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入退出について①

はじめに
この度は数あるレンタルスペースの中から当スペースを選んでいただき誠にありがとう
ございます。至らぬ点が多々あるかと思いますが時間の許す限りお楽しみください。

予約完了後のフロー

まず初めにご利用者様の利用日当日までの大まかな流れを記載します。下記図表に沿っ
て運営と連絡を取ってください。

予約完了 開錠 施錠

・①スタジオの Line 登録

・②名前とご利用日を Line する

・③Line にてキーボックスの
　　パスワードを貰う

・④当日を楽しむ

・⑤掃除

・⑥退出チェックリスト記入

・⑦退出

・⑧Line で終了の報告

開錠

利用当日

当スペースではキーボックスにて鍵の管理をしています。お使いの日時によって４ケタの
パスワードが違いますので、必ず次のページ記載の Line に登録しパスワードを聞いてくださ
い。当スペースは扉が 2枚ありますが、外側の扉は常時開いています。鍵は内側の扉のみに
使用します。　　　

当スペース出入り口 キーボックス 手前に引いて開けます



入退出について②

Line の登録は右のQRコードを読込むか @nwv3078jで ID検索を
お願いします。Line はキーボックスのパスワードを貰う際、終了報告の
際に必須となります。

終了予定時刻 15分経過しても連絡なく無断延長されていた場合、延長料金として延長利
用時間分の４倍の金額を請求させていただきます。
また鍵の紛失が発覚した際には交換代として 30,000 円を請求します。



撤収時の注意事項

撤収時の状態について
スペースは現状復帰となります。
ご利用時間内に移動した家具や利用された備品については元の場所に返却ください。
調理器具などはきちんと洗い、布巾などで拭いたうえで返却してください。
アンプやスピーカー、備品のあるエリアに掃除道具も用意してありますので、床はモッ
プで清掃し、机は拭いてください。
またゴミ袋や段ボールなどは最後に外扉の外側、ゴミ出しエリアにまとめて置いておい
てください。
※エアコンや電気の消し忘れが大変多くなっています！ご利用後は全ての電源をOFF に
してください。

N

 WC 

空調スイッチパネル

50インチモニター

ゴミ箱スペース冷蔵庫

照明調光

外扉内扉

STAFF
ONLY

アンプ
スピーカー
掃除道具
その他備品

キッチン

テーブル&椅子

控室 /更衣室

製氷機

ゴミ出しエリア



ごみの分別と処理
ご予約時にゴミ処理をお申込みいただいた方には、専用のゴミ袋をガムテープ・ゴミ袋
置き場に用意しています。次のページに従い燃えるゴミ・燃えないゴミ・瓶缶・ペット
ボトル等、ゴミの分別をお願いします。退出時にはゴミ袋の口を結んだ状態で、ゴミ出
しエリアに置いてください。
※段ボールも畳んでガムテープでまとめたうえで、ゴミ出しエリア置いてください。
※発泡スチロールはなるべく細かく砕いてゴミ袋に入れ、ゴミ袋の口を結んだうえでゴ
ミ出しエリアに置いてください。

ご予約時にお申込みをお忘れのお客様もカウンターにご用意しているゴミ袋を使用する
ことが出来ます。その際には備え付けの封筒に 2000 円を入れカウンター上に置いてくだ
さい。（後ほどスタッフが回収します）。

ゴミについて①

ガムテープ
ゴミ袋
置き場
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ゴミについて②

ごみの分別表
ゴミの分別は以下の通りです。



宅配便で食材・機材等を送付ご希望の方へ
宅配便でお荷物を事前に送りたい方は宅急便の着店止めサービスをご利用ください。
当スペースの最寄り受け取り可能店はファミリーマートとセブンイレブンとなります。

<ファミリーマート　池袋東口店>
住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋 1-39-15 シャトレー東池袋 1F
電話番号：03-3988-6997
営業時間：24 時間営業。年中無休。
当スペースより徒歩 1分

<セブンイレブン　東池袋明治通り店>
住所：〒170-0013 東京都豊島区東池袋 1-8-9
電話番号 03-5956-0020
営業時間：24 時間営業。年中無休。
当スペースより徒歩３分

※スペース利用終了後、再度宅配便で返送されたい場合は各自で上記コンビニなどに持
ち込んでください。

荷物の受け取り代行を依頼されたい場合は
荷物の受け取り代行を依頼されたい場合は 1000 円 / 日 ( ご利用当日でのお預かりの場合
も含みます ) で承りますので、その場合はご利用日 1週間前までにメールにてご相談くだ
さい。生ものや冷蔵が必要なものはお取り扱い出来ませんが、クール便で冷凍品を手配
し前日からの解凍が必要な場合、物量が多い等で現地に直接送りたい、などの理由でご
自身で荷物の受け取りができない場合もご相談ください。

宅配便のご利用について



音響設備（音量）について
当スペースはワンフロアでのご利用が可能ですが、階段などの共用部分での話し声など
は上層階、下層階の方のご迷惑となりますので節度のあるご利用をお願いいたします。
特に 20 時以降は音量や話し声に特にご注意ください。

喫煙について
当スペースは禁煙です。喫煙所はございませんのでご了承ください。
喫煙の跡を見つけた場合、清掃費を請求する場合があります。

設備の取り扱いについて
器物の破損や、スペースの汚損があった場合は実費をご請求いたします。利用終了
後、状況確認をさせて頂いた後、担当者の方へご連絡をさせて頂きます。

ご利用に関する諸注意
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○スピーカーの利用

○スピーカー＋マイクの利用

映像・音響設備について①

iPod や iPhone など

アンプ (DENON PMA-390RE)

スピーカー

①アンプのスイッチをONにします。

④上記①-③までの設定後、
　ミキサーのスイッチをONにします。

⑤アンプの下にマイクの入っている袋が
　あるので、そこからマイクを取り出し
　ます。(2 本まで同時接続可能 )

⑥マイクジャックにマイクのコードを
　差し込む。

⑦音量調節つまみを回して音量に注意しつつ、
　お楽しみください。

②アンプの右側に『iPod音響用』と書かれた
　コードがあるので、iPod や iPhone などの
　イヤホンジャックに差し込む。
③音量調節つまみを回して音量に注意しつつ、
　音楽をお楽しみください。

アンプ

ミキサー

スイッチ 音量調節つまみ

マイクの入っている袋

マイク
ジャック

音量調節
つまみ



注意点
・Mac は『USB⇒HDMI 変換コネクタ』で接続出来ません。別途コネクタをご用意ください。
• アンプ、ミキサー、マイク、モニターは精密機器です。取り扱いには十分にご注意くだ
さい。
・地上デジタル放送・DVD・CD・ブルーレイディスク等をご利用になりたい方は別途ご
相談ください。
• USB ポートのない PCはモニターとの接続は出来ません。
・モニターの詳細な設定はカウンターに置いてある取扱説明書をご覧ください。

映像・音響設備について②
○モニターの利用 ( 音声入力・映像入力ともに下記設定で可能です。)

①モニター付属の『USB⇒HDMI 変換コネクタ』で PCとモニターを接続する

②モニターのスイッチを入れ、リモコンの「入力切替」ボタンにてHDMI1 を選択

③PCの画面設定をモニター出力用に設定

④お好みに応じてリモコンの「画面サイズ」で表示の大きさを変える

SANSUI 50V 型
SDN50-B31PC

USB⇒HDMI 変換コネクタ



①レンタルスペース
　カフェ風スタジオ『カジュアライズ』・・・当レンタルスペースです
②ファミリーマート 池袋東口店　　　  ・・・コンビニ
③セブンイレブン　東池袋明治通り店   ・・・コンビニ
④ファミリーマート 東池袋明治通り店  ・・・コンビニ
⑤ビックカメラ池袋本店 　　　　　　・・・電気製品
⑥ヤマダ電機 IKEBUKURO
　アウトレット・リユース &TAXFREE 館  ・・電気製品
⑦やまや池袋東店　　　　　　　　　 ・・・酒屋
⑧ユザワヤ 池袋店 (WACCA 3F)　　　   ・・・手芸雑貨

池袋駅からの道順と知っておくと便利な周辺施設

その他①

２

３
６

７

８

５

４

１

池袋駅



カフェ風スタジオ『カジュアライズ』への道順 (JR 池袋東口からの道順 )

その他②

④③

②①

④⑤

JR 池袋東口を出て左に曲がります。 PARCOを左手に見つつ直進します。

直進するとマクドナルドとスーツ
ファクトリーが見えてくるので、
そのまま道沿いに直進します。

ビックカメラから200mほど直進
すると『そば地酒』の看板のある
蕎麦屋が見えますので、その交差
点を左に曲がります。

交差点を曲がって20mほど直進す
ると左手に『KEITA BLD. 慶太ビル』
の表示が見えますので、そこの 4F
が当レンタルスペースとなります。

ビックカメラが左手に見えてくる
のでそのまま道沿いに直進します。



退出チェックリストとご利用規約

退出チェックリスト

トイレのチェック→汚れていれば清掃
キッチンのチェック→汚れていれば清掃
スタジオ全体で汚れている部分などないかチェック
ゴミをゴミ出しエリアにだしたか
床・机・椅子のレイアウト確認→配置図に従い綺麗に並べる
忘れ物がないかチェック
スタジオ備品に傷・破損がないかチェック
→ある場合、ご利用日時に責任者名、傷・破損した備品の名前と写メを、当スタジオの Line に
報告 ( 報告用 Line アカウントは次ページに記載してあるQRコードよりお願いします )

ご利用規約

・準備、片付けなども利用時間内にてお願いいたします。 （時間外の入退室は不法侵入として通報
　する場合もございます）。
・終了予定時刻 15分経過しても連絡なく無断延長されていた場合、延長料金として延長利用時   
　間分の４倍の金額を請求させていただきます。
・当スペースは完全禁煙です。 喫煙はご遠慮ください。 
・ご利用後は机・椅子の配置を元に戻し、汚れた箇所の清掃をお願いいたします （清掃用具がご
　ざいます）。 

上記退出チェックリスト・ご利用規約・禁止事項の違反が発覚した場合（清掃管理者、次に利用
された方から報告があった場合）、清掃代・修復代実費、損害賠償などを申し受けます。銀行振
込等に伴う振込手数料等もご負担をお願いします。 

みなさまに快適にご利用頂くため、ご理解ご協力をお願いいたします。

責任者名：
電話番号：



以下の行為が発覚した場合、
利用途中でも退出をお願いする場合がございます事ご了承ください。

1. 法律に違反する行為または違反するおそれのある行為。
2. 公序良俗に反する行為および猥褻物や違法物の持ち込み・観賞・販売等の行為。
3. 過度の肌の露出や過激なポーズによる撮影
4. 申込内容と相違するご利用。
5. 常識を超える範囲の物品や機材、荷物の持込み。
6. 騒音、震動などで近隣住民や、同建物内の他のテナントの方々に迷惑をかける行為。
7. 喫煙を発見したとき。

禁止事項

カジュアライズ株式会社
 http://casuarise.co.jp
レンタルスペース運営部
伊藤将弘
緊急連絡先 080-8898-8793

カフェ風スタジオ
『カジュアライズ』
Line@,QR コード

ご意見・ご要望があればお聞かせください



退出時チェックリスト

トイレのチェック→汚れていれば清掃
キッチンのチェック→汚れていれば清掃
スタジオ全体で汚れている部分などないかチェック
床・机・椅子のレイアウト確認→配置図に従い綺麗に並べる
忘れ物がないかチェック
スタジオ備品に傷・破損がないかチェック→備品の破損などがある際には報告をお願いします

遵守事項
・準備や片付け、清掃なども利用時間内にしてください。（時間外の入退室は不法侵入として通
報する場合もございます）。
・撮影により発生したゴミや汚れは、撮影終了後直ちに清掃し、家具なども含め現状復帰して
くださ い。
・万が一延長してしまう場合は 080-8898-8793 までお電話ください。予約状況にもよりますが

6,000円 /h で 1時間単位～延長可能です。延長料金は退出の際の立会の際に現金にてお支払い

ください。
・ご利用前、ご利用終了の直前に立ち会わせていただくことをご了承ください。
・当スペースは完全禁煙です。 ビルの共用部分も含め喫煙はご遠慮ください。 
・キャンセルされた場合は以下のキャンセル料をお支払い願います。
（1）正式予約成立～ご利用 31 日前までにキャンセル受付：ご入金額の 30%
（2）ご利用日の 30 日前～15 日前までにキャンセル受付：ご入金額の 50%
（3）ご利用日の 14 日前～当日までにキャンセル受付：ご入金額の 100%

上記退出チェックリスト・ご利用規約・禁止事項の違反が発覚した場合（清掃管理者、次に利
用された方から報告があった場合）、清掃代・修復代実費、損害賠償などを申し受けます。振
込等に伴う振込手数料等もご負担をお願いします。 

みなさまに快適にご利用頂くため、ご理解ご協力をお願いいたします。

責任者名：
電話番号：

【ロケ撮影の際の遵守事項など】



【当スペース見取り図】
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キッチン利用を行った場合は、利用した全ての食器・キッチンを掃除するものとし、汚れが
残存している場合は 1万円以下の請求を当社が行うものとする。(” 汚れが残存している” と判
    利用時間直後に別ユーザの利用控えており、当該ユーザが清掃状況についてクレームを行っ
た場合は当該ユーザの当日利用料金を支払うものとする。
ユーザの責任について
ユーザの責任者は予約リクエストを行ったユーザ ( 以下、ユーザ責任者 ) であるものとする。
予約リクエストを行ったユーザ以外の同伴された者が何かしらの問題を発生させた場合も責
任はユーザ責任者へあるものとする。
ユーザの過失により当スペースの運用が不可となった場合、ユーザは当スペースの月間売上
*6 か月分を損害賠償として支払うものとする。

【ロケ撮影の際の遵守事項など】


