
レンタルスペースOLIの使い方

レンタルスペースOLIを
ご予約ありがとうございます

ご利用の前にこちらを
お読みください



感染症予防のため

ご協力をお願いいたします



当施設はトラブル回避のためカメラを設置しております。カメラは上記禁止

事項があった可能性があった場合、確認のために使用されることがあります。

当施設を利用者全員が快適にご利用いただけるよう

下記を禁止させていただいております。

１　喫煙
２　大声、大音量を出すこと
３　匂いの強いものの飲食
　　持ちこみ
４　性行為
５　連絡なく延長または無断使用
６　備品の無断持ち出し６　備品の無断持ち出し

その他、周囲や次のご利用者に迷惑となる行為を禁止とさせて

いただいております。快適にご利用いただくためご協力をお願い

いたします。



〈住所〉
東京都杉並区西荻南2-26-10 ハウスコージ203号室

〈アクセス〉
JR中央線・総武線 西荻窪駅 徒歩3分
JR中央線・総武線 吉祥寺駅 車13分
京王井の頭線 三鷹台駅バス14分 (西荻南停留所)

事前に入室方法の確認をお願いします

住所とアクセス

スペース付近の道案内

〈駐車場・駐輪場について〉
駐車場、駐輪場のご用意はございません

〈Googlemap のアドレス〉
https://goo.gl/maps/xV15oiiit2h93hYr7

〈西荻窪駅からの道順〉

①ＪＲ西荻窪南口（改札を

出て右の出口）を出て左

「富士そば」を右折します

②最初の信号の十字路

を左に入り進みます

（左手に西武信用銀行

とクリーニング店の間

の道）

③最初の角（「カドヤ

ハウジング」のところ）

を右折、左側の明山第一

ビル（1階は「hair 

ALIVE」）手前を左折し

ます

④すぐ右側の建物です

入室案内



〈解錠方法〉

鍵はドアノブに設置されているキーボックスの中に入っています

番号をセットし、手前に引くと開きます

暗証番号は予約完了メールをご確認ください

キーボックスが開いたら中の鍵を使用して開錠してください

ご利用中は、鍵は室内にお持ちいただき、ドアは施錠するようお願いいたします

ご退室時は、ドアを施錠してからキーボックスに鍵を戻しナンバーを「0000」にしてください

〈ご注意〉

まれに鍵を間違えて持って帰る方がいます。次にご利用される方にご迷惑になります

くれぐれもご注意ください

鍵の場所と解除の手順

スペースの入室方法

スペースの外観写真



本日は当スペースをご利用いただきましてありがとうございます。

皆さまに気持ちよくお使いいただくために、下記のルールをお守りください。

破損・汚損が起きた

場合は必ず連絡を

大声で騒ぐ・音楽や映像を大音

量で流すなど、近隣のご迷惑に

なる行為はご遠慮ください

ご利用後は清掃と

原状回復が必要です

スペース内は禁煙

ゴミは持ち帰りを

お願いします

大声を出さない！

大音量に気をつけて

引き取りの場合はオプション追

加が必要です。持ち帰りをお願

いします

ベランダや建物前を含めて禁

煙となります。

時間内に退出を

無断延長は禁止！

故意または過失を問わず緊急連

絡先へご連絡ください。

※利用規約に基づきご請求させ

ていただく場合があります

時間延長を希望する場合は、

予約リクエスト画面より

「予約延長」機能をご利用く

ださい

公序良俗に反する行

為は禁止

※利用規約に反したご利用が確認された場合は、利用中止や別途料金を請求させて

いただくことがあります。

ご利用ルール

設備、備品は「清掃・原状回復

のお願い」の写真のようにお戻

しください



食器類は必ず洗ってからご使用ください

コーヒー、紅茶などは
ご自由にお飲みください

カップ、グラス、食器類は
冷蔵庫の左の
赤い棚にあります

ホットプレート、タコ焼きプレート
ラクレット＆フォンデュメーカーは
有料オプションです

カトラリーは引き出しに
あります



清掃・原状回復のお願い
※片づけは利用終了の30分前を目安に開始をお願いいたします

レイアウトは次ページの写真の用にお戻しください

【床・ロフト】髪の毛や食べカスが
落ちていたら拾ってください

【冷蔵庫】余った食材や飲み物などは
残さずお持ち替えりください

【キッチン】使用した調理器具や
食器、グラスなどは、洗浄し

拭いてから元の場所へお戻しください

【ゴミ】お持ち帰りください
有料オプションをお申込みの方は
分別してゴミ袋に入れ玄関に

置いておいてください

【トイレ】汚した場合は必ず
掃除をしてください

【テーブル】ウェットティッシュで
拭いてください



清掃・原状回復のお願い
レイアウトは写真のようにお戻しください



ダイソン
扇風機
リモコン

Switch
コントローラー等
７つ

プロジェクター
リモコン

スピーカー

DVDリモコン

ご利用のあとは、リモコン類を
こちらのように元に戻してください



夏場の日中はロフト部分が
暑くなりやすくなっております
下記の対策をお願いいたします

1　カーテンを閉める
2　エアコンをつける
3　サーキュレータで
冷えた空気を上にあげる
（最大の風量がおすすめです）
4　ロフトのダイソン扇風機を
最大風量で首振りにする最大風量で首振りにする

何もしないと暑い空気が上に溜まります

サーキュレータで冷たい空気を上にあげて

上からは暑い空気を下におろすようにします



ゴミ処理につきまして

ゴミ処理オプションを
お申込みのお客様

ゴミ処理は有料オプションとなっております

キッチンに置いてあるゴミ袋はご自由にお使いください

キッチンに置いてあるゴミ袋はご自由にお使いください

お手数ですがゴミを下記の通り５つに分別していただき
玄関にゴミを置いておいてください

ご協力お願いいたします



机、椅子、備品は元の場所に

戻しましたか？ 

プロジェクターなどの設備や照

明のスイッチは消しましたか？ 

窓の施錠確認、鍵は指定の 

場所に戻してください 

忘れ物はありませんか？ 

（充電/冷蔵庫内/ゴミ等） 

退出チェック  

清掃・原状回復はしましたか？ 

きれいに使っていただき、ありがとうございました！  

退出前に必ず以下のご確認をお願いします。  



　以降のページは

・プロジェクターの使い方

・Nintendo Switchの使い方
　です

必要に応じてお読みください





６　SWITCHで遊ぶには
１　プロジェクターの「入力」を選択「HDMI２」を選択します。
２　Switchの電源を入れます
３　分岐ポートを「入力２」にします

ポート切替

※ケーブルが外れた場合や接続の変更をした場合は
　左の画像と同様に接続をお願いします。

※上記の操作で映らない場合は
　１ 青枠で囲ったHDMIをプロジェクター本体から外します。
　２ 外した箇所へ赤枠で囲ったHDMIを直接プロジェクターに挿して下さい。

　iphoneは１のHDMI、switchは２のHDMI、Androidは３のHDMIです。

※プロジェクターの電源が入っていて、画面が映らない場合は
　本体の背面にある電源ボタンを長押しして一度OFFにします。
　
　再度電源ボタンを押してONにしてください。

電源ボタン

電源ボタンは
プロジェクター本体の
背面にあります

３  ２  １

※iphoneやAndroidがプロジェクターに映らない場合
　プロジェクターから伸びているHDMIケーブルに
　変換ケーブルを直接挿してください。
　

※switchをプロジェクターに映すには
　switch本体が右の様に
　ドックに刺さった状態にします



スピーカーから音が出ない？そんな時は…

このライトのとき音が出ます

１）電源が入っていることをご確認ください

2）ソース入力ボタンを本体のライトが[緑］になるまで

カチカチと押してください

電源ボタン ソース入力ボタン

赤、青、青緑、のときは音が出ません

※繋がったとたん大きい音が出る可能性がありますのでご注意ください

本体側のボタン



2 入力を選択して「HDMI2」を

　　選択してください

3 Switchの電源ボタンを押してください

4 分岐ポートを「入力2」にします

1 プロジェクターの電源を入れます



TVモード/テーブルモードでは、Joy-Conを本体から

取り外して遊びます。

Joy-Conの背面にある取り外しボタンを押しながら

Joy-Conを下から上にスライドさせます。

差し込んだゲームカードのソフトアイコンが

HOMEメニューに表示されるので

カーソルをソフトアイコンに合わせ

Aボタンを押してはじめます

本体のゲームカードスロットカバーを開けて

ゲームカードを差し込みます。

このとき差し込む向きに注意してください 

図のようにラベル面を手前にして

▼マークの方向にカチッと音がするまで

差し込みます



HOMEボタンを押して遊んでいたソフトを中断し、HOMEメニューを表示します。

中断しているソフトを選んだ状態で、Xボタンを押すとソフトを終了できます。

本体からゲームカードを抜くには

ゲームカードスロットカバーを開け

ゲームカードを一度奥に押し込んでから

抜いてください。

電源ボタンを3秒以上押すと

電源メニューが表示されます。

「電源オプション」→「電源OFF」を

選択してください。



+マーク、-マークで、Joy-Conと

Joy-Conストラップの向きが

合っていることを確認します。

ストラップのスライドロックが下にさがり、

解除されていることを確認します。

その後、レールに沿ってストラップを

上からスライドさせます。

ストラップ下側のスライドロックを

上に押してロックします。

手が抜けないように、

ひものストッパーにあるボタンを

押しながら調節してください。



HOMEメニューの「コントローラー」→

「持ちかた/順番を変える」を選択します。

画面の案内に従って、Joy-Conの持ちかた/順番を変えます。

スライドロックを下に押して

ロックを解除します。

Joy-Conを下の方にスライドさせます。



【Switch】本体の電源がONになりません。
どうすればよいですか？

【Switch】映像がプロジェクターに映りません。

本体がフリーズしている可能性があります。

電源ボタンを12秒以上押し続けて、本体の電源を完全にOFFにしてください。

そのあと、あらためて電源をONにして、改善しているかご確認ください。
※上記操作により改善した場合は、画面が真っ暗な状態でフリーズしていた可能性があります。

映像が映らない場合は、

下記のようにプロジェクターとの接続をやり直してください。

１）「プロジェクター」の電源をいったんオフにします

２）「Switch」のドックにつながっているHDMLケーブルを

　　「プロジェクター」本体へ直接接続します

３）「プロジェクター」の電源をONにしてください

　　続けて「プロジェクター」の入力切換で、　　続けて「プロジェクター」の入力切換で、

　　Switchが接続されている「HDMI」を選んでください

４）「Switch本体」の電源をONにして、

　　HOMEメニューが表示されたらドックに差し込んでください。

この画面（HOMEメニュー）が表示されてから・・・

本体をドックに差し込んでください。

表示されるまで少し時間がかかる場合があります



どうぞお気を付けてお越しください

お待ちしております


