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ENTRANCE

設備：壁面埋め込み式プロジェクター、マイクシステム。その他備品・装花の手配を承りますので、別途ご相談下さい。

・ご注文方法

・RESERVATIONS

ご予約はお電話またはメールにて承ります。
時間：11: 00 〜 21: 00

Reservations are accepted by telephone and
e-mail.
HOURS：11: 00 〜 21: 00
TEL：03 - 4578 -5882

電話番号：03 - 4578 -5882

Email アドレス： info@artisantable.jp

・キャンセルポリシー
【 貸切利用】
開催日の 7 日前までに、お見積り金額の 50％のお支払いをお願い致します。
残額は当日、お支払いいただきます。
※お支払い方法はご相談ください。
ご注文内容のご変更・キャンセルは 7 日前まで承ります。
それ以降のご変更・キャンセルについては以下のキャンセル料が発生致します。
ご利用予定日の 6 日前：お見積り金額の 30％
ご利用予定日の 3 日前：お見積り金額の 50％
ご利用予定日の 2 日前〜当日：お見積り金額の 100％
※ウェディング等の大型パーティーの場合は、別条件のキャンセルポリシー
を適用させて頂く場合がございます。
【 DINNER COURSE】
・ご利用日の 4 日前までに人数の確定をお願い致します。
・10 名様以上の団体の場合は、上記のキャンセルポリシーを適用させて頂
く場合がございます。

・ご連絡がなくご来店いただけなかったお客様は、以後のご予約を承
ることができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

E-mail： info@artisantable.jp

・CANCELLATION POLICY
【 PRIVATE PARTY】

Please make the payment of 50 % of the estimated amount by 7 days prior
to the date of the event.
Please make the payment for the remaining amount on the day.
※ Please consult with us for the payment method.
Changes and cancellation of reservations are accepted by 7 days prior to
the scheduled reservation date.
Conditions for changes and cancellations made afterwards are as follows;

6 days prior to t he schedu led reser vat ion date：30 % of t he est i mate
amount
3 days prior to t he schedu led reser vat ion date：50 % of t he est i mate
amount
2 days prior to the scheduled reservation date 〜 the day：100 % of the
estimate amount
※ Cancellation policy under other condition may be applicable for a largescale party such as a wedding.
【 DINNER COURSE】
・Please confirm the number of persons by 4 days prior to the reservation

date.

・For a group with more than 10 persons, there may be cases in which the

Cancellation Policy noted above may be applicable.

・Ple a se not e i n a dva nce t h at i f a c u stome r d id not a r r ive for t he

reservation with no notice, there would be cases in which we are not able
to accept reservations in future.

