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1.スペース利用の注意点

・ 予約時間内での入室と退室をお願い致します。 

・ 近隣の方から苦情の入るような許容を超える範囲での騒音や振動を伴うご利用はご遠慮下さい。 

・ スペース内の備品・消耗品（ティッシュや調味料等）が無くなった場合、補充を行いますので

　必ずご報告下さい。

・ お客様のご使用方法の問題でスペース内設備（家具・家電・壁紙など全て）が故障・破損した

　場合、修繕費をご請求させて頂きます。

・ スペース内は完全禁煙です。ベランダ・スペース外も含め、敷地内は全て禁煙ですので、

　予めご了承下さい。 

・ 万が一お客様の利用方法に問題があり近隣の方とのトラブルになった場合、追加料金を請求

　させていただく場合がございます。 

・ スペース内にテープでバルーンやポスター等を装飾する際は剥がす際に壁紙の損傷に十分注意

　してください。釘・ピンによる装飾は禁止とさせていただきます。

 オプションを選択せずに該当備品を利用された場合、追加料金を請求させていただきます。 

・ 当スペースには防犯カメラを設置しておりますが、故意に電源を抜く・カメラの角度を変える

　等の行為の確認が取れましたら、ペナルティとして追加料金を請求させていただきます。 

・ 防犯カメラの映像が停止した場合、弊社にアラートが届きます。その場合、安全確認の為に

　スタッフが現地へお伺いさせていただきます。 

・ 防犯カメラにてお部屋の中を常時監視・録画しておりトラブルの際は各関係機関へ録画情報の

　提供を行います。予めご了承ください。

・ 特にお子様をお連れのお客様は備品の破損等にご注意ください。 

・ 強い匂いのする食事や、他のお客様が不快に感じるような匂いが残らないよう、換気や消臭剤に

　よる脱臭にご協力下さい。 

・ 全てのお客様が安心、安全、快適にご利用頂けるよう必ず

　スペース内の注意点ルールをお守り頂きますようお願い致します。

・ 当スペースはテナントスペースにはございますがマンションの

　1 室となります。 

・ 無人スペースの為、ご利用当日のスタッフ立会いによる

　チェックイン・アウトのご案内はございません。 

・ 所定の場所にございますキーボックスから鍵を取り出して

　お客様ご自身でチェックインをお願いいたします。



2.スペース利用の注意点

LAST.

・ ご予約をキャンセルされる場合はすぐにお電話にてご連絡下さい。

　詳細はスペースマーケットのキャンセルポリシーをご確認下さい。 

・ 万が一お部屋に異変があった場合、大変お手数ですがメッセージまたはお電話をお願い致します。 

・ 忘れ物をされた場合、他の方がチェックインをしている可能性がございますので、

　お部屋には戻らず、弊社までご連絡下さい。 

・ 忘れ物の発送は着払いで対応させて頂きます。また、発送にはお時間を頂く場合がございます。

・ 忘れ物の紛失・破損などいかなる場合も当スペースでは一切保証致しませんのでご退出の際は

　必ずお手回りを確認してください。

・ 本スペースは清掃業者と運営が定期的に清掃しておりますが、ゲスト様の利用毎には

　清掃しておりません。 

・ ご利用毎の清掃コストを抑え、リーズナブルな価格でスペースを提供させて頂いておりますので、

　お客様には退出時の清掃をお願いしております。 

・ 次に利用されるお客様が不快な思いをされないよう、必ず掃除してからご退出頂ますようお願い

　申し上げます。 

・ 次のお客様より苦情がございましたら直近でご使用いただきましたお客様のご使用・清掃に

　問題があった形となりますので、入室・退出時に必ずお部屋の状況をご確認ください。

・ チェックアウト時刻を過ぎてもそのまま無断で延長し、次のゲスト様のチェックインまでに

　チェックアウトが完了していない場合、次のゲスト様への迷惑料として実費を請求致します。 

・ スペースの利用終了後は、退出時にメッセージにてチェックアウトのご連絡をお願い致します。 

・ 次のお客様がいらっしゃいますので、退出時間の厳守にご協力をお願い致します。 

・ チェックアウト時刻より10 分以上お部屋に滞在された場合、1 時間分の通常料金を請求致します。 

・ 無断で予約時間を超えてご利用を延長された場合、通常料金の 2 倍の追加料金を請求致します。 

・ 当スペース内にはゴミ箱の設置はございません。 

・ スペース内にゴミの残置があった場合、緊急清掃費として 2 万円 + 実費（税別）を追加で

　請求致します。

・ 敷地内に 24 時間のごみ置き場がございますのでそちらをご利用ください。（お部屋ご利用の手引きに記載）

・ 退出時にスペースの鍵はキーボックスに入れ所定の場所に戻してください。

・ 万が一鍵を持って帰られた場合、早急にご連絡下さい。すぐに返却いただけない場合追加料金を

　請求致します。 
ご利用に際し注意点とお願いが多くなっておりますが、皆様のご理解とご協力の下、

リーズナブルな価格と手厚いサービスをご提供できております。

全てのお客様が安心、快適にご利用頂けますよう何卒ご協力をお願い致します。 

ご不明な点などございましたら、お気軽にごお問合せください。

各ご利用者様の為に、下記注意点のご理解とご協力を頂ますようお願い申し上げます。



3.ペナルティについて

主な罰則金・実費・手数料の金額

〈清掃不備〉\20,000+ 清掃実費

〈備品破損〉実費

〈無断延長・時間超過〉通常料金の 2 倍の利用料金

〈防犯カメラ電源解除・移動等〉\50,000+ 再調整実費

〈鍵の紛失・返却不備〉\20,000+ 実費

罰則金・実費・手数料のご請求：ご利用いただいておりますお客様のほとんどが

注意事項を守ってご使用いただいておりますが、残念ながら注意事項をお守り

いただけないお客様もいらっしゃいます。

ご利用方法や注意事項を厳守いただけていないと判断される場合、状況に応じて

罰則金・実費・手数料をご請求させていただきます。

お客様に悪意が無い場合、単純な確認ミスの場合でも例外なく全てのお客様に

同じ条件でのご請求となります。

ご請求発生のプロセス：チェックインされたお客様よりクレームが入った場合、

過去に遡って防犯カメラの内容を確認させていただき、該当の行為や処理内容の

確認をさせていただきまして罰則金・実費・手数料のご請求をさせて頂きます。

本来であればペナルティ制度を設ける事は不本意ではございますが、全ての

お客様に快適でリーズナブルにご利用いただく為、今一度「スペース利用の注意点」

をご確認いただきまして、内容の厳守のほど、何卒よろしくお願い致します。



4.チェックイン
ハピスペ歌舞伎町COASTのご案内

【物件住所】〒169-0072　東京都新宿区大久保 1-1-11

鬼王神社前交差点を歌舞伎町側から見ていただき若干東側、

1 階に外貨両替所・免税店が入るビルの 2 階となります。

建物を正面から見ていただき免税店とマンションのエントランスに

挟まれた階段で 2 階にお上がりください。

お手洗いは室内にはございません。お部屋を一旦出ていただき左側のテナント共用トイレを

ご使用ください。ご使用にあたっては通常時、共用トイレは施錠されておりますので、お部屋

の玄関にございますシューズラック上にある「ピンク色の鍵」をご使用ください。

共用トイレ用の鍵をトイレ内に置き忘れる事があった場合、トイレのご利用が困難になります

ので十分にご注意ください。

こちらになります



5.チェックアウト

チェックアウト時はお客様にてセルフクリーニングを

お願い致します。セルフクリーニングは

「全てのお客様が快適で気持ち良くご利用いただける状態」に

していただくようにお願い致します。

キーボックスは鍵を入れた後番号を【0000】
にして開かないようにしてください。

お部屋のご利用時に深刻なトラブル・損壊がございましたらメッセージではなく、

必ずお電話にてご連絡ください。

チェックアウト時の最終確認事項

1. 備品の欠品・利用中の異常等があればメッセージからご報告ください。

2. 退出時のお部屋の状況を撮影いただきメッセージから画像を送信してください。

3. 次項にございます「退出時チェックリスト」をご参照の上、再度お部屋の状況を

　ご確認ください。

4. お部屋を施錠し、鍵をキーボックスへお戻しいただき、キーボックスの施錠を

　お願い致します。

5. 退出の旨を例のような書式でメッセージからご連絡ください。

例【チェックアウト】ハピスペ歌舞伎町 COAST を利用したＸＸです。

　　（ご利用時のご予約名）今からチェックアウトします。

お問合せ先
LINE 公式アカウント
（平日 12：00 ～ 21：00）
緊急時 24 時間対応コールセンター
電話番号：080-8898-6650



6.退出時チェックリスト

床・テーブル下のゴミ。食べカス・毛髪等は掃除機・クイックルワイパーで掃除。

激落ちくんを使用しキムワイプで油汚れ等をふき取ってください。

ソファー：掃除機やコロコロでゴミを取ってください。

排水溝の生ごみは備え付けのビニールに入れて捨ててください。
食器類が濡れている場合はキムワイプにてふき取って所定の場所に戻してください。
シンク周りも水滴が残らないようにふき取ってください。

クッション・ブランケット・ラグ・・ゴロスペ・スリッパはファブリーズで消臭を
お願いいたします。部屋の臭いが気になる場合は消臭剤を散布してください。

お客様にてお持ち込みいただいた食料品等が残っている事が無いように確認。

蛇口がきちんと閉まっている事を確認。

テレビ・コンロ・ケトル・エアコン・照明は OFF。

机の下・クッション・ソファー周り・DVD プレイヤーの中、充電中の携帯電話等、
忘れ物が無いか再度確認。

部屋にゴミが残っていないかチェック。

すべての窓の施錠を確認。

家具・家電・備品・クッション等、使用や移動した物は入室時の位置へ戻して下さい。
スリッパは重ねてシューズラックへ収納してください。
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7.SNSキャンペーン

お問合せ先

ハピスペオリジナルハッシュタグ

「＃ハピスペパーティー」

みんなで SNS投稿して HAPPY をシェアしよう！

ご不明点、お気づきの点などはお気軽にご予約サイトの

メッセージ機能及び LINE 公式アカウントにてお問合せ下さい。

緊急事態・不測の事態・深刻なトラブル重大な破損につきましては

お電話にてご連絡をお願い致します。

LINE 公式アカウント
（平日 12：00 ～ 21：00）
緊急時 24 時間対応コールセンター
電話番号：080-8898-6650



パーティーグッズ

各機器のマニュアルに従い接続してください。

wi-fi 接続

ネットワーク名：Donnatokimo-034311

パスワード：66686319

スピーカー接続

接続電波：Bluetooth

機器名：SL-50

パスワード：無し

無料貸し出しのパーティーグッズはテレビ横の白いペールカン内にございます。

ご利用後は整理して元通りにお戻しください。

赤いカート内のおもちゃもご自由にお使いください。。

黒ひげのサーベルは銀色のコーヒーカン、野球盤のボールは小瓶の中にございます。

人生ゲームの中身（車や建物、お札）は一式にして箱にお戻しください。

ご利用後は整理して元通りにお戻しください。

8.wi-fi 接続

ハピスペ歌舞伎町 COAST では無料接続できる wifi をご用意しております。

お手持ちの機器を wifi 接続していただきご利用できます。

また、携帯電話やタブレットから接続可能なスピーカーもございます。

スピーカーのダイヤルを右にまわしてスイッチが ON になりますので、

そのままお好みのボリュームに調整してお使いください。



入力1：Nintendo Switch

入力2：ブルーレイ＆DVDプレイヤー

入力3：Amazon Fire TV

1. ご使用いただく機器に合わせてテレビのリモコンを操作してお使いください。

2.Ａmazon Fire TV につきましてはお客様のスマートフォンやタブレットを

　ミラーリングしてご利用ください。

　ミラーリング方法につきましては接続されますそれぞれの機器のマニュアルで

　ご確認ください。

3. プロジェクターをご使用いただく場合、プロジェクターと各機器の接続にも

　Amazon Fire TV を利用して無線接続していただく形となります。

　テレビ本体から Amazon Fire TV スティック本体と電源を抜いていただき、

　プロジェクター本体の HDMI 端子に Amazon Fire TV スティック本体を

　差し込んで（電源は延長ケーブルを使用してください。）

　テレビと同様、お持ちの機器からミラーリングしてご利用ください。

　プロジェクターの画面はエアコンの下から引き出してご使用ください。

　プロジェクター本体の位置合わせがテーブル等では困難な場合、

　冷蔵庫右手の清掃道具置き場に三脚がございます。

4. ご使用後はプロジェクター画面、Amazon Fire TV スティック本体と電源を

　元通りにお戻しください。

5.Nintendo Switch につきましても HDM 端子に Switch 本体を接続して

　いただきましたら、プロジェクターでのプレイも可能です。

機器の取り扱いには十分注意してください。

破損の場合は実費や手数料が請求されます。

9.ＡＶ機器

テレビに接続されている機器の入力先は下記のようになっております。



清掃道具

お手洗い
室内にお手洗いはございません。

鍵の置き忘れは即時の対応ができかねます。

ご利用の際は十分注意してください。

清掃道具につきましては冷蔵庫右手の幕裏にご用意しております。

状況・必要に応じてご使用ください。

また一部補充用品もございますので、洗剤等が切れた場合は

こちらから補充してください。

お部屋を一旦出ていただき左側の各テナント共用トイレをご使用ください。

ご使用にあたっては共用トイレは施錠されておりますので、お部屋の

玄関にございますシューズラック上にある「ピンク色の鍵」をご使用ください。

共用トイレ用の鍵をトイレ内に置き忘れる事があった場合、

トイレへの入室・使用が困難になります。

10.ゴミ捨てについて

お部屋を出て右手突き当りの階段を 1 階に降りていただくと、

24 時間対応のゴミ捨て場がございます。

ご利用ガイド内のゴミ分別表を参照していただき、

内容通りに分別しゴミ出しをお願いいたします。

また、ゴミ出しについては可能な限り退出時間より前に

完了していただきますようお願いいたします。



他にも大久保・歌舞伎町エリアに

テイクアウトやデリバリー可能なお店が

たくさんございます。

ドン・キホーテ新宿店（職安通り）

〒169-0072 東京都新宿区大久保 1 丁目 12-6

営業時間：24 時間営業

業務スーパー SHIODAYA 

〒169-0072 東京都新宿区大久保 1-11-3 大東ビル１階

営業時間：午前 7 時～午後 10 時 30 分

キッチンオリジン東新宿店

〒160-0022 東京都新宿区新宿６丁目 29-13

営業時間：午前 6 時～午前 3 時

カレーハウス CoCo 壱番屋 東新宿駅前店

〒169-0072 東京都新宿区大久保１丁目１－２ 富士一ビル

営業時間：午前 11 時～午前 1 時

マクドナルド 東新宿駅前店

〒160-0022 東京都新宿区新宿６丁目 29-10

営業時間：24 時間営業

カクヤス ( デリバリー専門 )

TEL : 0120-365-198

営業時間：午後 4 時～午前 5 時

11.近隣のお店



1.お部屋の中にゴミ等が残っていませんか？

2.お忘れ物などございませんか？

3.充電器のトコに携帯とか大丈夫ですか？

4.結構な確率で「傘」を忘れるんですよね。

5.それでは退出のご連絡をお願いします。

お帰りの前に

またのご利用を心よりお待ちしております

あっ！お部屋のレビューなんかもよろしくです。


