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GREENROOM江古田
ご利用ガイド

この度は、ご予約ありがとうございます。
基本的な施設の使い方をご紹介いたします。
何かありましたら。

管理人 岩田健吾
ご連絡は予約されたサイトの
メッセージ機能でお願いします。

鍵の開け方

鍵は建物の向かって右側の柱の裏に
かけてあるキーボックスに入ってい
ます。
キーボックスからとりだして、開錠。
使用後は施錠してからもとのキー
ボックスに入れてください。

①キーボックスはスペース右脇壁にあります。
②ナンバーを合わせて、スイッチをずらせば開錠します（ナンバーは別途メッセージ参照）
③ご利用後、片付け＆清掃が完了したら施錠をしてください。
④使用後は鍵を元に戻して、ナンバーをランダムに回転させてください。
⑤エアコンと照明のオフにご協力ください。

＊ブレーカーは絶対に落とさないでください。
⑥利用途中で誰もいなくなる場合は必ず施錠してください。

⑦片付け・セルフクリーニング・施錠を完了してから退去してください。
⑧退去後、メッセージに、鍵返却、清掃の完了、退去した旨を送信して
ください。送信後はそのままお帰りになって結構です。

鍵置き場案内

当スペースは皆様が使用した後、清掃していただくスペースで、
（管理人も週に何回か清掃しますが）皆様の善意で営業しています。
色々ルールが多くてうるさい事を書いていますが、綺麗に使っていただいて、
皆様が自由にリーズナブルにご利用していただきたいというのが思いです。
固いルールが多い分、リクエスト等には柔軟に対応していきたいと思いますの
でよろしくお願いいたします。

p.1

緊急時連絡先
080-4112-5854
kenvkenvkenv@gmail.com

ポストはキーボックス
ではありません。

こちらが
キーボックスです。



有料オプションの使用に関して

〇危険ですのでガラス・陶器等の割れ物の持ち込みはご遠慮ください。
プラスチックの食器ご利用ください。

〇バスタオルは別の有料オプションになっております。
○シャンプー・トリートメント・ボディーソープは多分あります。
○利用後はお湯を抜き、浴槽内を洗い流して原状復帰をお願いいたします。

☆以下の入浴剤等はジャグジー故障の原因となりますので固く禁止します☆
備え付けのバブルバスをご利用ください。

＊ゲル状の入浴剤（ゼリー風呂・ローション風呂、粘土系等）
＊硫黄系（湯の華、温泉の素）、酸(炭酸系バブやバスクリン)、アルカリ系、オ
イル・アルコール・塩を含む入浴剤（バスソルト、バスオイル等）
これらを使用して故障した場合は実費（管理人緊急対応費用２万円＋ジャグジー
修理費用・休業補償等）請求いたします。

・ジャグジー

〇申し込みなしで有料オプションを無断使用した場合は正規料金ｘ２＋緊急対
応費2万円請求いたします。

〇追加オプションからお申込みください。別途使用方法ご連絡いたしますので、

○設備を破損させた、お客様がケガをした場合はご連絡ください。
基本的には設備を破損させた場合は利用規約にのっとりお客様に弁償していた
だくことになりますが、場合によりケガや設備の破損は保険適応になる可能性
があります。状況を写真に撮影し証拠を残す必要があるので、設備破損時に管
理人に連絡をしてください。無断で放置すると自分で弁償することになります。

保険は予約されたサービス会社（スペースマーケット等）の契約となります
保険に関して詳しくは予約されたサービスのＨＰを参照してください。

p.2

オプション利用時の注意点



・プロジェクター＆スクリーン

ご利用手順
①スクリーンを開錠します。
＊番号は別途連絡いたします。連絡がない場合はお問い合わせください。

②スクリーンのバンドをはずして、スクリーンを広げます。
（優しくしないとワイヤー切れるかもしれないです）

③スペース入口にあるプロジェクターのスイッチ（照明ス
イッチ）を押します
④リモコンでプロジェクターの起動を行います。
⑤HDMIケーブルをブルーレイプレイヤーかお持ち込みいただ
いた機器に接続します。
⑥音が出ない場合は音声がドルビー出力もしくはボリューム
が０になっている可能性があります（ドルビー非対応）
⑦利用後はケーブルを巻取。
スクリーンも巻き取り、バンドで結束、
必ず施錠してください。

p.３

有料オプションの使用に関して

この位置で施錠
お願いします

プロジェクター電源



・ホットプレート

ご利用手順
①カウンター上にホットプレートとタコ焼き機ございます
②ご利用後は鉄板・タコ焼きプレートを洗って、キッチン
ペーパーで水気をとり、コンセントプラグとまとめて、元の
場所に戻してください。（カウンター上）

2019/3/1
現在鍵が壊れていますので、お申込みいただいたら気にせずご利用くださ

い。

p.４

有料オプションの使用に関して



☆ジャグジー利用 ¥3,000
詳しくはご利用ガイドごらんください。

☆バスタオルレンタル ¥500（要事前申し込み）

1枚あたりの値段ですご利用枚数分お申し込みください。

☆ゴミ捨てプラン ¥2,000
裏庭コンテナに1セットあたり合計2袋までゴミを捨てられるプランです。

☆裏庭喫煙プラン ¥100
裏庭の灰皿で喫煙したい方のためのプランです。狭いです。

☆本格撮影補助機材 ¥2,000
高演色ライト・レフ板・背景スタンド等のセット、コスプレするなら必須！２Fにおいてあります。

☆プロジェクター ¥1,000
100インチスクリーンで映画やゲームを是非！

☆大型ホットプレート ¥1,000
オシャレな大型プレートBruno grande、タコ焼きもできます。５人以上ならこちらオススメ

火災の危険が有るので１階でのみお使いください。

☆タコ焼き機 ¥500
小型タコ焼き機 2・３人ならこれで十分！

火災の危険が有るので１階でのみお使いください。

☆お鍋＆すき焼きセット ¥1000
ガスコンロとお鍋とすき焼きのセット

空のガス缶は裏庭のコンテナ脇に置いておいてください。

火災の危険が有るので１階でのみお使いください。

☆ガチお料理包丁セット ¥500
出刃・柳刃・牛刀（ステンレス）砥石等のセット

普通の包丁は無料です。片刃に慣れている人がお使いください。特に出刃は危険です。

☆人生ゲーム ¥300
人生ゲームダイナミックドリーム！

パーツが足りなかったらメッセージください。

☆ジェンガ＆UNOセット ¥300
長い夜を楽しむならこれ！

☆ベイブレードスタジアム¥50 （要問合せ)

ゴーシュート！

☆ツイスター ¥500
パーティーの最終兵器

有料オプション一覧 2018/12/20時点

上記は予告なく変更になる場合があります。
最新の情報は予約されたサービスのHPでご確認ください。
無断でのオプション利用は通常の利用料金の二倍料金と、緊急対応
費20,000円を請求いたします。 p.5



☆鍋やたこ焼き、匂いの強い作業等を行う方は使用中・使用後、換気扇を付けっぱ
なしでお願いします。 匂いが気になる方はファブリーズを備品箱にご用意してま
すのでご利用ください。

☆鍵の紛失・未返却・キーボックス以外への返却は実費（スペアキーおよびキーシ
リンダーの交換費用 約4万円）ご請求いたします。
（紛失したことのご報告なければ、その後の使用者にもご迷惑かかります。その際
の対応費用も併せてご請求いたします。）

☆キッチンや食器、調理器具は使用後、洗い物まで時間内でお願い致します。
・キッチン用品や食器類を使用後放置した場合は清掃料として２万円徴収します。

☆原状復帰
・無許可でゴミや装飾、機材、食品等を放置した場合は緊急清掃料として２万円

徴収いたします。パーティーデコレーションした場合も元に戻すようお願いします。
☆喫煙（グローやアイコス含む）禁止
・室内での喫煙が発覚した場合は脱臭・清掃料金として3万円徴収致します。
・裏庭に灰皿用意いたしますので、裏庭喫煙オプションをお選びください。
・VAPEやプルームテック等の水蒸気タイプは室内でご利用いただけます。

☆室内録画中
・トラブル防止のため防犯ネットワークカメラを設置しております。
・意図的に防犯カメラ・wifi・騒音計をふさいだり、破損させる、電源を抜いた場
合はその場で使用を中止していただきます（返金はありません）。事件性があ
ると判断した場合は警察に通報します。

☆騒音計計測中
・騒音を伴うご利用はご遠慮ください。
・深夜に75db(A)を超える騒音でのご利用があった場合は利用を中止・退去してい
ただく事がございますのでご注意ください。

☆窓・ドア解放禁止
・窓・ドアを開けてのご利用は絶対にしないでください。
・エアコン・換気扇をご利用ください。

☆２Fで火気を使用する調理（鍋やたこ焼き含む）を行わないでください。
☆屋内でロウソクや燃料や炭、薪を燃やさないでください。
NG：キャンドル、炭、薪、ガソリン、アルコール燃料、火薬、花火、OD缶等
OK：カセットガスコンロ、電気コンロ、ホットプレート、IHコンロ

上記燃料を使用して設備に損害出た場合は実費請求いたします。

☆設備を破損させた、お客様がケガをした場合はご連絡ください。
基本的には設備を破損させた場合は利用規約にのっとりお客様に弁償していただく
ことになりますが、場合によりケガや設備の破損は保険適応になる可能性がありま
す。状況を写真に撮影し証拠を残す必要があるので、設備破損時に管理人に連絡を
してください。
保険は予約されたサービス会社（スペースマーケット等）の契約となります
保険に関して詳しくは予約されたサービスのＨＰを参照してください。

利用上のご注意・禁止事項

p.6



・ご利用時間の開始＆終了に関してこちらから特に連絡はありません。
・無許可での時間延長は厳禁です。

☆終了時刻30分より前に延長したい場合
スペースマーケットご利用でしたら利用開始時刻の30分前までならシステムから
新たな予約ができます。
他のサイトからご予約の方はまずは管理人にご連絡ください。

延長料金
10～17時 2,500円/1h
17～23時 4,000円/1h
23～翌10時 5,000円/1h
管理維持費500円/延長申請毎
＊最新の情報は予約されたサービスのHPでご確認ください、

☆終了時刻30分前を過ぎてから延長したい場合
→管理人に電話かメッセージで連絡し、許可をとってください。

☆管理人と連絡が付かない場合
→ごめんなさい。延長はできません。次回は余裕をもって予約してください。

○時が過ぎるのを忘れて無断で延長してしまったとき
・許可無しでの延長は、延長した時間に対して通常の2倍の利用料金と管理料2000
円を追加で請求いたします。
・次のお客様がスペースに来場し、他のお客様が予約時間に直ちにご利用できない
場合に陥った時は、上記に加え更に次のお客様のご予約金額と同額を丸々請求しま
す。

☆一生懸命片付けしてたけど、ちょっと退出が遅れてしまいそう！ラッキーな事に
次のお客さんは来てない！
→まずは連絡をしてから、急いで、慌てず、落ち着いて片付けと清掃をして退出し
てください。少しくらい仕方ないです。
次のお客さん来るかもしれないので次は気をつけてください。

延長方法

p.7



周辺ガイド

住所 ＊こちらが正確な住所になります。
東京都練馬区旭丘1-19-3 GREENROOM江古田でGoogle等で検索すれば出ます。
駐車・駐輪スペースございません。自転車は通行の邪魔にならないように駐輪してください。
公共交通機関かタクシー、コインパーキング等をご利用ください。

周辺お買い物情報
☆当スペース GREENROOM江古田

＊デリバリーは別紙参照してください。
この情報は2019年1月時点のものです。必ずご自分でご確認ください。

①

②

③
④

⑤

⑥

⑦

⑦

⑦

⑧

⑨

⑪

⑩

⑫
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① ファミリーマート スペース最寄りのコンビニ 24H営業

② セブンイレブン 24H営業

③ 東長崎東急ストア 東長崎駅で買い物するならココ 9:30-23:00

④ キャンドゥ東長崎店 100均 パーティーグッズ有 10:00-21:00

⑤ エスカマーレ江古田 スーパー（酒類取扱無） 10:00-20:00

⑥ アサヒヤワインセラー おしゃれな酒屋 営業時間要確認 11:00-21:00

⑦ まいばすけっと コンビニとスーパーの間の規模 7:00-24:00

⑧ ビッグ・エー スペースからは遠い安売りスーパー 24H営業

⑨ やきとりキング 商店街のカラアゲ＆焼き鳥屋 09:00-20:00

⑩ TSUTAYA       江古田駅前のビデオ屋さん 10:00-25:00

⑪ サミット そこそこ広い 09:00-23:00

⑫ マルエツ新江古田 そんなに広くない新江古田最寄り 06:00-25:00

⑬ 江古田湯 レトロな銭湯 水曜定休 15:00-24:30

最寄りのタクシー会社 コンドルタクシー 03-5984-2001

ワゴンがあるタクシー会社 KMタクシー (下落合) 03-5530-6001

⑬



入口

ジャグジー

WC

TV

テーブル

ロ
ー
テ
ー
ブ
ル

２
Fへ

２
Fへ

１F平面図

2F平面図

室内レイアウト図

ざっくりとした寸法なので誤差ありますが。
１F 35m2
ジャグジー５m2
２F 20m2
・家具の移動は可能ですが、使用後は本図を参考に原状レイアウトにお
戻しください。だいたい整頓されていれば良いです。
・大きなレイアウト変更を予定されている方は利用前に一声おかけくだ
さい。

p.9

カウンター
キッチン

脱衣用
カーテン

冷蔵庫

洗面台

裏庭



チェックリスト
①テーブルは食べカスや油汚れが無いように、布巾で拭く
②床、テーブル下等のゴミ・毛髪・食べカス等は、掃除機、コロコロ等で掃除
③クッション、ブランケットに付いたゴミや毛髪をコロコロで清掃
④シンク内、キッチン、電子レンジ、洗面所、トイレの汚れを掃除する
⑤ジャグジーの水をぬいて、シャワーで床とジャグジー内を流す
⑥使用後の食器類は洗剤を使って洗浄、水滴を拭き取り元の場所に収納
⑦オプションの鍋やホットプレートはマニュアル通り清掃し、元の位置へ戻す。
⑧クッション、ブランケット、カーペットはファブリーズで除菌＆消臭
⑨部屋の臭いが気になる場合、換気扇をON
⑩水道の出しっぱなし確認。ガスコンロや電気ケトル等、火事にならないよう確認
⑪家電、照明、電飾、エアコン等の電源をOFF（AV機器のコンセントを抜いたりしないでく
ださい。ブレーカーは絶対に落とさないでください）玄関はセンサーライトです。
⑫机の下、クッションの下、ブルーレイプレーヤーの中、冷蔵庫の中、お風呂場に忘れ物が
ないか確認
⑬窓を閉めて施錠。入口のロールカーテンは下げてください。トイレ、お風呂場の扉も閉め
る
⑭食材（氷も含む）・パーティーグッズ等は、全て持ち帰る。
⑮ゴミを部屋に置いて帰らない ※ティッシュ空箱等も持ち帰り
＊室内や近隣に捨てた場合お客様の不法投棄となります。
⑯家具・家電・備品・クッション・キッチンアイテムを全て元の位置へ戻し、原状復帰する。

最後に清掃完了し、退室、鍵の返却まで終わりましたら、その場で管理人にメッセージをお
願いいたします。その時刻をもってチェックアウトとさせていただきます。

＊利用された場所の清掃だけで結構です。

※クリーニングせずにご退出された場合、自動的に清掃おまかせプラン適用となります。
※前回の人がセルフクリーニングせずに退出していた場合は、入室時にメッセージでご連絡
ください。

無人運営の為、清掃についてはカメラで確認させていただきます。
著しく汚してしまった場合は別途クリーニング料金を請求させていただきます。
★裏庭のコンテナにゴミを捨てられるプランもあります★

セルフクリーニング案内

当スペースは一般的な飲食店や娯楽施設と異なり、特殊な運営方法となって
おります。
定期的にプロの業者が清掃しておりますが、お客様のご利用毎には清掃して
おりません。
お客様がチェックアウトした後、そのままの状態で次のお客様がご利用いた
だく、セルフクリーニングシステムになっております。
（利用毎に業者が清掃すると、ホテルやカラオケ並みに利用料金を上げなけ
ればならないため、本システムを採用しています。ご了承ください。）

p.10



セルフクリーニング案内

p.11

1階 原状復旧案内

クッション＆
ブランケット

飲食した場合は
掃除機orコロコロか

けてください

カセットコンロは
スツール内

エアコンリモコン

マルチタップボックス

ご利用ガイドは
机の上



セルフクリーニング案内

p.12

1階 原状復旧案内

エアコンリモコン

人生ゲーム・ツイスターは階
段下コンテナへ

TV・BD・プロジェクター
リモコン

サイドテーブルへ

掃除用品はこちら

キッチンペーパー・アメ
ニティ等の予備はこちら



セルフクリーニング案内

p.13

1階キッチン 原状復旧案内

お盆、ホットプレー
トはカウンターへ

水切台はこちら
食器放置禁止

ワイングラス等

食品・氷・飲料は
お持ち帰りください

土鍋・すき焼き鍋

ガスコンロ上には
鍋とフライパンのみ

シンクのゴミは廃棄
ネットを更換してください



セルフクリーニング案内

p.14

２階 原状復旧案内

分解してもいいですが、必
ず元にもどしてください

ドライヤー等
アメニティ入れ

エアコンリモコン

撮影機材（有料）

茶色いクッションは
ソファの背もたれです



ゴミの捨て方（有料オプション）
オプションをお申込みされていない方は

持ち込まれたものは全てお持ち帰りください。

オプションでは可燃ゴミ１袋と資源ゴミ１袋の1セットで合計2袋（45リットルx2）を捨てら
れます、それ以上の量のゴミを捨てたい場合は２セット以上お申込みください。
（不燃ゴミは基本的には捨てられません。割れた食器とカセットガスに関してはご連絡ください。）

分別方法
缶・瓶・ペットボトル

ペットはラベルと
キャップを外す

中身を捨てて
水をですすぐ

缶とペットは潰す
（手で軽くつぶしていた
だければ大丈夫です）

生ごみは水気を切
る。（シンクの生
ごみネットは交換
してください）

生ごみはまず、コ
ンビニ袋やゴミ袋
にいれる

汚れの付着した小
さな段ボールも可
燃ごみです。たた
んで捨ててくださ
い。

最後に可燃ゴミとしてひとまとめにして、

45リットル１袋に収めてください。
納まらない分はお持ち帰っていただくか、ゴミオプションを追加しま
すのでご連絡ください。
（生ごみを分けるのにスペースのゴミ袋を利用してOKです）

ペットボトル・缶・瓶をそれぞれコンビニ袋等でわけて

45リットル１袋に収めてください。
納まらない分はお持ち帰っていただくか、ゴミオプションを追
加しますのでご連絡ください。
（それぞれのペット・缶・瓶を分けるのにスペースのゴミ袋を
利用してもKです）

キッチン奥の裏庭に
ゴミ捨場があります。
「狭くてすみません。」

コンテナがいっぱいになっていたら
どんどん上に積んでください。

大きな段ボールは畳んで
コンテナ奥へ（管理人にあら
かじめ連絡してください。）

ドア解放厳禁
開けたままだと騒音が漏れ
る＆害虫が室内に入ります

カセットガスや割れた食器は必
ずビニールに入れてコンテナ脇
に置いておいてください。
（必ず連絡してください。）

・室内及びスペース前にゴミ・ゴミ袋を放置した場合と無許可（オプション申込無
し）でゴミ廃棄した場合は緊急清掃料として２万円請求いたします。支払ってい
ただけない場合は法的措置を取らせていただきます。

・分別していない場合は、一袋あたり１万円の分別料金をいただきます。

「完璧に分別しろ！可燃ごみにアルミホイルの破片が入っていたぞおおおお！」とまではいいませんが、生ごみの中に手を突っ込んで缶
を分別する作業はやりたくないし、ジューシーな生ごみや中身の入った缶をそのまま捨てられると困ります。
あまりにもひどい状態で捨てた場合、ゴミ分別作業代金を１袋あたり10,000円請求させていただきます。ご協力おねがいします。 p.15

可燃ゴミ（生ごみ・紙・ビニール等）



騒音に関しての補足 ＊規約を厳守してください

当スペースはゲスト様にご自由にご利用いただいて結構ですが、常識を超えて騒がないように
お願いします。特に23時～10時は近隣のご迷惑になります。
近隣から警察へ通報された場合、イベントを解散させられる場合があります。
管理人側としてイベント解散のような事態に対しての保証はありません。
騒音計・wifiルーター・監視カメラを外す・コンセントを意図的に抜いた場合は即利用停止と
させていただきます。

■YAMAHAのスピーカーでEDMを流す
ドアを閉めると外にはほとんど響いてないです。
夜間早朝は低音が響きやすいので、深夜はボリュームダウンおねがいします。

■テレビの音声レベル 20LV
バラエティ番組やCMだと65db位で、視聴していてうるさいと感じます。

■掃除機
お掃除はいつでもOK

■野郎５人でウェイ
数人で「ウェーイ」するとこれくらいです。

■キャーって叫ぶ
例えばゲームで白熱したりスポーツ中継等を鑑賞して叫んだりするとこれくら
いです。深夜でしたら幹事さんはちょっと注意してください。おまわりさん来
て会が中止になりかねません。

■飲み会コール・酔って大声だす。
昼夜問わず一発アウトな音量です。
個室居酒屋やカラオケをおすすめします。

■飛び跳ねる・踊り狂う・走り回る
こちらは振動も伴いますが、昼夜問わず一発アウトです。
お客様もケガをして危険です。
厳密には騒音と振動は計測方法が違いますが、数値的には105db位でます。

■玄関前でたむろする、裏庭で騒ぐ・窓、ドアを開けた
ままにする
窓・ドアを解放したままでの利用や、路上の利用は規約で禁止しています。
近隣住人や警察に管理人が呼び出されて、ご利用者にも規約違反による緊急対
応費用を請求しますので、皆が楽しくない気持ちになります。

６０ｄｂ

瞬間的に75dbを超えたからといってブチ切れた管理人が飛んでくる事はありませんので安心してください。だ
からといって深夜にスピーカーで大音量で音出したり、酔って大声出していいわけではありませんのでご注意

ください。
（建物外に出てみるとどれくらい音漏れしてるかわかります。ヤバイと思ったら控えめにお願いします。）

下記はあくまで目安です。

６５ｄｂ

７０ｄｂ

７５ｄｂ

８５ｄｂ

100ｄｂ

105ｄｂ

NG

禁
止

2
3
時
ま
で

O
K

＊騒音が一定値を超えると騒音計がアラートを出します。解除には下部のボタンを押してくだ
さい。 かなり甘めの設定なので、ここまで行くとすでに音が外に相当漏れています。

＊2019/11/15に警察から注意を受けています。 p.16



Q. 人数が増えるけど大丈夫ですか？

A. プランによります。深夜利用で追加料金がかかるプランは追加分の人数は必ず連絡
してください。24時までのご利用でしたら特に連絡不要です。

Q. シャワーだけや撮影だけですがジャグジー室は無料で使えますか？

A. ジャグジー室のご利用は一律有料です。

Q. ゴミ袋とキッチンペーパーはありますか？

A. あります。備品ボックスご確認ください。

Q.  外出したいけどいいですか？

A. ご利用時間内でしたらご自由にお使いください。

室内を無人にするときは施錠お願いします。

最後に必ず鍵はキーボックスにご返却ください。

Q. 商業撮影しても良いですか。

A. 良いです。室内レイアウトを大きく変えるときは事前にご相談ください。

必ず、原状復旧してください。

また、看板は無断ではがさないでください。

Q. 布団はありますか？

A. ブランケットはありますが宿泊用設備はありません。

Q. ルール破るとホントに緊急対応料金とられちゃうの？

A. ゴミ袋の室内放置、鍵の未返却・キーボックス以外への返却、バスタオルオプショ
ン無断利用等の悪質な事案に関しては緊急対応費用を請求した事はあります。

Q. 着替えや撮影をするので監視カメラ止めてほしい。

A. 事前に必ずご相談ください。許可を得てからなら、ハンカチで隠す等の対応してい
ただいて結構です。

Q.食器・調理器具・調味料は何がありますか？

A. 有料・無料いろいろあります。

こちらでご確認ください http://owlspace.starfree.jp/bihinlist.pdf

FAQ

p.17

http://owlspace.starfree.jp/bihinlist.pdf


・キッチンを利用した撮影（食器を利用したり、調理風景を撮影したり）はキッチン
利用可のプランをお申込みください・

・家具の移動はしていただいてよいですが、必ず元の配置に戻してください。

（過去にあった例：テーブルが分解できる仕様になっているのですが、バラバラに
して元に戻さない 部屋中の備品を画角に移らないように部屋の隅に積んだままに
してもとに戻さない。）

・室内の看板は外さないでください。

どうしても必要な場合はロケハン時にご確認・ご相談ください。 当日の対応はで
きません。

・撮影内容に関しては問いません。

商業・非商業・アダルトetc ご自由にどうぞ ただし危険な撮影や室内を汚す撮
影はおやめください。

（過去にあった危険撮影・汚損の例：ロウソクを部屋中に配置して撮影 ボディペ
イントでの撮影）

・ジャグジーは有料オプションです。

利用後はシャワーで洗い流してください。特にウィッグの毛やファーのようなもの
が浴室中に散乱していたりすることがあります。 お風呂掃除してくださいとまで
は言いませんが、原状復帰おねがいします。

・ばみりは養生テープで！

床にテープでマーキングする方いますが、跡の残らないテープを使って、利用後は
回収してくださいおねがいします。カーペットにマスキングテープを放置されると
跡が残って取れなくなります。

・仮押さえに関して

撮影日程の仮押さえは基本しません。スペースマーケット経由だと予約から４８時
間以内は無料キャンセルできたりするので、キャンセルポリシーを確認してうまく
利用してください。（１２時間貸切る！みたいな大型予約をご予定だったり、明日
まで仮押さえしてほしいみたい直近の話でしたら話が変わるのでまずはご連絡くだ
さい。）

・支払い・領収書に関して

ご予約したサイトに問い合わせてください。

撮影をする方へ
よくある質問とトラブルの例



Q. 食器・調理器具・調味料は何がありますか？
A.有料・無料いろいろあります。
こちらでご確認ください

http://owlspace.starfree.jp/bihinlist.pdf

p.19
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