ノボルト利用規約
この利用規約（以下「本規約」といいます。
）は、株式会社タイトー（以下「当社」といいます。）が運営す
る屋内型スポーツ・アスレチック施設「ノボルト」
（以下「本施設」といいます。
）に関する利用条件を定め
るものです。利用者の皆様（以下「お客様」といいます。）に安全に楽しんでいただくため、本規約をよく
ご確認の上、本施設をご利用いただきますようお願い致します。
本施設は、屋内型スポーツ・アスレチック施設です。安全に留意してご利用されない場合、重大事故につな
がる可能性があります。ご利用にあたり本規約の内容をよくご確認ください。
第１条（本規約の適用）
1

本規約は、お客様と当社との間における本施設の利用に係る一切の関係に適用されるものとします。

2

お客様は、本規約の内容に同意の上、本施設を利用するものとします。

3

当社は、事前にお客様に通知することなく、本規約をいつでも変更することができるものとします。本
規約を変更した場合は、原則としてノボルト公式ウェブサイト上、又はその他当社が適当と判断する方
法で告知しますので、最新の本規約をご確認いただきますようお願い致します。なお、変更後の本規約
は、当社がお客様に対して告知行為を行った時点でその効力を生じるものとします。

第２条（事前予約）
1

お客様は、予約システム「Webket」
（以下「本予約システム」といいます。
）を利用して、以下の各号
に定める手順で事前予約をすることができます。
(１)

本予約システムで、日時・人数等の必要事項の登録を行ってください。

(２)

事前予約には事前決済が必須となります。クレジットカード（VISA/Master Card/JCB/銀聯）
、及
びコンビニ決済（ﾛｰｿﾝ/ﾌｧﾐﾘｰﾏｰﾄ/ﾐﾆｽﾄｯﾌﾟ/ｾﾌﾞﾝｲﾚﾌﾞﾝ）がご利用になれます。

(３)

入場時は、予約完了メールに添付される QR コードを、本施設スタッフに携帯画面でご提示、も
しくは印刷して紙でご提示してください。

（４）
(５)

小学生以下のお客様が本施設をご利用になるには、保護者の同伴が必要です。
18 歳未満もしくは中学生・高校生のお客様が保護者の同伴無しに本施設をご利用される場合
は、別途保護者の同意が必要です。ノボルト公式ウェブサイトより同意書を印刷し、保護者に
サインをいただいた上でご持参ください。なお、当該同意書をご来場当日にご持参いただけな
かった場合、ご入場頂く事が出来ません。予めご了承ください。

2

前項に定める事前予約をしたお客様及びその同伴者であっても、安全管理の観点から、入場時には QR
コードのご提示に加え、別途同意書にサインをいただきます。なお、ご来場当日に同意書にサインを
いただけない場合、ご入場をお断りすることがありますので、予めご了承ください。

3

第１項の定めにもかかわらず、お客様が以下の各号に当てはまると当社が合理的に判断した場合、当社
の裁量により事前予約を承認しないことがあります。なお、この際、当社は料金の返還義務を負わず、
その理由についても一切の開示義務を負わないものとします。なお、入場後にこれらが判明した場合で
も、同様の対応を行うことがあります。
(１)

虚偽の内容に基づく事前予約を行った場合

(２)

以前に本規約違反をしたことがあるお客様からの申し込みである場合

(３)

未成年者等の制限行為能力者であり、保護者等の法定代理人の同意を得ていない場合

(４)

暴力団、暴力団構成員、暴力団準構成員、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団もしくは
これらに準ずるお客様（以下「反社会的勢力」といいます。
）又は反社会的勢力と交流もしくは
関与があると当社が判断したお客様

(５)
4

その他、当社がお客様による事前予約が不適切であると判断した場合

上記の定めにもかかわらず、お客様が本条第３項第３号に該当する場合のみ、当社は料金の返還を
行うものとします。

第３条（キャンセル・変更等）
事前予約の決済完了後におけるキャンセルにつきましては一定の条件において対応致しますので、ノボ
ルト キャンセルポリシーをご確認ください。ただし、予約内容の変更は行っておりませんので、予め
ご了承ください。なお、本施設側の都合により営業が中止となった場合は、事前予約分の料金を返金致
します。また、地震・火災・停電・その他の天災地変等の不可抗力により本施設の営業が中止となった
場合は、返金に応じる場合がございます。この場合でも、本施設までの交通費等、事前予約以外の代金
につきましては補償致しかねます。
第４条（個人情報の管理）
本予約システムは、株式会社グッドフェローズ（以下「グッドフェローズ」といいます。
）が提供する
サービスを利用しております。お客様が入力した個人情報はグッドフェローズによって適切に管理さ
れ、当該個人情報を当社以外の第三者に開示し、又は本施設運営上の目的以外で利用することはありま
せん。
第５条（リストバンドの着用）
お客様は、本施設への入場時、第２条第２項で定める同意書へサインをいただいた後、リストバンドを
着用していただきます。なお、以下の点にご注意ください。
(１)

同意書にサインをした時点、又はリストバンドを着用した時点のいずれか早い時点で、本規約に
同意したものとみなします。

(２)

リストバンドは、本施設ご利用日当日のみ有効です。当該リストバンドを利用してご利用日以外
に入場することはできませんのでご注意ください。

(３)

本施設内で遊具を利用する際は常にリストバンドの着用をお願いします。着用されていない場
合、本施設スタッフよりお声掛けさせていただく場合がございます。

(４)

他人にリストバンドを譲渡すること、又は他人からリストバンドを譲り受けることはできませ
ん。

(５)

リストバンドの再発行は原則として行いません。

第６条（本施設の利用資格）
1

当社は、以下の各号に定める内容を了承及び遵守できるお客様に対し、本施設の利用資格を付与するも
のとします。
(１)

本規約及びその他諸規則の遵守をお願い致します。

(２)

反社会的勢力である方は本施設への入場及び本施設の利用は固くお断りしております。

(３)

遊具によっては、身体的又は感情的な負担がかかる場合があります。予めご了承ください。

(４)

各種遊具をご利用の前に、必ず利用上の注意事項をお読みください。

(５)

本施設内では、喫煙及び飲酒はできません。

(６)

飲酒をしてから又は酒気を帯びた状態でのお越しはご遠慮ください。

(７)

混雑時には、事前の予告なく、本施設への入場制限及び各種遊具の利用制限を行うことがありま
す。

(８)

お客様のご都合で本施設の利用を途中で中止された場合、料金の返金はいたしません。

(９)

飲食は、本施設内の指定されたエリア（カフェテリア等）でお願い致します。

(１０) 飲食物の持ち込みは、ペットボトル等のフタができる飲料と離乳食のみとさせていただきます。
飲み口が密閉できない飲料（紙パックやキャップのない缶飲料等）やアルコール飲料その他お弁
当等の食品の持ち込みはご遠慮ください。
(１１) ゴミは施設内のゴミ箱をご利用ください。また、分別にご協力ください。
(１２) 手荷物は、原則自己管理とさせていただきます。なお、本施設内には無料のダイヤル式ロッカー
をご用意しています。
(１３) 当社は、貴重品の管理（紛失・盗難又は故障・破損等）に関する一切の責任は負いかねます。ご
自身の手荷物や身の回り品はロッカーに預ける等、自己責任でお願い致します。
(１４) 本施設内にペットを連れて入場することはできません。
（盲導犬、介助犬等は除きます。）
(１５) 本施設スタッフから各種指示があった場合には、すみやかに従うようお願い致します。
(１６) 前各号に違反があった場合や他のお客様や本施設等に迷惑をかける行為があった場合、又は当社
がお客様における本施設利用の中止が適当であると判断した場合、直ちにお客様における利用資
格を抹消し、本施設のご利用をお断りする場合があります。なお、このような場合でも、料金等
の返金はいたしません。
2

以下の各号に該当するお客様は、本施設における各種遊具をご利用になれません。それにもかかわら
ず、当該遊具を利用したことに起因する思わぬケガや事故については、当社は何らの責任を負わないも
のとします。
(１)

妊娠中のお客様（保護者・同伴者としての入場は可能です。）

(２)

医師から運動の制限を指示されているお客様や、本施設における各種遊具の利用によって現在治
療中の疾病等に悪影響を及ぼす可能性があるお客様

(３)

その他、体調不良等、当社が安全管理上の観点から合理的に利用を承認できないと当社が判断す
るお客様

第７条（年齢制限）
お客様が１８歳未満又は高校生である場合、下記のとおりご利用に際する同意、又は保護者の方の同
伴が必要となります。なお、本条でいう保護者とは、１８歳以上の親権者、又はこれに代わる者と当
社が合理的に判断した者を指します。ただし、１８歳以上であっても、原則として高校生は保護者と
して入場することはできません。
中校生・高校生

小学生以下

保護者の事前の同意が必要です。

保護者の同意・同伴が必要です。

（保護者の同伴は不要です。
）
第８条（利用制限・利用ルール）
1

2

当社は、お客様に安全に本施設をご利用いただくために、以下の利用制限を設けております。
プラン名

身長制限（及び年齢）

体重制限

通常プラン

110 ㎝以上

20 ㎏以上、120 ㎏以下

キッズプラン

110 ㎝未満かつ 3 歳以上

20kg 未満

3

上記の各プランとは別に、各種遊具にも利用制限を設けております。
遊具名

利用制限

ロープマウンテン

体重 120kg まで

バードグライダー

身長 125-210cm、体重 30-120kg、年齢 65 歳まで

バラエティーウォール

体重 140kg まで

スピードクライミング

体重 140kg まで

C-sports ゾーン

身長 200cm まで

ベビーアイランド

3 歳以下

お客様の安全のため、各種遊具をご利用の際は、以下の各号に定めるルール及び注意事項を必ずお守
りください。
(１)

ハーネス及びヘルメットの装着が必要な遊具では、例外なくお客様には必ず装着をしていただ
きます。

(２)

安全管理上、ハーネス等の着脱は本施設スタッフが行います。なお、プレイ中にハーネス等を
着脱する場合はスタッフまでお声掛けください。

(３)

サンダル、ハイヒール又はクロックス等での各種遊具のご利用はできません。スニーカー等の
運動靴でお越しください。レンタルシューズも用意していますが、数に限りがありますので予

めご了承ください。
(４)

飲酒をしてから又は酒気を帯びた状態でのご利用は大変危険ですので、おやめください。

(５)

遊具以外の場所に登る、又はぶら下がる等の行為は大変危険ですので、おやめください。

(６)

思わぬケガ又は事故防止のため、動きやすい服装でお越しください。なお、腕時計やピアス等
の装飾品も遊具をご利用の際は必ず外すようお願い致します。

(７)

爪が長いお客様又はネイル（つけ爪）をされているお客様は、思わぬケガにつながるおそれが
ありますので、本施設の遊具をご利用いただけません。

(８)

乱暴な遊び方は、お客様自身及び他のお客様にも危険ですので、おやめください。

(９)

体調がすぐれない場合はご利用をお控えください。また、途中で体調が悪くなった場合には、
すみやかに利用を中止してください。

(１０) 本施設内でケガ等をした場合は、すみやかに本施設スタッフまでお伝えください。
(１１) 遊具で遊びながらのスマートフォンやカメラ等の操作は大変危険ですので、おやめください。
(１２) お客様ご自身の身体能力を超えた無茶な遊び方はおやめください。
4

遊具における利用上の詳細なルール及び注意事項は、各種遊具の入口付近に掲示していますので、ご
利用前によくお読みください。また、本施設スタッフより事前説明がありますので、必ず指示に従っ
てください。

第９条（禁止事項）
本施設の利用にあたり、以下の行為を禁止とさせていただきます。
(１)

本規約及び諸規則に違反した行為

(２)

法令又は公序良俗に反する行為

(３)

第三者に不快感を与える及び迷惑をかける行為

(４)

本施設内における営業行為（当社が事前に承諾したものは除く。
）

(５)

当社又は第三者の特許権、意匠権、実用新案権、商標権及び著作権等の知的財産権を侵害又は
侵害するおそれのある行為

(６)

当社が提供するサービスを妨害又は妨害するおそれがある行為

(７)

他者を自殺又は薬物乱用に誘引し又は助長する行為

(８)

反社会的活動に関する行為

(９)

不正の目的で他者になりすます行為

(１０) 面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為
(１１) 長時間子供から目を離す、又は子供を監督せず放置する行為
(１２) 前各号に準ずる行為
(１３) その他当社が不適切であると判断した行為
第１０条（免責事項）
1

当社は、お客様が本規約に違反することによって当社、他のお客様又は第三者に損害が発生した場

合、お客様に対し、この損害（合理的な範囲での弁護士費用を含みますが、これに限られません。
）
の賠償を請求することがあります。
2

お客様ご自身が本施設を利用する際に生じたケガ、事故等に対して、当社は、当社に故意又は重過失
がある場合を除き、何らの賠償責任も負わないものとします。お客様同士の行為によってケガ、事故
等が生じた場合は、お客様同士の責任と費用においてこれを解決するものとします。

第１１条（譲渡禁止）
お客様は、本施設等の利用に関する権利義務ないし利用者の地位について、第三者に対して譲渡、貸
与し、又は担保に供してはいけません。
第１２条（本施設の休業、閉鎖）
当社は、当社の裁量により、本施設を休業又は閉鎖することができるものとします。なお、当該休業
又は閉鎖について、当社はお客様又は第三者に対して何らの補償も行いません。
第１３条（紛争解決）
本規約は、日本法に準拠するものとし、本施設の利用又はその他本規約に関する紛争については、そ
の訴額又は紛争の性質に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所と
することに合意します。
2019 年 8 月 8 日 施行
2019 年 8 月 27 日 改訂

ノボルト

キャンセルポリシー

・事前予約完了後のキャンセルは、以下の条件にて対応致します。ただし、ご利用日・ご利用時間の変更に
つきましては対応致しかねますので、ご注意ください。
キャンセル日

キャンセル料

利用日の 8 日前まで

不要

利用日の 7 日前から前日まで

料金の 20 パーセント相当額

利用日当日

料金の 100 パーセント相当額

・事前予約をコンビニ決済で完了されたお客様につきましては、システム上の都合によりキャンセル致しか
ねますので、予めご了承ください。

・交通渋滞や公共交通機関の遅延等、お客様の来場遅延理由の如何にかかわらず、ご予約日当日のご利用時
間までに本施設にご来場いただけない場合、事前予約は自動的にキャンセルとなります。その場合でも、
当社は料金の返金・払戻を致しませんので、予めご了承ください。
2019 年 8 月 8 日 施行
2019 年 8 月 27 日 改訂

