
スペースご利用のご案内

ご利用をご検討のお客様へ事前に詳細をお知らせいたします。
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ご利用のルール
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ご利用のルール

1. 騒音について

住宅街のため窓は閉めた状態でご利用ください。大声で騒ぐ・音楽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。

入口周辺でのたむろ行為は周辺住民のご迷惑となります。近隣から指摘があった場合、利用を中止いただくことがあります。

1. ご利用後の清掃について

ご利用後は清掃と原状回復をお願いいたします。ご利用終了30分前には片付けを開始し、利用時間内に清掃を完了してください。

3. ゴミ処理方法

原則お客様にお持ち帰り頂き、スペースには残さないようお願いします。

ゴミの引き取りを希望されるお客様は有償オプション（別紙記載）を選択してください。ダンボールや大型ゴミ・オムツはお持ち帰りください。

4. 喫煙

ベランダや建物前を含めて禁煙となります。

5. 破損・汚損があった際の対応

備品や設備を破損汚損された場合、故意または過失を問わず必ずご連絡をお願いします。

利用規約に基づきご請求をさせていただく場合があります。

6. その他

利用規約に反したご利用が確認された場合は、利用中止をさせていただくことがあります。

予約時間前後に荷物を受取、配達をすることはできません。

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。
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スペースでの禁止行為
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利用規約に記載の禁止事項の中で、特にご注意いただきたい行為となります。

スペースでの禁止行為

1．無断延長

あらかじめご予約いただいた時間内に入室から退出をお願いします。

時間延長を希望する場合は、スペースマーケットの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。

既に予約が入っている場合は延長できません。

無断延長は、３０分につき10,000円をご請求させていただきます。

2．有料備品・オプション・利用不可エリアの無断使用

無断で利用した場合は、ご請求をさせていただく場合がございます。

3．火気の利用

揚げ物の調理はご遠慮ください。（火事の危険があるため）

スペース内での喫煙はご遠慮頂いております。

４．公序良俗に反する行為
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注意事項
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注意事項

1. エレベーターはございません。

一戸建ての2階部分になり、外階段を上ります。

2. 鍵の受け渡し・入室について

鍵の受け渡しは当スペースの同じブロックにある㈱グローカルにお越しいただき受付にて行います。

担当者がお客様をご案内いたします。（徒歩10秒ほど）

㈱グローカルの住所：世田谷区豪徳寺1‐54‐2

●入室について

当日の入室方法は原則、㈱グローカルの担当者がご案内いたします。

こちらの都合で立ち合いができない場合は、玄関扉にかかっているキーボックスに鍵がございますので、

ご自身で開けていただきます。

●退出について

次のお客様がいらっしゃいますので、必ず退出時間は厳守してください。

退出は原則、㈱グローカルの担当者が退出時間に伺い、鍵の引き取りをいたします。こちらの都合で立ち合いができない場合は、

玄関扉にかかっているキーボックスに鍵を入れてください。
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スペース利用に関わる詳細情報
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住所 世田谷区豪徳寺1‐54‐５ ルームス201

小田急線豪徳寺駅 徒歩３ 分

世田谷線山下駅 徒歩３ 分

・スペースに駐車場は1台分ございます。

有料（1,000円）

・近隣コインパーキングは台数が限られて

いるため、公共交通機関のご利用を推奨

します。（次ページ参照）

・スーパーに立ち寄りたい場合は豪徳寺駅の

パルケ、まいばすけっとの利用が便利です。

・隣駅の梅が丘駅にも小田急OX、ワイズマー

ト、サミットがございます。当スペース

まで歩いても10分程度です。（次ページ参照）【株式会社グローカルの事務所】

鍵の受け渡しは当スペースの同じブロックにある

㈱グローカルにお越しいただき受付にて行います。

担当者がお客様をご案内いたします。（徒歩10秒ほど）

㈱グローカルの住所：世田谷区豪徳寺1‐54‐2

当スペースです
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周辺地図（スーパー・コンビニ・駐車場）

【パルケ】（徒歩５分）
スーパーマーケットです。

生鮮食品、酒類等なんでも
そろいます。

【ローソン】
（徒歩３分）

【まいばすけっと】
（徒歩２分）

小さいですが、生鮮食品、
酒類等一通りございます。

【セブンイレブン】
（徒歩２分）

【セブンイレブン】
（徒歩３分）

【サミット】（徒歩６分）
スーパーマーケットです。

生鮮食品、酒類等なんでも
そろいます。

【ワイズマート】
（徒歩９分）
スーパーマーケットです。

生鮮食品、酒類等なんでも
そろいます。

【小田急OX】
（徒歩９分）
スーパーマーケットです。

生鮮食品、酒類等なんで
もそろいます。

【業務スーパー】
（徒歩１０分）
スーパーマーケットです。

生鮮食品、酒類等なんでも
そろいます。

【駐車場】（徒歩１、２分）

このあたりに駐車場はいくつ
かございます。
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周辺地図（美味しいお店、テイクアウトできるお店）

【寿司の美登利総本店】
（徒歩１０分）
食べログ3.53

テイクアウト売場がござい
ます。事前に予約をすれ
ば出前も可能です。

【パン・ド・ラサ】
（徒歩１１分）
食べログ3.63

ハード系パン屋さん

【フルフル】（徒歩１０分）
食べログ3.55

ホットケーキ、フルーツサンド
のお店です。

【アルパジョン】
（徒歩１０分）
食べログ3.52

ケーキ、焼菓子の洋菓子店

【ユヌクレ】
（徒歩４分）
食べログ3.81

デニッシュ等美味しいパン屋
さん

現在、コロナの影響で臨時
休業

【すみのえ】
（徒歩４分）
食べログ3.52

ハード系パン屋さん

【フィーカファブリーゲン】
（徒歩５分）
食べログ3.37

スウェーデンの焼菓子のお
店です。

【三輪亭】
（徒歩７分）
食べログ3.71

南チロル郷土料理のお店で
す。

【唐揚げの天才】
（徒歩５分）

鶏のから揚げのテイクアウト
ができます。

【唐揚げ天】
（徒歩３分）

鶏のから揚げのテイクアウト
ができます。
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駅からの道順

① 豪徳寺駅改札口を出
て右手正面に日高屋があ
り、右手商店街を直進

② からあげ天の前の商
店街を直進（約８０ｍ）

③ 正面に羽田内科医院、
左方向に進む。

④ 右手にまいばすけっ
とを見ながら直進（約１００
ｍ）

⑤ 右手に㈱グローカルの事務
所がございますのでお立ち寄り
ください。当スペースにご案内い
たします。（徒歩約１０秒）

⑥ 右手に大樹生命があり、手
前の角を右折いたします。

⑦ 直進約３０ｍで右手に当スペ
ースがございます。

⑧ 当スペース駐車場（有償オプ
ション 1,000円） ⑨ 当スペースは外階段を

上った2階です。
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室内照明・エアコン・テレビ・ブルーレイ/DVDプレーヤーについて

【室内照明】

スイッチの場所

玄関：玄関を入って右側

居室：居室に入って左側

洗面所：洗面入口の左側

トイレ：トイレ入口の左側

居室の照明はスイッチで付けた後

リモコンで調光を行えます。

【エアコン】

リモコンでご自由にお使いください。

退出時の消し忘れにご注意ください。

【テレビ・ブルーレイ/DVDプレーヤー】

リモコンでご自由にお使いください。

退出時の消し忘れにご注意ください。
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備品の収納場所について

【シンク下収納】
向かって右側にグラス類
左側に皿類が入っております。

【シンク横収納】
1段目：フォーク・スプーン・ピーラー・缶切りが入っております。
2段目：ナイフ・箸・キッズ用フォーク・スプーン・キッチンバサミ・トング・木べら
3段目：ラップ・アルミホイル・鍋敷き・計量カップ・計量スプーン・カクテルセット
4段目：キッチンペーパー・クイックル

【シンク上収納】
有償オプションの鍋類が入っております。
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無料の備品一覧
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有料の備品一覧

ご利用を希望する場合は、事前にオプションよりご予約をお願いします。

2口ガスコンロ・土鍋等付セット 1,000円 カセットコンロ（ガスボンベ1本・土鍋等付）セット 1,000円

ホットプレート（たこ焼き用、焼肉用
お好み焼き専用コテ付）セット 1,000円

紙皿（丸・角）・紙コップ
（各５枚）セット 500円

ごみ処分セット（4枚）1,000円

駐車場1台分 1,000円
敷地内にございます。

後片付けはしないで
時間ぎりぎりまで使いたいお客様
後片付け・ごみ処分セット5,000円

がございます。
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スピーカーの利用方法

①スピーカー側面の電源ボタンを押して電源を入れ、Bluetoothボタンを押しに接続状態にする

②再生する機器のBluetooth設定で「JBL Clip3」を選択し接続する
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家具の移動について

机、ソファーなどの家具は動かしていただいてもかまいませんが、元に戻してください。

ガス圧昇降式テーブルの高さは最高70㎝まで可能です。
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清掃方法（スペース全体）

1. 掃除機を利用して床掃除をお願いします。

2. 机や椅子、小物を動かされた場合は、元のレイアウトに戻してください。

3. クイックルワイパーやコロコロで髪の毛やほこりを取ってください。

4. 机の上はウエットティッシュで拭いてください。

5. 有償オプション（ごみ処分セット1,000円）を選択された場合は、ゴミは分別し、袋に分けて、スペース内に置い

てください。

6. 通常はお客様ご自身で残った食材は冷蔵庫に残さず、全てお持ち帰りいただいております。

7. 臭いが残っている場合は換気と消臭スプレーをしてください。

8. エアコン、電気等の電源をオフにしてください。

9. こちらの都合でお立合いができない場合は、玄関のドアを施錠し、キーボックスに鍵を戻してください。

10. 後片付けはしないで時間ぎりぎりまで使いたいお客様は有償オプション（後片付け・ごみ処分セット5,000円）を

選択して下さい。

※片付けはご利用終了30分前を目安に開始してください。
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清掃方法（キッチン）

1. 利用した食器は洗浄をお願いします。

2. 洗浄した食器はふきんで拭いて、元にあった場所に戻してください。

油のベタつきが残らないようにご注意ください。

1. シンクや三角コーナーにゴミを残さずに回収してください。

2. 余った食材は全てお持ち帰りください。

3. 有償オプション（ごみ処分セット1,000円）を選択された場合は、ゴミは分別し、袋に分けて、ス

ペース内に置いてください。

4. 後片付けはしないで時間ぎりぎりまで使いたいお客様は有償オプション（後片付け・ごみ処分

セット5,000円）を選択して下さい。
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ゴミの分別

原則お客様にお持ち帰り頂き、スペースには残さないようにお願いしております。

ゴミの引き取りを希望されるお客様は有償オプションでごみ処分セット（1,000円）を選択してください。

ペットボトル、びん、かんは水でゆすいでゴミ袋に入れてください。

※ゴミは4枚のゴミ袋に分別をしていただきご退出ください。

※ 上記以外のゴミは全てお持ち帰りください (ダンボール・オムツはお持ち帰りください)

※ ゴミ袋からから水などが漏れないようご注意ください。
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現状復帰の図

お帰りの際は必ず机・椅子・備品を元の場所に戻してください。
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ご退出時のチェックリスト

1. 机、椅子、備品は元の場所は元に戻しましたか？

2. 電気、エアコンのスイッチは確認しましたか？

3. 窓の施錠確認、鍵は指定の場所に戻しましたか？（こちらの都合で、お立合いが

できない場合）

4. 忘れ物はありませんか？（充電/コネクタ/傘/子供のおもちゃ/冷蔵庫内 等）

5. 予約管理画面のメッセージから”退出確認”のメールをお送りください
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玄関の外や建物の入り口では、お静かにお願いします。

本日はルームスをご利用いただき、誠にありがとうざいました。
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スペースマーケットのご利用に関するお問い合わせ

お問い合わせ

営業時間 月曜〜金曜 10:00〜17:00

https://help.spacemarket.com/hc/ja/requests/new

ヘルプページ

https://help.spacemarket.com/hc/ja/requests/new

