
『成田レンタルスペース浪漫館』

ご利用のご案内

ご利用の皆様へ事前にお送りいただくようお願いします。

公津の杜ハウジング有限会社
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1.ご利用のルール

1. 騒音について

住宅街のため近隣に配慮したご利用をお願いします。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。

入口周辺でのたむろ行為は周辺住民のご迷惑となります。近隣から指摘があった場合、利用を中止いただくことがあります。

2. ご利用後の清掃について

ご利用後は清掃と原状回復が必要です。ご利用終了30分前には片付けを開始し、利用時間内に清掃を完了してください。

3. ゴミ処理方法 別紙に記載の分別方法に従って捨ててください。ダンボールや大型ゴミ・オムツはお持ち帰りください。

4. 喫煙 室内は禁煙となります。喫煙は屋外の所定の場所でのみ可能です。

5. 破損・汚損があった際の対応

備品や設備を破損汚損された場合、故意または過失を問わず必ずご連絡をお願いします。

利用規約に基づきご請求をさせていただく場合があります。

6. その他

利用規約に反したご利用が確認された場合は、利用中止をさせていただくことがあります。

予約時間前後に荷物を受取、配達をすることはできません。

本日は『成田レンタルスペース浪漫館』をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

皆さまに気持ちよくお使いいただくために、下記のルールをお守りください。
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利用規約に記載の禁止事項の中で、特にご注意いただきたい行為となります。

2.スペースでの禁止行為

1．無断延長

あらかじめご予約いただいた時間内に入室から退出をお願いします。

時間延長はお受付しておりません。無断で時間超過しての利用が確認された場合、15分につき550円(税込)

をご請求させていただきます。

2．代金の直接のお支払い

代金の直接現金支払いは規約違反となります。スペースマーケットのサイト上より決済をお願いします。

3．オプション・利用不可エリアの無断使用

無断で利用した場合は、ご請求をさせていただく場合がございます。

4．火気の利用

持込み機器による室内での火気利用を禁止しております。（カセットコンロ、BBQコンロ、七輪など）

また、ウッドデッキ上での火気利用はしないでください。

5．公序良俗に反する行為

禁止しております。
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3.注意事項

1. お手洗い

スペース内に1箇所です。男女共用です。

トイレットペーパー、ハンドペーパーの予備は手洗い器の下にございます。

2．防犯カメラの設置有無

セキュリティの都合上、入退出時間を確認するため屋外に防犯カメラを設置しています。

3．音について

スペース周辺で工事が行われている場合がございます。工事中の音に関してはご了承ください。

２階は一般住居となっております。生活音が聞こえる場合がございます。ご了承ください。

4．お忘れ物について

お忘れ物については、管理会社にて７日間お預かりいたします。

お問い合わせやご連絡が無い場合は、８日目に処分させていただきます。



6

4.当日の緊急連絡先

当日の緊急連絡先：運営会社 公津の杜ハウジング有限会社 0476-24-4011

担当：伊藤 裕作

営業時間 9:00〜 17:30

営業時間外は、スペースマーケットサイト上のメッセージにてお伝えください。

スペースご利用時に、敷地内・建物内での事故やケガ、設備・備品の破損や汚損などがございま

したらご連絡をお願いいたします。（損害保険加入済み）
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5.スペースの全体図

1人用テーブル20台

スリッパ
使用したスリッパは
使用済みスリッパBOX

に入れてください。
椅子20脚
4脚ずつ重ねて5列に
並べて下さい。

ホワイトボード

延長コード
HDMIケーブル
懐中電灯

掃除機
クイックルワイパー

食器類はカップボードの引き出しの
中へお戻しください。

調理器具はキッチン下の引き出し
収納へお戻しください。

テレビ

オーブンレンジ
電気ポット

Wifiルーター
アンプ

冷蔵庫

ゴミ回収オプションを選ばれた場合
のみ、お帰りの際にこちらのダスト
ボックスへゴミ袋を入れてください。
分別はご利用者様でお願いいたしま
す。

下足入れ

喫煙スペース

外水道ゴミはお持ち帰りください。

多人数でのご利用の際は、代表者様が入口から入室後、掃出し窓を解錠・開口して、

他のご利用者様がこちらからご入室すると便利です。

お帰りの際は必ず机・椅子・備品

を元の場所にお戻しください。

組立テーブル5台
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6.住所 千葉県成田市花崎町 733-4

JR成田線成田駅東口 徒歩５分

京成線京成成田駅西口 徒歩５分

・スペースに駐車場はありません。

・近隣コインパーキングは台数が限られ

て いるため、公共交通機関のご利用を

推奨します。
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7.周辺地図（駐車場）

成田レンタルスペース浪漫館

千葉交通ビル駐車場

成田市営第一駐車場・西

タイムズ成田駐車場

スカイタウン成田
駐車場

成田市営第一駐車場・東
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8.JR成田駅からの道順

1.ＪＲ成田駅東口 2.ＪＲ成田駅東口ロータリー 3.成田山参道 成田山方面へ

4.ラーメンばやしと藍澤證券 5.脇道を入る 6.細い下り坂の道

7.左手に脇道 8.さらに下り坂を下りる 9.成田レンタルスペース浪漫館に到着
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9.鍵の解錠＆施錠方法

〈解錠方法〉

鍵は、スマートロック式になっています。

ご予約時に発行された暗証番号を入力して入室してください。

操作方法

【入室時】

〇〇〇〇（4桁の暗証番号）を押す

上部の「LOCKSTATE」ボタンを押す

「LOCKSTATE」ボタンが点滅し、ロック解除音がします。

【退出時】

上部の「LOCKSTATE」ボタンを押す

「LOCKSTATE」ボタンが点滅し、ロック音がします。
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10.履き物について

● 室内では「室内用スリッパ」を

ご利用ください。

● 屋外に出るときは、ご自身の靴もしくは「屋外用サンダル」を

ご利用ください。

ロッカーは下足入れとしてご利用ください。

※「室内用スリッパ」のまま、屋外に出ることはお控えください。 屋外用サンダル

室内用スリッパ
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11.室内照明について

スイッチの場所

ホール：キッチン入り口

掃出し窓の右手

キッチン：キッチン内

手洗室：手洗室入り口

トイレ：トイレ内

屋外テラス：掃出し窓の左手

ホール

キッチン内（上）
キッチンカウンター（下）

屋外スポット

手
洗
室

エアコンリモコン

給湯器リモコン

エ
ア
コ
ン
リ
モ
コ
ン

屋
外
ウ
ッ
ド
デ
ッ
キ

トイレ内（上）
トイレ換気扇（下）

ホール
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12.WIFIのご利用について

【5GHz】

ネットワーク名：TP-Link_ECD8_5G

パスワード：60046802

【2.4GHz】

ネットワーク名：TP-Link_ECD8

パスワード：60046802
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13.備品の収納場所について（１）

カップボード右１段目 カップボード右２段目 カップボード右３段目

カップボード左１段目 カップボード左２段目 カップボード左３段目

ガラスコップ(20)

ティーポット(1)

湯呑(5)

急須(1)

カップ＆ソーサー(20)

ワイングラス(10)

お椀(20)

茶碗(6)

フォーク(20)

スプーン(20)

丸大皿(4)

丸平皿（小）(20)

丸深皿(10)

楕円皿（中）
(10) 楕円皿（大）

(10)

切子グラス(11)

箸(20)
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13.備品の収納場所について（２）

キッチンシンク

キッチン左１段目

キッチン中１段目

キッチン中２段目

キッチン右１段目

キッチン右２段目

アルコール(1) 台所用洗剤(1) スポンジ(1)

ハンドソープ(1)

三徳包丁(1) ペティナイフ(1) ボウル・ざる(2)

まな板(2) キッチンスケール(1)

クイックルワイパーシート（ドライ／ウェット）
クイックルワイパー用モップ(1)

ターナー(1)ビーター(1)トング(1)菜箸(2)計量スプーン(1)

計量カップ(1)キッチンはさみ(1)おろし金(1)

ホイッパー(1)お玉(2)へら(1)

45Lビニール袋（透明）、生ごみ用袋、ビニール袋
ビニール手袋、ラップ、ホイル、キッチンペーパー

フライパン(2)鍋(2)ふた(2)やかん(1)取っ手(1)

オーブンレンジ用鉄板(2)鍋敷き(1)鍋つかみ(1)
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13.備品の収納場所について（３）

手洗い器下

ホール棚

倉庫

トイレットペーパー予備、
ハンドペーパー予備、
ティシュペーパー予備、
ハンガー(8)

懐中電灯(1)

HDMIケーブル5M (1)

iPhone用ミラーリングケーブル(1)

iPhone用Lightningケーブル(1)

USB電源アダプタ(1)

TypeC→HDMI変換アダプタ(1)

外部入力用iPhone用アダプタ(1)

外部入力用アンドロイド用アダプタ(1)

延長コード10M (1)

延長コード5M (1)

机 幅80cm×奥行40cm(20)

掃除機(1)

クイックルワイパー本体(1)

ゴミ回収ボックス(1)
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14.モニタ利用方法

〈できること〉

●地上波テレビの視聴 ●お持ち込みされたゲームやPCとの接続 ●wifi利用したサブスクリプション動画配信の視聴

〈使用方法〉

①PC画面をモニタに表示する場合は、リモコンの入力切換より「HDMI 1」に設定してください。

② 接続コードの出力端子は「HDMI」です。コードを機器に接続してください
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15.アンプの利用方法

マイク1の
音量調整

マイク2の
音量調整

外部入力の
音量調整

マイク１ マイク2
外部入力

● 外部入力はアイフォンやアンドロイド
スマートフォンからの音楽入力にご利用
ください。

各アダプターをご用意しております。

外部入力の音量調整は③と④で行ってく
ださい。

● マイク入力は（XLR）タイプです。

マイク本体の貸出はオプションとなります。
セミナー等でマイクをご利用になる場合は
オプションをご利用されるか、お客様でお
持ち込みください。

アンドロイド
スマートフォン用
アダプター

アイフォン用
アダプター

● テレビ音声とは連動しておりません。

● ご利用の際は本体の電源をＯＮ、
ご利用後は電源をＯＦＦにしてください。

本体電源
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16.スピーカーの利用方法

スピーカーは屋内・屋外にそれぞれ1つずつ設置

されています。

各スピーカーの電源はスイッチのＯＮ／ＯＦＦの

操作のみです。

屋内・屋外のスピーカーの音量は同じです。

アンプの③④で音量調整ください。
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17.清掃方法（スペース全体）

1. 掃除機を利用して床掃除をお願いします。

2. 机や椅子、小物を動かされた場合は、元の位置に戻してください。

3. クイックルワイパーやモップで髪の毛やほこりを取ってください。

4. キッチンカウンターの上はダスターで拭いてください。

5. ゴミは分別し、袋に分けて、スペース内のダストボックスに入れてください。

（ゴミ回収オプション付きの場合のみ）

6. 残った食材は冷蔵庫に残さず、全てお持ち帰りください。

7. 臭いが残っている場合は換気扇を回してください。

8. エアコン、電気等の電源をオフにしてください。

9. お忘れ物がないか確認してください。

※片付けはご利用終了30分前を目安に開始してください。
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18.清掃方法（キッチン）

1. 利用した食器は洗浄をお願いします。

2. 洗浄した食器はふきんやペーパーで拭いて、元あった場所に戻してください。

油のベタつきが残らないようにご注意ください。

３．シンクや排水バスケットにゴミを残さずに回収してください。

４．余った食材は全てお持ち帰りいただくか、破棄をお願いします。
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19.ゴミの分別と回収

ゴミ回収は、大1枚500円、特大1枚1000円の有料回収となります。

ゴミは分別をして袋に入れた上で、指定の場所に置いてご退出ください。(ゴミ回収オプションの場合）

※上記以外のゴミは全てお持ち帰りください。

※ゴミ袋からから水などが漏れないようご注意ください。

可燃ごみ（青色）
・台所ゴミ（水をよく切ってください）

・再利用できない紙類や布類

・皮革類・ゴム類

・ マークやペットボトルのうち

汚れているもの

・ マークのないビニール・プラスチック類

・草と葉・木の枝

ビン・カン（赤色）

・ビン類
・カン類
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20.原状復帰の図

お帰りの際は必ず机・椅子・備品を元の場所に戻してください。
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21.ご退出時のチェックリスト

1. 机、椅子、備品は元の場所は元に戻しましたか？

2. 電気、エアコンのスイッチは確認しましたか？

3. 窓の施錠確認はしましたか？

4. 忘れ物はありませんか？（充電/コネクタ/傘/子供のおもちゃ/冷蔵庫内等）

5. 予約管理画面のメッセージから”退出確認”のメールをお送りください
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玄関の外や建物の入り口では、お静かにお願いします。

本日は『成田レンタルスペース浪漫館』を

ご利用いただき、誠にありがとうざいました。
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スペースマーケットのご利用に関するお問い合わせ

お問い合わせ

営業時間 月曜〜金曜 10:00〜17:00

https://help.spacemarket.com/hc/ja/requests/new

ヘルプページ

https://help.spacemarket.com/hc/ja/requests/new

