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はじめに

RYOZAN PARK「THE WHITE ROOM」をご利用いただき、

誠にありがとうございます。

本紙「ご利用の手引き」の遵守をお願いいたします。

ご利用の流れ

以降のページで(1)〜(5)の流れを詳しく説明いたします。

(2)入室連絡(1)入室 (3)スペース利用

(5)退室連絡(4)清掃・原状回復



基本情報

●スペース名
RYOZAN PARK巣鴨 THE WIHTE ROOM

●住所
東京都豊島区巣鴨1-9-1グランド東邦ビルB1F

●お問合せ先
event@ryozanpark.jp（平日10-16時）
※緊急連絡先は別途代表者様にお伝えします。

●会場までのご案内

mailto:event@rozanpark.jp


（１）入室方法

①ビル正面のゲートを開けて、スロープを下ります。

②奥の入口扉でパスワードを入力し、解錠します。
※パスワードは、代表者の方にご連絡します。
※本扉はオートロックとなっています。



(例)

event

（２）入室連絡

入室後すぐに、下記まで入室メールを送信ください。

event@ryozanpark.jp

件名： mm/dd (日付)_イベント名_入室連絡
内容：（名前）です。●時●分、入室しました。

mailto:kosodate@ryozanpark.jp
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（３）スペース利用 / フロア案内

「PRIVATEスペース」および「GYM AREA」は

ご利用いただけません。

くつ置き場

貸出しスペース

ゴミ捨て場

トイレ



（３）スペース利用 / 机・椅子の貸出
下記の設備をご自由に利用いただけます。

※傷があった場合は別途請求が発生しますので、

取り扱いにご注意ください。

l 折りたたみテーブル ×10
l 丸テーブル × 1
l イス × 48
l ホワイトボード × 2

収納イメージ

利用イメージ



（３）スペース利用 / 機材の使い方

ご利用シーン別で、機材の使い方をご説明しております。

下記QRコードをスキャンし、説明動画 をご覧ください。

https://onl.bz/DhhsEKP

https://onl.bz/kxShwZf https://onl.bz/Un7Uk9f

https://onl.bz/DmcExaC

https://onl.bz/DhhsEKP
https://onl.bz/kxShwZf
https://onl.bz/Un7Uk9f
https://onl.bz/DmcExaC


メイン電源

マイク2本
(ケース入)

PC接続用
HDMIケーブル
(壁掛け)

typeC-HDMI
変換器

(PC接続用)

スイッチャ

プロジェクター
&スイッチャ
リモコン

ミキサー

DVD/Blu-ray
プレイヤー

アンプ

（３）スペース利用 / 音響機器ブースの中身
プロジェクター投影・マイク・BGM再生のコントロールを

行います。ご利用方法は前ページをご覧ください。



（３）スペース利用 / 有線マイクの接続先

& スピーカーの位置

置き場は下記の通りです。
ご利用後は元の位置にお戻し下さい。

有線マイク
延長コード
黒×2本

スピーカー
Bluetooth

マイク接続イメージ
※利用終了後は必ず元
の位置に戻してくださ
い

有線マイク
接続コード
白×2本

スピーカー×2
鏡の両サイド



（４）原状復帰

机や椅子などをフロアマップの通り、元に戻して下さい。

各スペースのチェック項目を確認し、現状復帰をして下さい。
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清掃用具セット
（掃除機、クイックルワイパー
除菌スプレー、台拭き、床用雑巾）

くつ置き場

机10台イス48脚

エアコン
照明電源



備品

□ テーブルは綺麗に拭いて、椅子と共に元の位置に戻しましたか。

飲食を行った場合は除菌スプレーをご使用下さい。

□ 椅子は同じ色で重ね、スロープに沿いに戻して下さい。

□ 備え付けの機材やコード類は全て元の場所へ戻して下さい。

清掃方法

□ 床は掃除機やクイックルワイパーをしましたか。

飲食を行った場合はウェットタイプのシートをご使用下さい。

※ワイン、ジュース等をこぼしてしまった場合には、直ちに拭いて下さい。

□ 使用済み台拭きと雑巾はバケツへ、掃除機、クイックルワイパー、

除菌スプレーは元の位置に戻しましたか。

□ トイレは備え付けのトイレ清掃用のペーパー等でキレイにして下さい。

床に落ちた紙は拾ってください。次に使う人が気持ち良く使える様にしましょう。

ゴミ捨て （ お申込みされた方以外は、ゴミはお持ち帰りください ）

□ あらかじめ申請し、置いて帰られるゴミに関しては、次ページの通り、

分別し所定の場所に置いてください。

※割り箸、竹串等は別にして下さい。ゴミ袋の穴あき防止のためご協力お願いします。

戸締り

□ 窓は閉めましたか。

□ 忘れ物はございませんか。（スマートフォン、充電器、筆記用具etc..）

□ エアコン、電気は3か所全て消しましたか。（スロープとドアの間、ジム横の柱、ジムの鏡横）

□ 鍵は施錠を確認しましたか。

原状復帰チェックリスト



ゴミ捨て場所

※ゴミ回収プランお申込者のみ

下記フロアMAPの通り、

ゴミの分別をお願いいたします。

可燃ゴミ

ビン・缶・PET

段ボール



(例)

event

（6）退室連絡

退室後、扉の鍵がロックされたのを確認したのちに、
以下へ退室連絡メールを送信してください。

event@ryozanpark.jp

件名：mm/dd (日付)_イベント名_退室連絡
内容：（名前）です。●時●分、退室しました。

mailto:kosodate@ryozanpark.jp


Q窓はあけてもよいですか？
Aご利用いただけます。雨天時と退室時は閉めていただだくようお願いいたします。

Q宅配便は利用できますか？
Aご予約時間内でのお受け取り、発送は可能です。
事前受取・事後発送は承っておりませんので、お客様にて手配をお願いいたします。

巣鴨周辺の宅配持ち込みマップ
URL：https://www.shipping.jp/mochi-komi/1700002.html/

Qプロジェクターのケーブルはありますか？
A HDMI-HDMIケーブル・HDMI-ypeC変換ケーブルのみご利用可能です。
その他、ケーブルはご持参ください。

Q Wi-Fiはありますか？
Aございます。SSID：rzpb1_guest-a PASS：welcometorzpです。
（現地の壁に掲示しております）

Q喫煙スペースはありますか？
A ございます。フロアマップをご参照ください。

Q飲食は可能ですか？
A可能です。ただし清掃とゴミの回収は有料となります。事前にお申し出ください。

Qジムスペースは使えますか？
A 撮影プランの方のみご利用いただけます。
ロールスクリーンでメインスペースと仕切れます。

重いものが多いため、小さなお子様はジムエリアに入らないようご注意ください。

よくあるご質問（FAQ）

http://www.shipping.jp/mochi-komi/1700004.html


ご利用に関する諸注意

ピアノ横の壁画には触れないで下さい。

省エネにご協力下さい。
エアコンの設定温度は夏期25℃以上／冬期24℃以下でお使い下さい。
（経済産業省 資源エネルギー庁の基準：夏期28℃／冬期20℃）
エアコン使用中は外スロープへ通じる扉は必ず閉めるか、カーテンを閉めて下さい。

音響設備と音量について

上層階は、シェアオフィス・アパートメントとなっております。また、隣接ビルは住居
スペースとなっております。大音量や喫煙スペースでの話し声などは、住民の方々のご
迷惑となりますので、節度のあるご利用をお願いいたします。（特に夜間18時以降）

設備の取り扱いについて

器物の破損や、スペースの汚損があった場合は実費をご請求いたします。

以下の行為が発覚した場合、利用途中でも退出をお願いする場合がございますので、

ご了承下さい。

1. 法律に違反する行為または違反するおそれのある行為。
2. 公序良俗に反する行為および猥褻物や違法物の持ち込み・観賞・販売等の行為。
3. 過度の肌の露出や過激なポーズによる撮影。
4. 申込内容と相違するご利用。
5. 常識を超える範囲の物品や機材、荷物の持込み。
6. 近隣住民の方々に迷惑をかける行為
7. 不慮の災害、火災、施設利用に伴う人的・物的事故および持ち込み品の盗難、破損、
紛失については、当施設は一切の責任を負いかねます。

8. 住居スペースへの立ち入り。

お子様連れのイベントを企画される方へ

1.ジムエリアは、非常に重たい機材が多く、危険が伴います。お子さまが遊びに使われま
せんようご注意下さい。

2. 壁画にはくれぐれもお手を触れぬようご注意下さい。
3.衛生上の管理のため、おむつは必ずご利用者様にてお持ち帰り下さい。

※追加でお支払いが発生した場合は、上記内容に沿い再度請求をさせて頂きます。
銀行振込に伴う振込手数料等は申込者様にてご負担をお願いしております。



利用規約同意書

以下のURLもしくはQRコードを読み取り、
同意書にサインをお願いいたします。

https://forms.gle/sUkobrJRMfRU177y5

https://forms.gle/sUkobrJRMfRU177y5

