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使用手引書 

User’s Manual 

1. 当レンタルスペースは土足厳禁です。部屋をキレイにお使い

ください。 

Our rental space prohibits shoes. Please take off your shoes 

when entering. Please respect the space. 

2. テーブル、椅子、備品は自由にお使いください。 

Please Feel Free to use tables, chairs, and other supplies. 

3. お手洗いは 2 か所ございます。１Ｆが男女兼用（主に女性用）。混み合うよう

でしたら２Ｆに男女兼用トイレ（主に男性用）がございます。 

There are 2 restrooms. On the 1st floor there 

is a coed (mainly for female) restroom. If the 

room becomes crowded please utilize the 

coed (mainly for males) restroom on the 2nd 

floor. 

4. 当ビルは禁煙です。スペース内外禁煙です（文京区は禁煙地域です）。タバコ

を吸いたい場合は大きな交差点、交番の向かい側

にタバコ屋さんがございます。 

Smoking is Prohibited in our building, space, and in 

Bunkyo Ward (by law). If you want to smoke please 

go to the intersection, where you will find a tobacco 

store across the street from the Koban (police station).  

5. 部屋を途中退出する場合（昼食、夕食、休憩などで）は必ずカギを閉めて、

当ルームのカギはロックボックスに入れて出かけてくだ

さい。貴重品は必ずお持ちになってください。 

When exiting the room for any reason (i.e., lunch, 

dinner, breaks) please lock all doors, windows, and leave 

the room key in the lock box. Please take any valuables 

with you.  
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退出時手引書 

Manual For Exiting The Room 

1. 原状復帰でお願いいたします。 

Please Set the Room Back to Default 

a. テーブルは⇒の写真通りにお願いい

たします。 

Tables are stacked as seen in the 

picture above. 

b. 椅子 5 脚、畳 2 枚は仕切りの後ろ、

ホワイトボードは仕切りの前に 2 枚置いてください。 

Please place 5 Chairs, 2 Tatami Mats behind the partition, and 2 white 

boards in front the partition. 

 
c. 残りの椅子 35 脚、高椅子 2 脚、プロジェクタースクリーン１つ、フリ

ップチャートホルダー2 本は収納スペースの中にしまってください。 

Please place 35 Chairs, 2 High Chairs, 1 Projector Screen, 2 Flip Chart 

Holders in the storage. 

 
d. 使った備品は発見した場所に戻してください。Please Return any other 

materials/supplies you have used to the original location. 
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2. ホワイトボードは消してください。  

Please clear the white board after using. 

3. ゴミは全てお持ち帰りください。 

Please take all of your garbage home. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.忘れ物のないようにお帰り下さい。Please Bring Everything Home. 

多い忘れ物順位 Lost & Found Ranking 

1 位 食品・飲料 Food & Drinks 22% 

2 位  傘 Umbrella 18% 

3 位 携帯電話 Cell Phones 15% 

4 位 雑誌・新聞・本 Magazines, Books 13% 

4 位 衣服 Clothing 13% 

4 位 メガネ・サングラス Glasses 13% 

7 位 ヘッドフォン Headphones 6% 

 

5．正面入り口、窓のカギを閉めて、最後裏口のカギを閉めて。カギは受け取っ

た場所（人）にお返しください。 

Please lock the main entrance, windows, and backdoor. Please return the keys to 

where you found them or to the staff.  

 

 


