
お静かに
 この地域の住宅街（21時以降）は、市の条例により、

「図書館レベル（45db以下）」
 と厳しく規制されています。コモリエヌーアでは、曖昧な表現を避けるため

「21時以降、屋外での会話禁⽌」
 をお願いしております（窓やドアを解放してのご利⽤も屋外として扱います）。

NO TALK !

21時〜

※�お守りいただけないグループには、ご利⽤を中断/次回ご利⽤お断りの上、料⾦を全額お⽀払いいただきます。

������近隣の⽅や、利⽤者が揃って良い⼀⽇を過ごせるよう、皆様のご理解とご協⼒をお願い致します。

屋外では



お静かに
 この地域の住宅街（21時以降）は、市の条例により、

「図書館レベル（45db以下）」
 と厳しく規制されています。コモリエヌーアでは、曖昧な表現を避けるため

「21時以降、屋外での会話禁⽌」
 をルールとしてお願いしております。

NO TALK !

21時〜

※�お守りいただけないグループについては、ご利⽤を中⽌していただくこともございます。

��（なお、その場合の返⾦は致しません）

������近隣の⽅や、利⽤者が揃って良い⼀⽇を過ごせるよう、皆様のご理解とご協⼒をお願い致します。

屋外では



到着したら、⽞関のAIスピーカーに「アレクサ、チェックイン」。

リビングにてAIスピーカーからの利⽤説明をお聞きください。

（聞き逃した時は、もう⼀度「アレクサ、チェックイン」とお申し付けください。）

　CHECK IN !
アレクサ①



1Fのキッチンで、お気に⼊りのコップやお⽫を⾒つけよう。

電⼦レンジや冷蔵庫、調理器具もご⾃由にお使いいただけます。

（※キッチンは共⽤スペースです。他のグループがいる場合は仲良く使いましょう。）

FIND YOUR
FAVORITE !

キッチンに行こう②



ENJOY
HIKIKOMORI
TIME !

いよいよお部屋へ⼊室！現世のことは忘れて、

※各部屋の楽しみ⽅は、お部屋にあるメニュー表をご覧ください。

お部屋で③

おもいっきり、ひきこもろう！

2F�(空)����：�グランピングルーム

1F�(森)����：�リビング

B1F�(海)�：�ホームシアター
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※各部屋の楽しみ⽅は、お部屋にあるメニュー表をご覧ください。

お部屋で③

おもいっきり、ひきこもろう！

2F�(空)����：�グランピングルーム
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1F和室の押し⼊れの中から、お気に⼊りのボードゲームやおもちゃを⾒つけよう。

押し⼊れ以外にも、お部屋のいたるところに遊び道具があったりします。

（※他のグループがいる場合は仲良く使いましょう。）

FIND YOUR
FAVORITE !

おもちゃ箱をひっくり返せ④



NOTES
注意事項★

①��スクリーンに触らないで！

②��飲み物を、オーディオラックや本棚に置かない

③��ゴミは持ち帰り＆使ったふきんはランドリーバック�へ、⾷器類は洗って⼲してね

④��シアターは電波が届きにくいのでフリーWiFiを使おう

⑤��禁煙

① ②

③ ④ ⑤

※�喫煙スペースは、建物裏（屋外）

★



CAUTION
注意★

飲み物を置かないで！

※�ここにミキサーがあります。

（電源を⼊れるときは、「アレクサ、バンド練習」）

★



AUTION
夜間（21~8時）→ 騒音への配慮

※�お守りいただけないグループには、ご利⽤を中断/次回ご利⽤お断りの上、料⾦を全額お⽀払いいただきます。

������近隣住⺠の⽅を含め、皆様が良い１⽇をお過ごしいただけますよう、ご協⼒とご配慮をよろしくお願いいたします。

（※3）

防⾳室
（海）

制限なし

※1：ドアや窓を解放した状態は、屋外として扱います

※2：⾶んだり跳ねたり、叫んだり、⼤⾳量で⾳楽を流すことはお控えください

※3：ドラム演奏は、制限あり

      ��（※2）

スポンジガン

利⽤禁⽌

      （※1）

①�屋外 ③�屋内
（空、森）

会話禁⽌ お静かに

喫煙スペース利⽤は

「必ず1名」ずつ

②�屋外

3
ポイント



布ミュート

① � �21時〜 �ドラム：消⾳ビーター、夜間⽤スネア（12inch）

② � �22時〜 �ドラム：スネア、フロアタムの布ミュート

③��ベースアンプ��：⾃動で⾳量制限（リミッター）されます

夜間（21時〜、22時〜）スタジオ注意事項

① ②

NOTES

※��上記をお守りいただけない場合、夜間のご利⽤を制限またはお断りする場合がございます。�

①と併⽤

ベース（オートリミッター）
一定以上の音量が出なくなる。

③

ドラム/カホン：マイク録り（スピーカー出⼒）NG
持込アンプ � � � � �：認可制
他、個別にご協⼒いただく場合もございます。

＜その他＞

昼 夜 21時〜 22時〜



①

夜間（21時〜、22時〜）スタジオ注意事項

① � �21時〜 �ドラム：消⾳ビーター、夜間⽤スネア

② � �22時〜 �ドラム：スネア、フロアタムの布ミュート

③��ベースアンプ��：⾃動で⾳量制限（リミッター）されます

NOTES

※��上記をお守りいただけない場合、夜間のご利⽤を制限またはお断りする場合がございます。�

①のセッティングと併⽤

ドラム/カホン：マイク録り（スピーカー出⼒）NG
持込アンプ � � � � �：認可制
他、個別にご協⼒いただく場合もございます。

＜その他＞

布ミュート

②

③

昼 夜 21時〜 22時〜

(常設14inch)
持ち込みok

ツインペダル対応あり

ベース（オートリミッター）
一定以上の音量が出なくなる。

(常設12inch)
持ち込みNG

好みの消音ビーター
に変更

スネアとフロアタム
に載せるだけ

21時〜

ドラムの横の本棚の下、

黒いボックスに⼊ってます



2つのモード

・①と②、ご希望のセッティングをお知らせください。

※�ご希望がない場合は、①の状態にてご案内いたします。

・②の場合、ハンモックとロフト公園はご利⽤できません。

①LOFT PARK

その他の使⽤⽅法は、機材周辺の利⽤説明ボードをご覧ください。

②THEATER

グランピングルーム（空）

現地で
ご体験ください



・グランピングルーム（空）でシアター利⽤するためには、事前のご連絡が必要です。

※�⽇時やタイミングによっては、ご希望に添えない場合がございます。

・スマホ/タブレット/PCとの接続（ミラーリング）、DVD/Blu-rayの視聴が可能。
※�備え付けのHDMIケーブルと変換アダプタをご利⽤ください。

GLAMPING THEATER
昼

※��シアタールーム（海）と⽐べると、設備は簡易的なものとなります（画⾯サイズは約150inchでほぼ同等）。

� 4k⾮対応、ステレオ⾳声、夜間は⾳量制限あり。

※��ハンモック、ロフト公園との同時利⽤はできません。

夜



HOW TO USE

⼊室時には、ホームシアターはすぐに使える状態になっています。

※�機材やプロジェクターの電源が⼊っていない場合は、「アレクサ、シアターモード」と⾔ってください。

スマホ/タブレット/PCとの接続（ミラーリング）も可能。
※�備え付けのHDMIケーブルと変換アダプタをご利⽤ください。

HOME THEATER

その他の使⽤⽅法は、機材周辺の利⽤説明ボードをご覧ください。



HOW TO USE

⼊室時には、ホームシアターはすぐに使える状態になっています。

※�機材やプロジェクターの電源が⼊っていない場合は、「アレクサ、ホームシアター」と⾔ってください。

スマホ/タブレット/PCとの接続（ミラーリング）も可能。
※�備え付けのHDMIケーブルと変換アダプタをご利⽤ください。

HOME THEATER

※��⼀部のアンドロイドで、ミラーリングできないことがあります。



HOW TO USE

①���写真のHDMIケーブルに、変換/延⻑ケーブルを接続

②���お⼿持ちのスマホやタブレット、PCを接続

③���シアターアンプの⼊⼒切替つまみを回して「HDMI」に切り替える

（A）HDMIケーブル

（B）変換ケーブルの⼊ったBOX

（C）⼊⼒切替

（D）⾳量

（E）ディスク取り出し

HDMI ミラーリング

HDMIケーブル

（D）

（E）

（C）

（B）

（A）

HDMIケーブル

スマホ
変換ケーブル

※��⼀部のアンドロイドで、ミラーリングできないことがあります。
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SEE YOU！

お⽀払いは、リビングの棚の「宝箱」で！

退出方法④

※�10000円、5000円は⾮対応

QRコード決済�

or�

封筒に現⾦を⼊れてね

部屋を出るときは、「アレクサ、バイバイ」

照明や設備の電源をオフ＆換気します。

※リビングと⽞関のAIスピーカーのみ、1分後に⽞関を施錠します。

（和室に両替機あり）



SEE YOU！

お⽀払いは、リビングの棚の「宝箱」で！

退出方法④

※�10000円、5000円は⾮対応

QRコード決済�

or�

封筒に現⾦を⼊れてね

部屋を出るときは、「アレクサ、バイバイ∕いってきます」

照明や設備の電源をオフ＆換気します。

※リビングと⽞関のAIスピーカーのみ、1分後に⽞関を施錠します。

（和室に両替機あり）



SEE YOU！

お⽀払いは、リビングの棚にある「宝箱」で！

退出方法④

※�10000円、5000円は⾮対応

QRコード決済�

or�

封筒に現⾦を⼊れてね

お部屋を出るときは、「アレクサ、バイバイ」

照明や設備の電源をオフ＆換気します。

※リビングと⽞関のAIスピーカーのみ、1分後に⽞関を施錠します。

（和室に両替機あり）



2F�(空)����：�グランピングルーム

1F�(森)����：�リビング

B1F�(海)�：�ホームシアター


