
LaCoMo（Japnese café/English café）利用規約 
～利用の前に必ずお読みください～ 

 
（利用目的） 
●Japnese café/English Cafeは、本学学生の異文化交流等の場として利用すること。  
●利用者（本学学生）は、利用規約および感染症対策等、ルールを守って利用すること。 

（利用時間等） 
●原則として、平日の 9:00～17:00（時間厳守）。土日祝祭日等は利用できません。 
●イベント等に利用する場合は、個別に国際交流センターに学内施設利用願いを提出し許可を得て 
ください。 

（会場利用制限及び禁止事項） 
●本学学生及び本学関係者以外の利用はできません。 
●下記の行為は禁止します。 
①管理上または風紀上好ましくないと認められる行為。 
②法律および法令に反する行為。 
③募金行為、宗教活動、政治活動、各種勧誘など。 
④暴力的不法行為、反社会的行為。 
⑤危険物持込及び火気の使用。 
⑥建物・施設などを汚損・破損する行為。 
⑦商品等を販売する行為 
⑧騒音・振動など周囲に迷惑を及ぼす行為。 
⑨室内での睡眠。 
⑩施設内に個人の持ち物を放置する行為。 

（損害賠償） 
●室内の設備・備品等を毀損・紛失した場合、賠償していただく場合があります。  

（安全管理）  
●利用中は、個人の責任の下に防災・防犯等の安全管理を行ってください。 

（感染症対策） 
  ●LaCoMoを利用する場合は、別に定める感染症対策を厳守してください。 
（利用後の原状回復）  

●施設使用後は設備・備品等の原状回復してください。 
●発生したごみ等はすべて持ち帰り、原則利用前の状態まで原状回復してください。 

 （遺失物の扱い）  
●施設内での遺失物は、学生センターに引き渡します。 

 （規約の変更） 
●規約の内容は、予告なく変更することがあります。 

 
施設管理部署：国際交流センター 



 Responsible Office on Facility Management LaCoMo：International Exchange Center  

LaCoMo（Japnese café/English café）Regulation 
～Pls read this before using LaCoMo～ 

（Purpose of Use） 
   ●Japanese café/English Café shall be utilized as a place for inter-cultural activities among YGU  

students.  
●All users(students) are required to observe this regulation and rules for prevention of infection. 

（Operation Hours） 
●In principle, 9:00～17:00 weekdays.  Closed on Saturday, Sunday and Public Holidays. 
●In case of organizing any special event utilizing the space, please make sure to apply at  
International Exchange Center for use. (through web booking system) 

（Restriction） 
●Use of the space is limited to students or faculty/staff of YGU. 
●Please refrain from: 
① any act against public morals 
② any unlawful acts 
③ fund raising, religious activity, political activity or invitation to any private organization 
④ violent illegal act, antisocial act 
⑤ use of dangerous item or flammables 
⑥ any act to damage the building or facility 
⑦ sales of goods 
⑧ act to cause annoying noise or vibration 
⑨ sleeping in the space 
⑩ leaving individual belongings in the space 

（Compensation for Damage） 
●In case of damage any equipment or facility in the space, YGU reserve the right to ask the user  
for monetary compensation for that.  

（Safety Control）  
●the user shall be responsible for safety in use of the facility 

（Prevention of Infection） 
  ●Pls make sure to observe the rules to prevent infection of COVID-19, which is indicated  

Separately.  
（Return to Original State）  

●Users are required to return the equipment and facility after use to original state. 
●Users shall take away all the waste and trash after use. 

 （Lost Property）  
●Any lost property shall be delivered to Student Center. 

  (Change of Regulation） 
●This Regulation may be change and modified without any pre-notice. 
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