
ダブルハピネスビルマネージメント５F 屋上テラス 

スペース利用に関するお願い 
《開始時間と終了時間について》 
1. スペースに到着されましたら、スマートキーを使い直接室中にお入りください。ご利用に関

する簡単なご説明をさせて頂きますので、私の携帯電話までご連絡くださいますようお願い

致します。 

2. こ利用時間は、事前に承諾した時間内となり、片付けの時間を含んでおります。 

利用途中て退出された場合でも返金は行っておりません。 

3. 延長をご希望の場合は、延長希望 1時間前までに予め管理者へ連絡し承諾を得るものとしま

す。予約状況によって延長はできない場合もございます。 

4. ご利用時間を過ぎてしまうとスマートキーが使えなくなります。 

利用時間を越えてしまった際は必ず連絡を入れる様にして下さい。 

また、無断でご利用されていた場合は、2時間分の金額を請求させて頂きます。なお、その

場合において引き続き 1時間のご利用は頂く事はできません。 

5. スペースをご退出される際は、スマートキーで施錠し下記携帯までご連絡をお願いします。

その際、もしご不満な点などあればお話しを伺えたら幸いです。 

管理者携帯：08096848088  

 

《禁止行為について》   
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。 

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及びわいせつ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. ペット類の持込み。 

6. 常識を超える範囲の物品や機材、荷物の持込み。 

7. 他の利用者に対し迷惑をかける行為、大音量での音楽鑑賞。 

8. 室内及び屋上テラス内での喫煙。 

５F エレベーターホール及び屋上テラスの踊り場に喫煙場所を設けておりますので、お吸いにな

られる方は必ず土足に履き替えそちらをお使い下さい。（建物周囲での喫煙もご遠慮ください） 



《鍵の受け渡しについて》 
1. 鍵はスマートフォン経由のスマートキーを推奨しております。スマートフォン（iOS、

Android の端末のみ）をお持ちでないお客様には、鍵の手渡しサービスをオプション   

＋3000 円にて承っておりますのでご注文をお願いします。 

スマートロック Qrio の対応端末は、iOS 端末では、iPhone4S 以降かつ iOS9 以上でご利

用いただけます。Andriod 端末では Android 4.4 以上の OSがインストールされており、

Bluetooth Low Energy (BLE)に対応している端末がご利用いただけます。 

2. Qrio 電子キーについて 

初めてお使いになられる方は、下記URLからQrioがどういったものであるか確認下さい。

スマートフォンで鍵の開け閉めをしている動画が入っていますので参考になると思います。 

https://youtu.be/1BrDpIz8ihU 

3. 鍵の受け渡し手順 

Step 1 管理者（小柏正幸）よりゲスト様のメールアドレスにダブルハピネスロックのキ

ーのシェアをします。初めてお使いの場合は、まず案内に従い、Qrio アプリをスマートフ

ォンにダウンロードして下さい。 

       

Step 2 次にアカウントの登録をして下さい。 簡単な登録ですが、念のため登録マニュ

アルのリンクを付けます。 http://qrio.me/pdf/sl-account.pdf 

  Step 3 アカウント登録後、キーのリクエストボタンを押すと下記左の画面が現れます。 

管理者が承認をしますと下記右の画面になりボタンマークが出ます。この状態となりまし

たら、ご利用時間帯にスマートフォンで玄関扉の鍵を開け閉めすることができます。 

 



《後片付けについて》 
スペースのご利用後は、基本、現状復帰となります。移動した家具を戻し、お使いになられた

調理器具、キッチン家電の洗浄を終え、床の掃除機掛けをお願いします。コードレス掃除機が

部屋中央部にございますので、お帰りになる前にお使いください。但し、お使いになられた調

理器具や食器類は洗浄後、元の場所に戻さず水切りかごかキッチンカウンターにまとめてくだ

さい。また、グラス類は割れやすいため、洗浄後にディッシュタオルを下に敷いて逆さにし乾

燥する状態でお戻し下さい。 

 

《ゴミ捨て》 
可燃ごみ（紙・プラスチック・生ごみ*）は室内にあります茶色のダストボックス及び生ごみは

キッチン台の上に置いておきます緑色のゴミ箱をお使い下さい。また、生ごみについては、し

っかり水気をとって頂き、ビニールに入れ水分が出ない状態で可燃ごみに入れるようにお願い

します。また、瓶/ペットボトル、缶などの資源ごみに関しましてはシステムキッチン左の棚の

中に専用のごみ箱をご用意しておりますので分別にご協力下さい。不燃ゴミやダンボールに関

しましては、こちらで処理ができませんので必ずお持ち帰り下さい。また、無料でごみ処理さ

せて頂く量に制限を付けさせて頂いております。可燃ごみ 40ℓ1 袋、缶 30ℓ１袋、瓶 30ℓ各

１袋までとさせて頂き、それを超えるごみが出た場合にはお持ち帰りをお願いします。 

 

《屋上テラスについて》 
1. ５Fエレベーターホールから階段で上がっていただくと、屋上テラスまで上がることができ

ます。鍵は使用時間中は解錠します。 

2. 転落などのリスクがございますので、お子様だけのご利用は禁止とさせて頂きます。また、

ここで発生した事故に関しては、ゲスト様の責任の下ご使用下さい。 

3. 屋上テラスでの飲食は可能ですが、BBQなど火を使う行為は防災上禁止とさせて頂きます。 

BBQ をされたい方には無料で電気式 BBQプレートの貸出を行っておりますので、必要の

際はお申し付けください。 

4. 屋上テラスでの大音量での音楽鑑賞は近隣の方のご迷惑に繋がりますので禁止とさせて頂

きます。また、夜間にお使いになられる方は、大声を出さない様お願いします。 

5. 東側の壁に、電動で開閉できるオーニングがあり、リモコンで操作します。日差しがきつ

い時にお使いください。リモコンは玄関横の壁に吊るしておきますので５Fから持参してお

使い下さい。 

6. 建物の壁にモノを絶対に置かないで下さい。落下物による第三者への危害、傷害は使用者

の責任とさせて頂きます。 



《電気設備について》 
1. WIFI を無料でお使い頂けます。 

WIFI: double-h   Password: double-h-guest 

屋上テラスでは、一部、WIFI が入りにくいエリアがございますがご了承ください。 

2. プロジェクターを無料でお使い頂けます。 EPSON EB535W 

    
天井に固定されたプロジェクターから斜め壁に直接投射してお使い下さい。また、操作

は全てリモコンを使っていただき本体には一切触れないようお願いします。リモコンは

AVセットの上にございます。 

 

3. AV アンプを通してプロジェクターがご利用でき CD/DVD/Blue-ray を鑑賞できます。 

HDMI ケーブルを繋げることのできるNote PC であれば、WIFI に繋ぎながら Youtube

などの映像を流すことも可能で IPhone（Iphone5 以降の機種に限る）であれば同様にプ

ロジェクターをご利用になれます。 Android のスマートフォンは AVアンプと連動さ

せることはできないためプロジェクターは使えませんが Bluetooth スピーカーで音楽

を流すことはできます。 

              

    HDMI 1 Blu-Ray/CD 

    HDMI 2 iphone (Airplay)  

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ワイヤレススピーカー (BOSE SoundLink® Bluetooth® speaker III) 

 

スマートフォン、iPad®、その他の Bluetooth 機器と簡単にペアリングできます。 

プロジェクターを使わないで音楽だけ聴きたいという場合はコードレスなので使い勝手が良い

です。また、弊社の AVアンプに接続できない Android スマートフォンから音源を取りたい場

合はこちらのスピーカーをご活用ください。 

AV アンプワイヤレス通信距離は約 9 ｍ。配線いらずでお好きなサウンドを楽しめます。ペア

リングの手順は、スピーカーの上部パネルの Bluetooth ボタンを押したまま、ご使用の機器で

Bluetooth 機能をオンにして Bose SLIII を選択するだけです。(パスコードが必要な場合は 

0000 と入力して下さい) 

AUX ケーブルでの接続も可能ですが、こちらではケーブルの準備をしておりません。 

また、持ち運びが可能であるため屋上テラスで音楽を聴くことも可能です。但し、大音量で聴

くなど、近隣の迷惑になる様な使い方は厳禁となります。また、雨の日に外で使うことも禁止

です。このルールを違反し故障を起こした場合は弁償をお願いします。 

 

5. 掃除機  三菱電機 iNSTICK 

コードレスタイプなので返却前のお掃除も手軽にできます。 

空気清浄機能も付いていますので、お料理した後の匂いなど気になる様であればご利用下さい。 

   

 

 

 



《キッチン家電》 
1. コンロ Harman (コンロ Piatto / マルチグリル Progre) 

３口コンロとなっております。火を使う場合ですが、まず電源ボタンを入れていただいてボ

タンを押して頂くと自動点火されます。ボタンは押すと飛び出しますので、それを回転させ

ることで火の強弱を調節できます。温度の調節やコンロ調理タイマーも内臓されております

が、使い慣れない方もいらっしゃるので、個別のタイマーも付けておくように致します。 

 

     

2. コンビネーションレンジ  Harman DR514 

電子レンジとガス高速オーブンの１台２役のコンビネーションレンジです。火が通りにくい

食材や煮込み料理もスピーディーに仕上がります。オーブン皿などの付属品は、電子レンジ

で使えないものがございますので、ご使用前に必ず説明書を確認下さい。 

 
 

 

 

 



3. コーヒーメーカー デロンギ CMB5T-WH 

 

コーヒー粉は用意しておりませんので、お使いになる方はコーヒー粉をご持参下さい。コーヒ

ー豆を挽く設備はございません。 一度に５杯分作ることが可能です。続けてコーヒーをいれ

るときは、5分以上休止して下さい。すぐに蓋を開けたり、水を入れると蒸気が噴出し火傷の原

因となります。また、ご利用の際は必ず説明書を見てからお使い下さい。 

事前に使い方を知りたい方は、下記 URL からも説明書を入手できます。 

http://www.delonghi.co.jp/manual/agreement/id/417 

 

4. 炊飯器  三菱電機   NJ̶VW１０７ 

 

お米は準備しておりませんので、お使いになる方はご持参下さい。 

0.5～5.5 合まで炊くことができます。 

 

5. ブレンダー  Braun MNQ5045 

    

「つぶす」「混ぜる」「きざむ」「砕く」「泡立てる」を簡単に使いこなせるので、ひと手間

かけお料理が手軽に楽しめます。 アイスクラッシュも可能です。 



6. レコルト ホームバーベキュー  （屋上利用の方のみの無料貸出） 

電気式ですので、屋上壁にございます屋外用コンセントに電源コードを差し込んでお使いくだ

さい。また、5F に延長コードがございますので合わせご利用ください。 

プレートはバーベキュープレートとフラットプレートの２種類。バーベキュープレートは、穴

から余分な油を落とせ、また、パワフルな火力で厚みのあるステーキ肉もジューシーにおいし

く焼くことができます。 ご使用前の注意点ですが、必ず水トレイの目盛線まで水を入れてお

使いください。水が入っていないと状態で使用すると、調理中に煙が多くなったり、テーブル

が高温になり傷めたり、異常発熱して変形、故障、火災の原因になります。 

また、ご使用後は、ヒーターが取り外せるので本体を丸ごと水洗いしてお戻しください。 

 
 

    



7. レコルト たこ焼き器  （オプション貸出） 

前述しているレコルト ホームバーベキューでの注意点をご確認ください。 

    

 
8. IH 対応土鍋 / IH コンロ （オプション貸出） 

 

土鍋はガスコンロでもご使用できますので、ガスコンロで煮込んでテーブルで保温することも

できます。 IH コンロは保温 70℃、弱 200W、弱 400W、中弱 600W、中 800W、強弱 1000W、

強弱 1200W、強 1400Wと７段階火力調節ができます。 

土鍋は９号（3-4 人用）  大きさはΦ273mm 深さ 78mm 3ℓ 

 

 



《別途ご請求事例》 

1. 食器、グラスの破損 一律 500 円/個でのご請求。 

2. ビル内、レンタルスペース内での嘔吐、程度に関係なく一律 1万円をご請求。 

3. 騒音による近隣クレームが発生した場合、一律 3万円をご請求。 

4. 設備・物品の破損、施設の汚損の場合は、実費分をご請求。 

電気製品の説明書は部屋に常備しておりますので、お使いになる前に必ず確認をお願いします。 

また、問題が発生した場合は必ず退出時に自己申告をお願い致します。 

 

追加でお支払いが発生した場合は、上記内容に沿い再度請求をさせて頂きます。なお、銀行振

込に伴う振込手数料等は申込者様にてご負担をお願いしております。  

 

      管理人連絡先(担当：小柏)： 03-6670-3999 

   080-9684-8088 

□上記の内容にすべて同意しました 

年  月  日 

   ゲスト 様 

氏名： 

連絡先： 

住所： 

 

＊	 書面や PDF によるやりとりが難しい場合は、メッセージに下記コメントを頂くことで、お

互いに協議し同意を頂いたことに代えさせて頂きます。 

 

記 

 

「ダブルハピネスビルマネージメント５F 屋上テラス スペース利用に関するお願い」を確認

し同意します。 

 

年   月   日 

    ゲスト 様 

氏名： 

連絡先： 

住所： 


