなどを行っていただきます。代理の方の作業はできません。
■ご契約いただいた権利の譲与、貸与はできません。万一発覚した場合には、契約を無効とさせていただきます。
■グループでの出店も可能です。ただし、出店・お手続き・売上のお支払いなど、すべて代表者の方のみとのやり取りと
させていただきます。
[契約について]
契約について]
■ご契約にあたってご準備いただくもの
＊ご本人様を確認できるもの（免許証・保険証などご住所を確認できるもの）
＊出店申込書
＊印鑑（認印可。出店申込書に捺印のため）
＊未成年の方は保護者の同意（署名・捺印）
＊初期登録手数料 1,000 円 + 出店料金
＊売上金の振込みをご希望の方は銀行等の口座がわかるもの（振込み名義はご本人の口座に限る）
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[出店料金について（
出店料金について（1
料金について（1 ヶ月）]
ヶ月）]
■ショーケーススペース： 1 スペース 3,000 円
＊1 スペースのサイズ：幅約 21cm×高さ約 22cm×奥行き約 30cm
＊底面が前方に少し傾斜／最下段以外、全面ガラス張りのため、あまりにも重いものは不可
＊ネットショップ掲載点数 5 点（1 ヶ月）
＊ネットショップ掲載点数を増やす場合、別途料金必要
■棚スペース： 1 スペース 4,200 円
＊1 スペースのサイズ：幅約 45cm×高さ約 45cm×奥行き約 30cm
＊ネットショップ掲載点数 5 点（1 ヶ月）
＊ネットショップ掲載点数を増やす場合、別途料金必要
■ディスプレイ棚スペース： 7,500 円～
＊スペースのサイズ：幅約 71cm×高さ約 53cm×奥行き約 28cm（最小）
・約 62cm（最大）
＊ディスプレイ棚上部全て利用（上下 2 段構成／下段はさらに 3 つに分割）
＊ディスプレイ方法や作品の点数・価格帯などにより、料金は異なる（要相談）
＊ネットショップ掲載点数 5 点（1 ヶ月）
＊ネットショップ掲載点数を増やす場合、別途料金必要
■壁上釘スペース： 1 スペース 500 円
＊1 スペースのサイズ：釘から下に最大約 25cm×幅約 30cm
＊作品の種類などにより、釘下を長く使える場合あり（要相談）
＊ネットショップへの掲載はなし（別途料金で掲載可）
■衝立スペース： 1 スペース 【上】3,600 円 【下】3,300 円 【一面】6,000 円～
＊1 スペースのサイズ：
【上】縦約 70cm×幅約 55cm 【下】縦約 55cm×幅約 55cm 【一面】縦約 125cm×幅約 55cm
＊一面の場合、ディスプレイ方法や作品の点数・価格帯などにより、料金は異なる（要相談）
＊ネットショップ掲載点数 5 点（1 ヶ月）
＊ネットショップ掲載点数を増やす場合、別途料金必要
■メインテーブルスペース： 1 スペース 3,600 円
＊1 スペースのサイズ：幅約 35cm×奥行き約 35cm
＊ネットショップ掲載点数 5 点（1 ヶ月）
＊ネットショップ掲載点数を増やす場合、別途料金必要
■ポケットスペース： 1 スペース 500 円
＊1 スペースのサイズ：幅約 15cm×深さ約 13cm×厚み約 5cm
＊ポストカード・CD など、ウォールポケットに収まるものならアクセサリーや小物なども可
＊ネットショップへの掲載はなし（別途料金で掲載可）
■シェルフスペース： 1 スペース 2,000 円
＊1 スペースのサイズ：幅約 30cm×高さ約 22cm×奥行き約 8cm
＊ネットショップへの掲載はなし（別途料金で掲載可）
■お任せスペース： 作品点数 3 点まで 900 円 ／ 作品点数 6 点まで 1,700 円
＊ディスプレイスペースの決定、ディスプレイは、当店スタッフが行う（状況に応じて、ディスプレイするスペー
スが移動することがあります）
＊ディスプレイする作品は、1 ヶ月につき各点数まで（売れた場合の補充可、入れ替え可）
＊ネットショップへの掲載はなし（別途料金で掲載可）
■その他
＊お任せスペース以外は、場所指定可・ディスプレイ小物の持ち込み可
→スペースの空き状況（http://roiroi.ocnk.net/page/3）で確認可能
＊追加ネットショップ掲載料金：1 点 300 円
＊複数スペースの利用可（但し、ネットショップへの 1 ヶ月の掲載点数は基本的に 5 点まで）
＊ディスプレイ方法など、状況に応じて相談可
＊グループでの出店も可（グループの人数に関わらず、各スペースの料金）
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＊ディスプレイ小物例：小さい棚、カゴ、布、ドイリー、説明カード、小瓶、お皿、グラス、造花 etc…
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[出店料金のお支払いについて
出店料金のお支払いについて]
料金のお支払いについて]
■店頭、もしくはお振込みにて、翌月分を当月末までにお支払いください。お振込みの場合、振込み手数料は出店者様が
ご負担ください。当店振込み口座の情報は、後日ご連絡いたします。
[契約期間と更新・解約について]
契約期間と更新・解約について]
■初めての契約は 2 ヶ月、以後 1 ヶ月単位（1 日～月末日）となります。
■出店開始月は月の途中からの契約も可能です。
・ショーケーススペース、棚スペース、ディスプレイ棚スペース、衝立スペース、メインテーブルスペースは、出店開
始月の出店料金は日割りで計算いたします（定休日等に関係なく 1 ヶ月＝30 日で計算）。
・壁上釘スペース、ポケットスペース、シェルフスペース、お任せスペースは、月の途中でも 1 ヶ月分全額いただきま
す。
■契約上の出店開始日に出品がない場合でも、その期間の料金は返金できません。
■契約更新の場合は、月末までに翌月分の出店料金をお支払いください。
■ネットショップへの掲載は、原則として、1 ヶ月内で 2 回（毎月 5 日前後と 20 日前後）に分けて行います。また、出店
開始時期によっては、その月は 5 点以下の掲載となる場合があります（例えば、20 日に出店を開始した場合、その月は
2 点のみ掲載、翌月より 5 点掲載、など）
。
■出店者様側の都合による途中解約の場合、出店料金はお返しできません。
■契約を解約される場合は、解約月末日の 2 週間前までにご連絡ください。解約のご連絡がない限り、自動的に更新とな
ります。
■契約満了の際は、満了日（当店営業日・営業時間内）に作品を撤去し、スペース使用前の状態に戻してください。なお、
ネットショップに掲載している作品は、満了日の 7 営業日前にネットショップから撤去させていただきます。
■満了日に撤去が不可能な場合は、当店にて撤去作業をいたしますのでご相談ください。
■契約が満了したにもかかわらず、出店者様からのご連絡や作品のお引取りがない場合、当店にて撤去させていただきま
す。その場合、作品の保管期間は 1 ヶ月とし、1 ヶ月を過ぎてもご連絡がない場合は、出店・売上金の権利放棄とみな
します。
[作品について
作品について]
について]
■出店可能な作品の種類は、アクセサリー・雑貨・小物・洋服・オリジナル作品・ポストカードなど、ハンドメイドの作
品です。
なお、作品のサイズが大きすぎる場合や、作品が当店のイメージとあまりにもかけ離れるような場合には、出店をお断
りさせていただくことがあります。
■出店者様の教室・展示会・工房などの案内やお知らせの場、販売ではなく個展・グループ展としてのスペース利用も可
能です。その場合、ネットショップ掲載料金が含まれる出店料金に関しての返金はありません。
■作品は、できるだけ定期的な入れ替えや追加をお願いします。
■営業時間内における搬入・搬出及びスペース内の模様替えや入れ替えは、ご自由に行っていただけます。なお、営業時
間内に済ませていただくよう、お願いいたします。また、品薄になった場合は、ご連絡いたします。
■在庫をお預かりし、当店側にて入れ替えや追加をすることも可能です。ご相談ください。
■全ての作品本体に、出店者様側で値札（タグ等）をつけてください。値札（タグ等）には、販売価格の他、サイズなど
必要な内容があれば、ご自由にお書きください。オリジナルのタグを作っていただいて結構です。
■販売価格は、消費税込みの金額を出店者様が設定してください。
■納品の際、売上を管理するための管理シール（納品書に記載のスペース番号と品番を記載したシール）を、作品に貼り
付けます。管理シールは、販売時に回収します。タグに貼り付けできるスペースがある場合はタグに、貼り付けできな
い場合には作品本体に貼り付けさせていただきます（剥がれるシールを使用します。なお、シールの大きさは、縦 0.8cm
×横 2cm です）
。
■壊れやすい作品、汚れやすい作品など、お客様が直接触れることを避けたい場合は、その旨を表記するなどしてくださ
い。
■グループで出店の場合、搬入・搬出などの作業時には、代表者の方は必ずご来店ください。他のグループメンバーのみ
での搬入・搬出などの作業はできません。また、値札（タグ等）は、メンバー間で異なっても構いません。
[出店をお断りする
出店をお断りする作品に
お断りする作品について
作品について]
ついて]
■食品や動物、薬品、臭いの出る物、危険物、違法の物、公序良俗に反する物はお断りいたします。
■その他、当店が不適切と判断したものについてもお断りいたします。
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[作品の
作品のディスプレイについて
ディスプレイについて]
について]
■スペース内のディスプレイは、基本的に出店者様ご自身で自由にできますので、ご自身のお店や展示スペースと考えて
個性を出していただいて結構です（解約時には元の状態に戻していただくことを前提にしています）。
■遠方の方、ご来店できない方は、当店にてディスプレイを代行いたします（手数料などは不要です）。その場合の作品
の郵送料は、出店者様がご負担ください。
■ディスプレイに必要な素材・小物・道具などは、基本的に出店者様でご用意ください。ただし、釘、ネジ、強力なセロ
テープ・ガムテープなどの跡が残ると思われるものや、他のスペースへの光を遮るようなものなどは使用しないでくだ
さい。壁に装飾される場合は、剥がしやすいマスキングテープをお奨めしています。
■当店でご用意しているスペースと重複するようなディスプレイは、原則として、お断りさせていただきます（例えば、
釘スペースでウォールポケットを使用するなど）
。
■できるだけ自由に工夫してディスプレイしていただけるようアドバイスいたしますので、不明点はご相談ください。
[販売手数料
販売手数料、
手数料、売上のお支払いについて
売上のお支払いについて]
お支払いについて]
■販売手数料はいただきません。
■売上は、1 ヶ月分を翌月初めに集計し、売上のある方にのみご連絡いたします。
・店頭受け取りの方は、ご連絡後、ご都合のよい日にご来店ください。手渡しにてお支払いいたします。なお、ご来店
の際は、印鑑と、ご本人様の確認ができるもの（免許証・保険証など）をお持ちください。
・振込みにて受け取りの方は、売上のご連絡後、数日内にお振込みさせていただきます。なお、振込み手数料はご負担
ください。また、振込み額が 3,000 円未満の場合は、翌月分とまとめて振込むなどの対応も可能です。売上の連絡時
に確認させていただきます。
■その他、契約満了の際には、作品の撤去時に集計し、お支払いいたします。
■売上がまったく発生しない場合でも、出店料金はご返金できませんので、ご了承ください。
■グループでの出店の場合、メンバー毎に売上のお支払いをすることはできません。代表者の方にまとめてのお支払いと
なります。
[破損・盗難について]
破損・盗難について]
■当店でも作品の管理・販売において最善の注意をいたしますが、万が一、万引き、盗難事故等による破損等があった場
合は補償をいたしかねます。また、災害時（地震など）の被害についても、補償いたしかねます。
■時間経過や温度変化などによる色あせ、破損、変形等が発生しても、当店の責任は負えませんのでご了承ください。
[その他]
その他]
■個人情報保護法により、当店で得た情報を第三者に通知することはございません。ただし、作品の購入者に対して、必
要に応じて、お名前等を公表する場合がございます。出店者様と購入者との間での、作品に起伏するトラブルに関して、
当店は一切関知いたしません。
■当利用規約は当店の諸事情により、お知らせすることなく改定されることがあります。ご了承ください。
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出店から出店終了
出店から出店終了までの流れ
から出店終了までの流れ
１）出店希望
１）出店希望
■出店したい作品や写真などをお持ちの上、ご来店ください。
■遠方の方や、ご来店できない方は、E-mail・郵便でもお受けいたしますので、お気軽にご連絡ください。
■スタッフが出店物を判断し、ご契約となります。
２）契約
■ご契約にあたってご準備いただくもの
＊ご本人様を確認できるもの（免許証・保険証などご住所を確認できるもの）
＊出店申込書
＊印鑑（認印可。出店申込書に捺印のため）
＊未成年の方は保護者の同意（署名・捺印）
＊初期登録手数料 1,000 円 + 出店料金（利用規約参照）
＊売上金の振込みをご希望の方は銀行等の口座がわかるもの（振込み名義はご本人の口座に限る）
■出店開始日についてはスタッフにご相談ください。
３）出店
３）出店
■契約時に決めた出店開始日よりディスプレイしていただけます。
■納品書とタグ等をつけた作品を一緒にご持参いただくか、遠方の方などはご郵送ください。納品書は、記入例を参
考に事前に記入しておいてください。
■納品書と作品をスタッフが確認し、タグ等に管理シールを貼り付けます。管理シールは、売上管理のために貼り付
けさせていただきます。納品書は、正確に、できるだけ詳しくご記入願います。
■ディスプレイに必要な素材・小物・道具などがあれば、あわせてお持ちください。基本的に道具などの貸し出しは
いたしませんので、お忘れ物のないようご注意ください。
■契約満了以外の方は、当月末になりましたら、翌月分の出店料金をお支払いください。
■ネットショップには、基本的に、納品書のネット掲載欄に記入していただいた掲載順で掲載します。
４）ディスプレイ
■ディスプレイは出店者様ご自身で行ってください。当店側でのディスプレイ希望の方や遠方の方については、ディ
スプレイを代行いたしますので、お気軽にご相談ください。その場合、ディスプレイに必要な素材・小物などがあ
る場合は、予めご用意の上、作品と一緒に郵送するなどしてください（送料はご負担ください）
。
■できるだけ定期的な作品の入れ替え・追加をお願いします。入れ替え時も、納品書と作品をスタッフが確認し、管
理シールを貼り付けます。入れ替えで、持ち帰る作品も持ち帰ることを確認させていただきます。
■ネットショップへの掲載は納品状況などにあわせて、随時更新させていただきます。
５）売上お支払い
５）売上お支払い
■売上発生のご連絡後、売上額を手渡し、もしくは振込みにてお支払いいたします。
■ご来店の際は、印鑑と、ご本人様の確認ができるもの（免許証・保険証など）をお持ちください。
６）出店終了
６）出店終了
■契約満了日に作品の撤去をお願いします。スペース使用前の状態に戻してください。また、満了日に撤去が不可能
な場合は、当店で撤去するなど対応いたしますので、ご相談ください。
■契約満了日が定休日などの場合は、前営業日に撤去をお願いします。
■契約満了時に限り、作品撤去のためのご来店時に当月分の売上のお支払いをいたします。ご来店の際は、印鑑と、
ご本人様の確認ができるもの（免許証・保険証など）をお持ちください。
７）その他
■不明点、スペース利用について、ディスプレイについてのご相談・ご要望などは、お気軽にスタッフにお声をおか
けください。
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