
まちなかレンタルスペース

ご利用のご案内

◆HP LINK

http://farmers.love/

Farmers

https://www.spacemarket.com/spaces/farmers1/rooms/9fvF9NLFtawW3Eo5
http://farmers.love/


ごゆっくりご利用くださいませ
まちなかレンタルスペースFarmers

Welcome to Farmers



ご利用のルール

1.騒音、マナーについて

住宅街にあるため、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。 施設付近でのマナーも

お守りください。近隣からのクレームがあった場合、ご利用を中止と違約金１万円をお支払いいただきます。

2.原状復帰にについて

ご利用後は現状回復をお願いいたします。利用時間内に原状復帰をするため、ご利用終了15分前には片付けを開始してください。

3.ゴミについて

ゴミや持ち込み品などはすべてお持ち帰りください。ゴミや持ち込み品が残っていたり、次のお客様からご指摘などがあった場合

（汚れ、異臭含む）などは、利用規約に基づき違約金１万円をお支払いいただきます。530運動のためにもご協力お願い致します。

4.喫煙について

当スペースフロア内、屋上含めすべて禁煙となります。外の商店街の喫煙所をご利用ください。（タバコのポイ捨て厳禁です。）

5.破損・汚損について

備品や設備を破損汚損された場合、スペースマーケット利用規約に基づきお客様のご負担となりますので、ご了承ください。

6.その他、お問い合わせ

・利用規約に反する利用が確認された場合は、スペースマーケット利用規約に基づき厳格にご対応させていただきます。

・ご利用者自身でのトラブルやケガなどにつきましては一切の責任をもちませんので、ご注意くださいませ。

当日の緊急連絡先：090-4533-0551 担当：木村和明 または、LINEまで→

Farmersをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
無人でのご利用となり、入室・準備・片付け・退出などすべてセルフサービスとなります。（飲食物、グッズ、機材持ち込みOK）
当スペースを皆さまに気持ちよくお使いいただくために、下記のご案内お守りください。



MAP： 〒４４０－０８８８
愛知県豊橋市駅前大通３丁目１１８－６ 水上ビル大豊商店街 Farmers2,3,RF

JR豊橋駅より徒歩10分

豊橋駅改札を出て右側

→PLAT劇場前の

水上ビルのアーケードを進み

大豊商店街｢KEN｣さん裏の

入口から階段を登って2Fです。

・スペースに駐車場はありません。

公共交通機関か近隣コイン

パーキングをご利用くださいませ。

・お買い物は、豊橋駅構内やコンビニ

水上ビル商店街が便利です。

川の上に建つレトロな水上ビル商店街

を散策しながらおこしくださいませ。

TOYOHASHI

STATION

Farmers

みずのうえ

PLAT

水上ビル

入口

KENさん

上2F,3F

P

P
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https://www.google.com/maps?ll=34.763194,137.385909&z=17&t=m&hl=ja&gl=US&mapclient=embed&q=34%C2%B045'43.0%22N+137%C2%B023'16.7%22E+34.761940,+137.387982@34.7619397,137.3879816


豊橋駅からの道順

1.JR豊橋駅改札を出て右へ
東口広場を出てさらに右へ

2.芸術劇場PLAT前
の水上ビル到着！

壁絵本とレトロな
商店街を散策♪

表側から：4.大豊商店街のみずのうえ横をはいり裏側へ

3.水上ビルの
表側か裏側の
アーケードを
まっすぐ進む

6.黒い黒板が目印
こちらの扉より２F入口に
お越しくださいませ。

Farmers

入口

1F KEN

表側 裏側

1F KEN

1F みずのうえ

1F みずのうえ

2,3,RF

Farmers

裏側から：5.1F KENさん上2,3,RFになります。

Farmers

豊橋駅より 徒歩10分 水上ビル内にあります。
※駐車場は近隣コインパーキングをご利用くださいませ。

1F 三徳



鍵の解錠＆施錠方法 解錠番号４桁数字はご予約後に個別連絡いたします
〈解錠方法〉

鍵は、２Fにあがり、トイレ前の赤いバルブに設置されているキーボックスの中に入っております。

ご利用後はキーボックスに鍵を戻し、ナンバーを別の番号にしてください。

※鍵の紛失時は交換代 5000円となりますのでご注意くださいませ。

1. ナンバーをあわせる

2. 下向きに開閉1．1F階段をあがり2Fへ
右側に階段照明あります。
ブレーカーはすべてONにしています
帰りもONのままでOKです。

夜暗い場合は入口

LEDランタンをご利

用くださいませ➡

階段照明

ブレーカー

2．2Fトイレ赤いバルブ前のキーボックスのナンバー
をあわせる。（数字）下向きにあけて、鍵を
取り出します。
※鍵の紛失はご注意ください

3．グレーの扉に鍵を差し、まわしてロック解除
扉を少し上にあげながら引き戸をあけます。
（左右どちらでもあきます。）

4．中にはいり照明をつけてご利用ください。

照明

カギ

2Fトイレ

キーボックス

階段で２Fへ

ランタン

ブレーカーが落ちた場合は
１F入口右上のこちらをON

１F入口



照明のつけかた２F はいってすぐカウンター照明をONにして、
奥に進み、階段下 タンス壁 横黒板の
スイッチをONしてください。
暗い際は、LEDランタンをご利用くださいませ

夜暗い場合は入口

LEDランタンをご利

用くださいませ➡

階段下、タンス前へ

奥に進み左側階段へ

はいってすぐ、カウンターの

照明をONにします。

照明

カウンター

照明ON

２Fフロア照明

３Fへの 階段下タンス前

黒板かべのスイッチをON

２Fを奥に進み、３F階段下まで

進みます。

２Fは備品置き場として

メンテナンス中です。



照明のつけかた３F

照明

TV前にの照明リモコンをエアコン側にONでつきます
その他、ソファー、フロア間接照明があります。
トイレ、シャワールーム、キッチンなどの照明も
ありますので、ご自由にご利用くださいませ。ソファー照明

携帯充電

リモコンはTV前

トイレ照明

スタンド照明

テーブル照明＋アレクサ

＋タッチ式プロジェクター

照明リモコン＋α

エアコンに向かってON!

トイレ

階段照明

シャワー

洗面照明

間接照明



照明のつけかたRF ３F階段を上がった右の壁のSWをONしてください。
左の扉を開けて屋上に出られます。オレンジの箱に
照明グッズがありますので、屋上のコンセントに
タップをさして照明をつけてご利用くださいませ。

屋上では絶景の中

BBQやキャンプ体験

が楽しめます♪

３Fをあがった壁

右側にSWがあります。

左の扉をあけると

屋上に出られます

RF右照明SW RF照明Sグッズ

コンセント

屋上扉

キャンプグッズ

コンセントタップ

LED電球

水道

■内容

タープ

テーブル

椅子

テント

BBQグリルなど

(有料レンタル)



料金のお支払い方法 下記いずれかでお支払いくださいませ
①現金：ガラス現金置き場内にいれてください。
②PayPay：QRコードにてお支払いください。
③振込み：ゆうちょ銀行 038 普通 5766376まで
④スペースマーケット：クレジット決済
その他、不明点はご連絡くださいませ。

３Fソファー置くに料金の支払い

場所があります。

QR

ガラス現金置き場

PayPay
こちら

現金

◆HP LINK

http://farmers.love/

https://www.spacemarket.com/spaces/farmers1/rooms/9fvF9NLFtawW3Eo5
http://farmers.love/


備品一覧
スペースに設置してある備品・エアコン等はすべてご利用可能です。
セルフ準備で、使用後は電源を切り、もとにお戻しください。
※破損などの場合は、必ずご連絡くださいませ。

MUSIC

携帯充電器

100ｲﾝﾁｽｸﾘｰﾝ

プロジェクター

こちらの中

TV 65ｲﾝﾁ４K

32ｲﾝﾁTV

ｱﾗｼﾞﾝﾌｧﾝﾋｰﾀｰ

ｱﾗｼﾞﾝ

ｽﾄｰﾌﾞ

※火器注意

キャンプグッズ一式

レンタル費用あり

ﾃﾞﾛﾝｷﾞ

ｵｲﾙﾋｰﾀｰ
ｴｱｺﾝ

ﾘﾓｺﾝ

ﾘﾓｺﾝ一式

※PS4含む各種ゲーム機本体はありますが、

DVD、ゲームソフトは持参となります。



キッチン
簡易キッチンがあります。下記にあるものは使用可能ですが、ご利用後は
キレイに洗って元の位置にお戻しくださいませ。原状復帰でお願いします。
※余った食材、ゴミなどもすべて持ち帰りとなります。530にご協力ください。

IHコンロ

トースター

電子レンジ

冷蔵庫

冷凍庫

包丁、まな板

トング、箸

おたま、

フライ返し

オープナー

ｶｸﾃﾙｾｯﾄ

など

ｶｾｯﾄｺﾝﾛ、土鍋

ﾎｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ

フライパン

ゴミ袋など

フライパン、焼きあみ、コンロ

燃えるゴミ（大）、ビン、カン（小）

100均(コップ、箸、ストロー、皿)

清掃道具：キレイキレイ、スポンジ

キッチンタオル、ウェットティッシュ

サランラップ、アルミホイル

調味料（油、塩コショウなど）

※不足品は各自お持ち込みください。



洗面,シャワー,トイレなど ３Fにトイレと洗面があります。
ご自由にご利用くださいませ。
※シャワーはメンテナンス中です。

鏡あり

シャワーは

メンテナンス中です。

各フロア、電気をつけてご利用くださいませ。

ご使用後は最後に清掃をお願いします。

３F

洗面、シャワー トイレ

キッチン

SW

トイレ

SW

※注意：連続使用で止まります。

水は２Fポンプでためているので、連続で使い切ると

再度たまるまでに時間がかかりますのでお時間がか

かります。

節水にご協力お願いいたします。

※水の連続利用にご注意ください。



ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ、Wi-fi、設備など ・インターネットとWi-fi、有線LANあり
・HDMIケーブル、VGA、音声ジャックあり
・プロジェクター、スクリーンTVあり
・大型TVでYouTubeやネット番組みれます
★テレワークやオンラインライブなど可能

ルーター

◆備品

・単焦点プロジェクター

・ミニスピーカー

・各種ケーブル

などがはいっています。

（破損と音量にご注意ください、）

無料Wi-fi (有線LANもあり)

ID:ater,-f01846-g/a

Pass:25eb6ebd0b0e3

プロジェクター類

100インチスクリーン

65インチ４K TV



片付け方法

片付けはご利用終了15分前を目安に開始してください。

1. 利用したキッチン設備/食器などは洗浄・乾燥・戻しをお願いします。

2. 掃除機、クイックルワイパーを利用して床掃除をお願いします。

3. 机や椅子、小物を動かされた場合は、元のレイアウトにお戻しください。

4. 設備機材は電源を切り、元の位置にお戻しください。

5. 机の上は拭いて、使用機材などは元に戻してください。

6. ゴミは分別し、袋に分けて、各自お持ちかえりください。

※残った食材は冷蔵庫に残さず、全てお持ち帰りください。

1. 臭いが残っている場合は換気とファブリースをしてください。

2. エアコン、電気等の電源をオフにしてください。

3. 玄関のドアを施錠し、キーボックスに鍵をお戻しください。
掃除用具は３Fのトイレ前、
キッチンIH下にあります。

※片付けや現状復帰が不十分な場合、備品や設備を破損汚損
された場合、スペースマーケット利用規約に基づき
お客様のご負担となりますので、ご了承くださいませ。



現状復帰の図
お帰りの際は必ず机・椅子・小物を元の場所にお戻しください。
ゴミはすべて持ち帰りとなります。530ご協力お願いします。
原状復帰後、照明をOFFにして、鍵を締め元にお戻しください。

ソファー、照明、 ３Fリビング全体 ダイニング、いす、テーブル、家電

キッチンIH、食器など キッチンシンク、備品、ゴミなど 電気を消して、鍵をしめて、戻す。



フロアガイド １F ◆１F

・裏側に入口があります。
※１FはショップKENさんです。

・右側に階段照明と配電盤があります。
→ブレーカーが落ちた場合はONにしてください。

配電盤、照明

階段

入口

Farmers



フロアガイド ２F ・備品置き場となります。(レンタル可)

鍵を開けて、通路を進み３Fへどうぞ。

キーボックス

２F照明



フロアガイド ３F 【メインルーム】各種設備、備品、照明あり
ごゆっくりお過ごしくださいませ(^^)/

掃除用具

取説

照明、リモコン

Wi-fi、ネット↓

料金

ス
ク
リ
ー
ン



フロアガイド RF 【屋上】絶景のなかBBQが楽しめます。
⛩神社パワースポットあり⛩

水道

照明

電源

庭、花壇
グリル

レンタルグッズ

キャンプ道具

備品

神社⛩

ペット可🐶

BBQ

グランピング



Contact   

Farmers

この度は”Farmers”をご利用いただき

誠にありがとうございます.

ごゆっくり楽しいお時間をお過ごしくださいませ

◆HP LINK

http://farmers.love/

http://farmers.love/

