
レンタルダンススタジオ

Hikari

■Wi-Fi■

SSID：aterm-cb7ba8-g

aterm-cb7ba8-a

PASS：61d3c3e7f2dc6
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築地店 アクセス

有楽町線
新富町駅

1番出入口を出て

中央区立京橋図書館に
沿って築地方面へ

なか卯の隣に地下に通じ
る階段があります。

鍵については
次のページ参照

出口 4

有楽町線
新富町駅

日比谷線
築地駅

日比谷線築地駅4番出口
を入船橋方面へ歩き
ファミリーマートを左折

住所：東京都中央区築地2丁目1-17 陽光築地ビル 地下1階



ご利用手順

1. ご予約が完了しましたら開始時間より入室可能となります。

2. 予約が連続している場合など、入室された際、前にご利用の方が無

断で延長している場合があります。その際はお手数をおかけいたしま

すが、本予約情報を見せて、速やかに退出する旨お伝え頂くようお願

い申し上げます。

3. 入り口に照明スイッチがございます。

4. スタジオ利用中は必ず換気扇をつけてください。

5. 必ず退出時間は厳守してください。退出時の清掃、および電気オフ

にご協力ください（エアコンも消してください）。

6. 忘れ物がないようご注意ください（予約なしでの再入室は不法侵入

となる為、取りに戻るには再度の予約が必要となってしまいます）。

7. お疲れさまでした。またのご利用をお待ちしております。
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Sony スピーカー Android™搭載スマートフォンまたはiPhoneをBLUETOOTH接続する

https://www.sony.jp/ServiceArea/impdf/pdf/50129610M-JP.pdf

①（電源）／PAIRING
ボタンを押し続ける。

② Android搭載スマートフォン
またはiPhone/iPod 
touchでペアリングの操作

③ 画面の指示に従って操作し、
BLUETOOTH接続する

BLUETOOTHランプが点滅から
点灯に変わります。

スピーカーから音声ガイダンス
が流れ、BLUETOOTHランプが速
く点滅を開始します
ペアリングモード

1.［設定］をタッチする

2.  Android

［無線とネットワーク］-

［Bluetooth］をタッチ

iPhone/iPod touch

［Bluetooth］をタッチ

3.［SRS-XB23］をタッチ

4. Bluetoothに繋がりにくい場合

は、一度お持ちのディバイスを再
起動やリンク先を一度削除・再接
続してください

※次の利用者のために
充電を行ってください。



気持ちよく使うための4つの大原則ルール

1.時間厳守（5分前行動）

2.土足厳禁（黒色のスニーカー禁止）

3.スペース・備品を大切に利用

4.ゴミは持ち帰り・電気は消灯
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室内/ベランダ 禁煙

発見した場合、3万円を請求させて頂きます。
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土足禁止

発見した場合、3万円を請求させて頂きます。
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ゴミ放置禁止

除菌シート・クイックルワイパーシート以外のゴミはお持ち帰りください。
ゴミ放置を発見した場合、3万円を請求させて頂きます。
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賠償請求額について

賠償請求対象となるケース 賠償請求額

1 近隣からのクレーム（騒音等）につながる行為 30,000円

2 室内/近隣にゴミを放置 30,000円

3 鍵の紛失 ※お持ち帰りも含む 30,000円

4 セルフクリーニングが不十分な状態で退出 30,000円

5 匂いの強い食品や調理によって匂いが取れなくなった場合 30,000円 + クリーニング費

6 無断で延長・早めの入室 ※Web上で延長手続き可能です 30,000円 + 利用料の3倍

7 室内及び共有部での喫煙/ベランダへの吸い殻の放置 30,000円

8 その他施設の運営継続に支障をきたす行為（防犯カメラの向きを変える等） 30,000円
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ご利用上の注意 ①

• 当スタジオは土足禁止です。室内履きをご用意ください。土足利用を発見した場合、清掃費用として

3万円を請求します。（ヒールでご利用される場合は、ヒールカバーをつけるようご配慮ください。）

• 当スタジオ内での喫煙、食事は禁止です。飲み物は構いません。

• 当スタジオ内での喫煙、飲酒等他のお客様への迷惑行為を発見した場合は

罰金3万円を請求します。

• 当スタジオではフラメンコ、タップダンス等の使用は不可とさせて頂いております。

• アンプ・スピーカー等、音を大きくする機材の無断持ち込みは禁止です。

• ペット・動物の持ち込みは禁止です。

• 床・壁・天井への、釘・ネジ・接着剤等の使用は禁止です。

• 発火性・爆発性を有する危険物の持ち込みは禁止です

• 公序良俗に反する行為（器物の破壊、悪質な迷惑行為、薬物の持ち込み・使用など）は禁止です。

• ゴミは必ずお持ち帰りください。
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ご利用上の注意 ②

• ご利用時間には、セッティング・後片付け・着替え等の時間も含まれます。

• ご利用時間を越えた場合（次の利用者に迷惑がかかった場合）は、超過料金及び迷惑料として

3万円を頂きます。

• ご利用中に入退室する際は、音量を小さくして、周りに迷惑かけないよう御注意ください。

• スタジオ内の設備・備品等を破損損傷された場合、修理代金を利用者にご請求させて頂きます。

• ご利用中、当スタジオスタッフが管理上立ち入る場合も御座いますので、ご了承ください。

• 当スタジオに駐車場はございませんので、最寄りのコインパーキングをご利用ください。

• Wi-Fiネットワークに接続するためのパスワードは下記です。

■Wi-Fi■

SSID：aterm-cb7ba8-g

aterm-cb7ba8-a

PASS：61d3c3e7f2dc6
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ご利用上の注意 ③

• 当店は防犯カメラを設置しています

セキュリティの都合上、防犯カメラを設置しています。ご了承の上、ご予約ください。

設置場所：お部屋の天井

お着替えは脱衣所をご利用ください

設置目的：

入退出時間管理

(早めの入室や無断延長での利用がないか不定期にチェックしています)

備品破損時の保険請求の際に証拠画像として使用します。

万が一の事故事件発生等で警察から要望があった場合には画像を提出します。

常時の監視は行なっておりません。

録画画像はクラウド上に一定期間保管されます。

いかなる理由でも施設ご利用者様への録画画像の提供は行いません。
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レンタルスタジオHIKARI

高田馬場店

広さ：20㎡

アクセス：山手線高田馬場駅

戸山口徒歩10秒

住所：新宿区高田馬場4丁目4-1 

M-haus 301

ダンス全般/演劇/撮影等可能

東高円寺店

広さ：27㎡

アクセス：丸の内線東高円寺駅

徒歩1分

住所：杉並区和田3丁目39-10 

エレガンス東高円寺101号室

ダンス全般/演劇/撮影等可能
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レンタルスタジオHIKARI

新宿三丁目店

広さ：18㎡

アクセス：丸の内線新宿三丁目駅

E1出口徒歩2分

住所：新宿区歌舞伎町2丁目8-12 

新宿グリーンプラザ 203

ダンス全般/演劇/撮影等可能

西新宿店

広さ：25㎡

アクセス：新宿駅D5出口

徒歩20秒

住所：新宿区西新宿7丁目10-17 

新宿ダイカンプラザビルB館 601

ヨガ、ピラティス、フラダンス、ベリーダンス、

ストレッチ、美容、演劇専用スタジオ

注意 激しい
ダンス禁止
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レンタルスタジオHIKARI

築地店

広さ：50㎡

アクセス：有楽町線新富町駅

1番出口徒歩1分

住所：中央区築地2丁目1-17 

陽光築地 地下1階

ダンス全般/演劇/撮影等可能

市川店

広さ：18㎡

アクセス：JR総武線中央線市川駅

出口1徒歩1分

住所：市川市市川1丁目2-8 

阿部ビル 4階

ダンス全般/演劇/撮影等可能



レンタルスタジオHIKARI

渋谷店

広さ：28㎡

アクセス：JR渋谷駅 A0出口徒歩2分

井の頭線渋谷駅 西口徒歩2分

住所：渋谷区道玄坂2丁目20-26

藤和エクシール道玄坂 104号室

ダンス全般/演劇/撮影等可能

新大久保店

広さ：18㎡

アクセス：JR山手線新大久保駅

徒歩3分

住所：新宿区百人町1丁目3-25 

ホワイトコート新宿 105号室

ダンス全般/演劇/撮影等可能
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高田馬場店 アクセス

JR山手線
戸山口
徒歩10秒

JR山手線・西武新宿線・
東京メトロ東西線
早稲田口
徒歩2分

東京メロンパン
とクリニックの
間の道を曲がる

M-haus B.L.D

301号室に
ダンススタジオ

カラオケ
BIG ECHO

を左折

住所：東京都新宿区高田馬場4丁目4-1
M-haus B.L.D 301号室
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東高円寺店 アクセス

丸の内線
東高円寺駅

1番出入口を出て右方向

エレガンス東高円寺
101号室に

ダンススタジオ

住所：東京都杉並区和田3丁目59-10
エレガンス東高円寺101号室
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新宿三丁目店 アクセス

セブンイレブンと

ラーメン貴太郎の間の道
を右折

丸の内線
新宿三丁目駅下車後

E1出口へ徒歩3分

E1出口を出て
左折徒歩1分で

新宿グリーンプラザ

E1

出口

新宿グリーンプラザ
203号室

住所：東京都新宿区歌舞伎町2丁目8-12
新宿グリーンプラザ 203号室
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西新宿店 アクセス

セブンイレブンの

左側に新宿ダイカンプラ
ザB館があり601号室に

スタジオ

新宿駅
D5出口

西部新宿線
新宿駅前 出口2

D5

出口

出口
2

住所：東京都新宿区西新宿7丁目10-17
新宿ダイカンプラザビルB館 601号室
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築地店 アクセス

有楽町線
新富町駅

1番出入口を出て

中央区立京橋図書館に
沿って築地方面へ

なか卯の隣に地下に通じ
る階段があります。

出口 4

有楽町線
新富町駅

日比谷線
築地駅

日比谷線築地駅4番出口
を入船橋方面へ歩き
ファミリーマートを左折

住所：東京都中央区築地2丁目1-17 陽光築地ビル 地下1階



市川店 アクセス

中国料理屋の隣にある
赤松産業の看板下に
階段があります

4階まで上がってください

市川駅北口を出て
右側に線路に沿って

阿部
ビル

JR市川駅
北口

住所：千葉県市川市市川1丁目2-8 阿部ビル4階
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渋谷店 アクセス

井の頭線渋谷駅
西口を出て
道玄坂方向へ

JR 渋谷駅

住所：東京都渋谷区道玄坂2丁目20-26 藤和エクシール道玄坂 104号室

井の頭線
渋谷駅西口

しぶや百軒店の鳥居
（カラオケ店とケバブ
店の間）を右に曲がる

ローソン右手の上り坂
を曲がると、当スタジ
オの建物です。

A0

A12
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新大久保店 アクセス

オレンジ色
『ホシギ2羽チキン』
と黒色『Luna』の
間道を右折

JR 新大久保駅

住所：東京都新宿区百人町1丁目3-25 ホワイトコート新宿 105号室

JR新大久保駅改札を

右側（大久保通り）
沿って真っ直ぐ進む

1階に『 Neul Coffee & Desert』

があり、手前に建物入口から
入ってください。



“

”

HI KA RI

This word means… Light

Brightnes

Brilliance

A ray of hope

Beautiful

Sparkle


