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※ 料金も含め、掲載内容については、予告なく変更する場合がございます。 ※ 無断複製・転載厳禁 

 一般（非学校団体） 利用規定 
 

1.  適用条件  
 

 

 

 

 

 

レッスン体験者（ご来場時点で団体に所属・在籍）が 15 名以上 であり 「別途、成人１名以上が引率する団体」 

※幼稚園は年中児以上に限り対応。認知度や自己管理の成熟度等の条件により受付を制限する場合があります。 

※主な利用団体種別（例）…企業法人、英会話教室等上記参照のこと）※該当するか不明な場合はご相談ください。 

 

2.  申込み方法／受付期間／予約可能日  
 

申込み方法 
① 専用リクエストフォーム（施設ホームページ） 

② 専用申込書     （メール添付による受付） 

受付期間 ご来場日の１年前 から１ヶ月前 まで 

予約可能日 平日（月～金） ※ららぽーと EXPOCITY 休業日を除く 

 

3.  下見（申込み前／申込み後） ※無料（所要時間：約 1 時間） 
 

申込み方法 
① 専用リクエストフォーム（施設ホームページ） 

② 専用申込書     （メール添付による受付） 

受付期間 ご来場日の１年前 から 2 週間前 まで 

予約可能日 平日（月～金） ※ららぽーと EXPOCITY 休業日を除く 

目的に合わせて、なるべく事前に下見来場いただくことをおすすめします。（※１団体につき 1 回のみ、最大 10 名まで） 

時間内にレッスン体験はできません。 一般来場（個人的な）利用を検討のお客様は、対象になりません。 
 

4.  利用時間・料金   （料金はいずれも目安です。ご要望により調整や見積りが必要になります。） 
 

朝スタート、AM 半日利用例：9:45 入場、①10:15-②11:00-③11:45-、12:15～退場 
営業時間 10:00-18:00 ※団体利用は 9:45 入場可、最終 18:00 までには退場 

万が一到着が遅れた場合、レッスン時間を変更することはできません。 
 

団体料金目安（一般非学校団体） ※ 税別 です。 ご注意ください。 

部屋 Reserve（＝他のお客様と混ざらない体験） 貸切り利用(※条件により対応必須となる場合あり) 

レッスン数 
所要時間目安 
※オリエンテーション含む 

料金目安 
※体験者１名あたり、入場料含む 

予算や希望等打合せ後に、別途見積必須です。 

各種制限の一部緩和等がメリットです。（例：Times square 利用） 

※土日祝日を希望される場合など別途料金がかかります。 

※月…約 50 名、火～金…約 70 名 を目安に相談させていただきます。 

※下記は貸切りの場合の参考料金です。条件により金額は異なります。 

２,4,5 - ご相談 ※ 

３ 3 時間 ¥3,300 - 

6 6 時間 ¥6,600 - 3 レッスン 80 名 ￥420,000 - 

※例外的に 2 レッスン／４レッスン／５レッスンも対応可。料金はお問い合わせください。 

※引率者（＝保護者を除く関係者）2 名まで入場無料。3 人目以降有料。入場する添乗員、カメラマンも引率者と呼びます。 （引率者は最大 20 名まで） 

※諸々の変更は来場１ケ月前までにご連絡ください。（貸切りの場合は 3 ヶ月前まで）連絡の無い急な変更には対応しかねます。 

 

 

 

企業法人 こども会 マンション組合 

英会話教室 研修会（有志） 地域自治会 

進学塾 NPO 法人等 その他 

体験者

名以上 

※利用当日 15 名に満たない場合（病欠等であっても）は 「団体」 としてご利用いただくことができません。 

仮予約 不可 

指定の方法以外は無効 

館内ツアー 

30 分間 

打合せ 

30 分間 

基本 

※従来の 通常利用（＝他のお客様と混ざって体験）は感染症対策の実施に伴い、当面の間対応することができません。 
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5.   貸しスペース（持込み昼食／教員控室…等）時間・料金  
ご希望の場合は、申込み時に記入してください。人数や対象学年等も考慮し、館内のいずれかの場所を当日ご案内します。 

※場所の指定はできません。                                 （※当日変更可能性あり） 

※椅子や机の用意はありません。床に座っていただく形の利用を想定しております。 （※レジャーシート等 持参推奨） 

※申込み時に伺います。以降の変更については１ヶ月前までにご判断ください。   （※次項 参照） 

利用人数（体験者・引率も含む利用者全員） １時間あたり利用料金  ※税別 です。 

001～030 名 ￥3,000- 

031～060 名 ￥6,000- 

061～090 名 ￥9,000- 

091～120 名     ※ 『密』 を避けるため分散必須 ￥12,000- 

 

 

 

6.   変更・キャンセル  
予約全キャンセル（団体利用無し）や減員が発生した場合、来場予定日（利用日）を基準に、請求予定料金に対して、 

それぞれ下記の通り、キャンセル料金（全て税別計算基準）を請求します。 （※クレジットカード／観光クーポン精算不可） 

（団体）通常利用 貸切り利用 及び 部屋リザーブ（部分貸切り）利用 

全キャンセル 減員(1 名あたり) 全キャンセル 減員 

～1 ケ月前 １ケ月前～ ～2 週間前 2 週間前～ ～3 ヶ月前 3 ヶ月前～ 1 ヶ月前～ 2 週間前～ 見積金額

確認後～

返金なし なし 50% なし なし なし 30％ 70％ 100％ 

※人数やレッスン数など、予約内容を変更される場合は、原則１ヶ月前までにご連絡ください。（直前の変更には対応できません。） 

※貸切り利用（総額見積）は見積額の承認以降、部屋リザーブ（単価計算）は実施の１ヶ月前以降、減員が生じても請求金額は変わりません。 

※予定人数に合わせて準備をしますので、少数であっても予約受付後の増員には対応できません。 

※貸切り利用の場合、3 ケ月前以降の大幅な内容変更は、一度全キャンセルとみなします。また、条件により再見積りが必要になることがあります。 

※参加者募集形式での予約検討の場合、受付時に別途ご注意いただきたい事項等をご案内します。条件により団体対応ができなくなる場合がございます。 

（2020 年度内のホームページ改定に伴い、特設ページも追加されます。ご確認ください。） 

※インフルエンザなどの流行疾患や台風等による交通機関の欠航、大幅な遅延によるご来場延期の場合は、ご相談ください。 

（2020 年に発生した COVID-19 に関わることも、状況に合わせてお客様と相談しております。あくまで上記原則ご認識のうえで申込みをお願いします。） 

 

7.   決済方法  
 

 

 

 

※上記４種いずれかを、申込み時に確認しております。来場１ヶ月前を過ぎての決済方法変更はできません。 

※請求書や領収証の発行が必要な場合は、来場１ヶ月までにお申し出ください。  以降、急なご要望や変更には対応できません。 

※クレジットカードは VISA、MASTER、銀聯 の３種のみ、一括支払いのみご利用いただけます。（※キャンセル料決済には利用不可） 

※銀行振込の場合、毎月 15 日までのご利用は 当月末、 16 日以降のご利用は翌月 15 日までにお振込みください。 

振込先口座は三井住友銀行のみ、振込手数料はお客様負担でお願いしております。 事前連絡なく期日までに入金が確認できない場合 

別途、遅延損害金を請求することがあります。 また、各種案内事項にご対応いただけない場合、次回の団体利用をお断りすることがございます。 

※契約旅行会社や仲介度合いによるクーポン券種別（観光クーポン／業務クーポン）のご利用条件は、事前にお問い合わせください。 

 

8.   ごあいさつ  
 

OSAKA ENGLISH VILLAGE ではこれまでにもサービスの内容、料金等各種ご案内事項を更新してまいりました。 

特に、これまで複数回ご利用（検討）いただいたお客様には、一部ご不便を感じられる部分もあるかもしれません。 

幅広いご要望にできる限りお応えすべく、公平性や利便性を考慮しての 変更・原則設定 となりますので、 

何卒ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。 

以上 

 

※感染症対策の観点から 昼食のためのスペース利用 は原則として、当面の間は対応することができません。 

現金 

 

クレジットカード 

 

銀行振込 

（手数料負担） 

旅行会社クーポン 

（利用条件有り） 


