申請書番号：

OIST CONFERENCE FACILITY RESERVATION REQUEST

(3 Pages)

OIST 施設利用申請書（3 ページ）
※使用希望日の遅くとも１ヵ月前までにお申し込み下さい。
※Please submit this form at least 1 month prior to the date of your event.

1.下記の情報をご記入下さい。
Please fill out the information below.
機関名
Name of Organization
イベントの名称
Name of Event
連絡先電話番号
Contact Number
希望日・期間
Preferred Date/Period
参加人数
Number of Participants
希望する施設
Desired Facility(s)
※施設使用料は裏面参照

連絡窓口氏名
Contact Person

年/月/日～年/月/日

YY/MM/DD～YY/MM/DD

メールアドレス
Email
希望時間帯
Preferred Period of Time
参加費の有無
Participation fees (yes/no)

シーサイドハウス・Seaside House
□セミナールーム/Seminar Room

(無料/free of charge*)

～

□ いいえ No
□ はい
Yes ______
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円/人・JPY/person

□セミナールーム C209/Seminar Room C209

□ちゅらホール/Chura Hall

□ポスターボード/poster boards (max. 20)
□パーテーション/partition (max. 30)
□ポールパーテーション/pole partition (max. 8)
□ホワイトボード（大）/white board (big)
□ホワイトボード（小）/white board (small)

□レーザーポインター/laser pointer (max. 2)
□タイマー/timer (max. 2)
□卓上ベル/bell (max. 2)
□サインスタンド/sign stand (A3) (max. 10)
□サインスタンド/sign stand (A1) (max. 6)

*備品詳細（サイズ等々）は別途担当者にお問い合わせください。備え付け備品（イス、机、プロジェクター等）の申請不要。/
Request for standard fixtures (e.g. tables, chairs, projector, etc.) not necessary. Contact OIST staff for details.

イベントの目的/役割
講演者氏名・所属
講演タイトルなど
Purpose/Role of the
Event

:

カンファレンス･センター・Conference Center
□講堂/Auditorium
□ミーティングルーム 1/Meeting Room 1
□ミーティングルーム 2/Meeting Room 2
□ミーティングルーム 3/Meeting Room 3
□ミーティングルーム 4/Meeting Room 4
メインキャンパス・Main Campus
□セミナールーム B250/Seminar Room B250
□セミナールーム C210/Seminar Room C210
□レストランスペース/Restaurant Space

貸出備品/Equipment

:

（イベント概要等を別途添付下さい）（Please attach details regarding the event ）

2. 貸出不可能な物品について/Items not provided
PC、ディスプレイ、その他電子機器類の貸し出しはしておりません。各自でご用意いただきます様お願い致します。
The following items are not available for rent: computers (desktop or laptop), displays or other electronic devises. Facility users are requested to make all
necessary arrangements accordingly.

3. 施設使用料のお支払について/Payment of facility fees
施設利用料は、実際に施設を利用する 1 週間前までにお支払いください。期限を過ぎた場合、超過料金を請求する場合がございます。
The facility utilization fees are due not later than 1 week prior to the date of the reserved use. Should the deadline not be met, an overdue fine might apply.

4．施設の使用について/Venue equipment etc.
マイク、照明、プロジェクターなどの操作は、各自で行っていただきます。使用方法については担当者にお問い合わせください。
Operation of audiovisual and other equipment (such as microphones, lights, projectors, etc.) is to be done by the facility users. Please contact OIST staff
regarding usage instructions.

5．駐車場の使用について/Parking facilities
駐車場には限りがございますので、一度ご相談ください。
Parking facilities are limited. Please contact OIST staff for more information.

6. 制約事項・禁止事項/Rules

and Regulations
使用に関する制約事項

・施設利用にあたっては、関係法令のほか本学の学内規則を遵守していただきます。
・本学の都合により会場や日程の変更の必要が生じる場合には別途協議するものとします。
・施設利用に関して公表・宣伝等する場合には、その内容について事前に本学と協議するものとします。この施設利用によって本学が特定の企業、組織、製品又はサ
ービス等を推奨・推薦していることをほのめかす内容であってはなりません。
・当キャンパスには喫煙場所を設けておりません。
・ポスター、チラシその他の資料の貼付は所定の掲示板にのみ行ってください。これらの資料を壁、ドア、窓、又はその他エレベーターを含む建物内の場所の貼付す
ることはできません。
・事前に書面で許可を得ない限り、施設、設備、備品等に変更を加えることは認められません。施設は使用後は元の状態に戻してください。
・使用者は、使用したことによって生じた損害や損失について責任を負います。代表者がすべての損害や損失について責任を負うこととなります。

Restrictions on Use
・Facility users are required to follow all applicable laws and regulations, as well as all rules and regulations of OIST.
・OIST reserves the right to consult with facility users regarding possible changes in date or venue caused by OIST internal reasons.
・Facility users are requested to consult OIST in advance regarding the content of any public announcements or advertisement related to the event. Content implying, OIST is endorsing
or encouraging a particular enterprise, organization , product, service, etc. is not permitted in any circumstance.
・Smoking is not permitted anywhere on campus.
・Posters, flyers and other such materials must only be placed on the noticeboards provided. No such materials may be attached to walls, doors, windows or any other part of the
buildings, including the elevators.
・Alteration to the facilities, equipment, furnishings, etc. is not permitted unless authorized in writing in advance. Facilities must be returned to their original condition after use.
・Facility users will be liable for any damage or loss caused as a result of the facility usage.The contact person will be held responsible for all damage or loss.

禁止される利用と活動
・商業利用又は営利目的の活動（これには非営利ボランティア団体のベイクセールや慈善バザー等による資金調達は含まれません）
・政治活動
・非倫理的、違法又は犯罪的事項に関する使用
・軍事に関連する使用
・公序良俗に反した使用
・本学の活動を妨げる使用（騒音、振動等）
・上記禁止事項に触れると本学が判断した場合、本学は、施設の使用許可について、使用当日を含め、いつでも取り消すことがあります。
ご注意: イベントの際に発生した事故・ケガなどについて本学は一切責任を負いません。また、音響・映像設備などの使用方法については担当者の指示に必ず従
ってください。指示を守らずに本学の設備に損害を与えた場合には弁償をお願いするとともに、今後の施設利用をご遠慮いただくことがあります。
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Prohibited uses and activities
・Commercial use or for-profit activities (this does not include fundraising such as bake sales and rummage sales by voluntary non-profit groups and associations)
・Political activities
・Uses related to unethical, unlawful or criminal activities
・Uses related to military activities
・Uses offensive to public order and morals
・Uses that may disturb or interfere with University activities (noise, vibration nuisance, etc.).
・If OIST has judged that users do not comply with the above prohibitions, permission to use common spaces may be revoked by OIST at any time, up to and including the date of the
reserved use.
Please note: OIST does not hold any responsibility for injuries or damages, which occur within OIST facilities during the event. When handling the audio-visual equipment,
please always follow the instructions of OIST staff members. OIST retains its rights to claim a compensatory payment and to prohibit the future usage of OIST facilities by
the responsible party, should the equipment suffer any damage as a result of noncompliance with the instructions.

7. 予約キャンセルについて/Cancellation Policy
キャンセルは、利用予定日の 48 時間前までに書面にて（メール: reservation@oist.jp 又はファクス: 098-966-2887）承ります。前日または当日のキャンセルには、キャ
ンセル料を請求する場合がございます。なお自然災害等により本学が閉鎖となりました場合にはキャンセル料は発生いたしません。
Cancellations are accepted only in written form (via email: reservation@oist.jp or FAX: +81-(0)98-966-2887) not later than 48 hours in advance. For cancellations made within 48
hours of the facility usage date, cancellation fees might apply. Should OIST facilities be closed due to a natural disaster (typhoon, earthquake, etc.), no cancellation fees will be charged.

8. 施設使用料金表/Facility Usage Fees
～1 日/Full day (up to 8h)

～半日(～4 時間) /
Half-day (up to 4h)

カンファレンス･センター全館 (講堂＋ミーティングルームズ)/
Conference Center (Auditorium + Meeting Rooms)

100,000 yen（税込/tax incl.）

65,000 yen（税込/tax incl.）

講堂のみ/ Auditorium only (max.500)

75,000 yen（税込/tax incl.）

50,000 yen（税込/tax incl.）

ミーティングルームズ/Meeting Rooms

25,000 yen（税込/tax incl.）

15,000 yen（税込/tax incl.）

会議室 1/Meeting Room 1 (max. 130)

10,000 yen（税込/tax incl.）

-

会議室 2〜4/Meeting Room 2-4 (max. 36)

5,000 yen（税込/tax incl.）

-

セミナールーム B250/Seminar Room B250 (max. 150)

10,000 yen（税込/tax incl.）

-

セミナールーム C209〜C210/Seminar Room C209-C210 (max. 60)

5,000 yen（税込/tax incl.）

-

レストランスペース/Restaurant Space (max. 100)

5,000 yen（税込/tax incl.）

-

シーサイドハウス・セミナー施設全館(セミナールーム、ちゅらホール、
小ミーティングルーム 1+ 2/Seaside House Seminar Facility (Seminar room,
Chura Hall, Small meeting rooms 1+ 2)

10,000 yen（税込/tax incl.）

-

シーサイドハウス・セミナールーム/Seaside House Seminar Room (max. 65)

5,000 yen（税込/tax incl.）

-

シーサイドハウス・ちゅらホール/Seaside House Chura Hall (max. 65)

5,000 yen（税込/tax incl.）

-

施設名/Facility

施設使用料
Fee

上記のことについて十分にご確認頂き、同意いただける場合は署名と日付をご記入下さい。

Please sign below indicating that you have read and agree to the rules and regulations for OIST facility use.

署名:
Signature:

申込み先／問い合わせ先
沖縄科学技術大学院大学
カンファレンス・ワークショップセクション
TEL: 098-966-2391
FAX: 098-966-2887
Email: reservation@oist.jp
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日付:
Date:

Submission of application/Contact
Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University
Conference & Workshop Section
TEL: +81-(0)98-966-2391
FAX: +81-(0)98-966-2887
Email: reservation@oist.jp

