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-ご予約完了後- 
2019年7月30日更新 

スペースの
ご案内 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入室方法 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階段で3階まで上り、入口扉に設置されているテンキーに、

暗証番号を入力して入室して下さい。 

テンキーのボタンを押すと数字がランダムに表示されま

すので、表示された数字を押してください。(数字の順番

に決まりはございません。)
その後、以下の暗証番号を入力してください。

１１７０E (ENTER) 

暗証番号 

３階 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室内マップ 

＜備品類＞ 
・ケーブル類 
・リモコン 
 

https://www.google.com/maps?ll=3
5.658904,139.694986&z=18&t=m&
hl=ja&gl=US&mapclient=embed&q
=%E3%83%AA%E3%83%BC%E3
%83%95%E6%B8%8B%E8%B0%
B7%EF%BC%91%EF%BC%96+%
E3%80%92150-0044+%E6%9D%B
1%E4%BA%AC%E9%83%BD%E6
%B8%8B%E8%B0%B7%E5%8C%
BA%E5%86%86%E5%B1%B1%E7
%94%BA%EF%BC%91%EF%BC
%90%E2%88%92%EF%BC%97



アクセス 

・渋谷駅　徒歩8分

・神泉駅　徒歩4分 

周辺情報 

〒150- 0044 
東京都渋谷区円山町10-7　リーフ渋谷16　3F,4F  

❶ ローソン(コンビニ)  150m 

❸ ローソン(コンビニ)  140m 

❺ タイムズ(駐車場) 170m 

❼ ダイソー(100円ショップ) 400m 

❾ ドンキホーテ(ディスカウントストア) 210m 

❷ タイムズ(駐車場) 30m 

❹ スターバックス(カフェ) 260m 

❻ 東急ハンズ(雑貨用品展) 500m 

❽ ヤマダ電機(家電量販店) 450m 

➓ 三千里薬品(薬局) 650m 

 

地図 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※2019年2月時点 

※駐車場は近隣のコインパーキングをご利用下さい。  

1階にあじくらの焼肉屋さんの隣にある階段を上がってください。



無料Wi-Fi 

喫煙場所 

ゴミの処理方法 

Wi-Fi設定 ▶  

パスワード ▶   terrace-shibuya

Lounge-R-TERRACE-5GHz
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Lounge-R-TERRACE-2.4GHz

室内は全面禁煙です。 

 

スペース（室内）で喫煙した場合は違約金として2万円を請求いたします。  

ゴミは備え付けのゴミ箱に分別して捨ててください。 

入りきらないゴミはお持ち帰りください。 

清掃がされていなかった場合、違約金2万円ご請求致します。 

無料常設備品 

プロジェクター×1 / キッチン設備×1 / 空調×1 / 映像プレイヤー（DVD & 

Blu-ray対応）×1 /  冷凍冷蔵庫×1 / ダーツマシーン×1 

 

テラス（屋上）は喫煙可能です。 



プロジェクターの使い方 

プロジェクター用のリモコンでプロジェクターの電源をつけます。 

プロジェクターの使い方 

❶ 

DVDプレイヤーに刺さっているトランスミッターをパソコンにさして
ください。 

❷ 

【入力検出】を押すと映像が投影されます。 ❸ 

プロジェクターの使い方 音響設備（スピーカー）の使い方 

❶  PC、スマホなど（デバイス）の設定から
Bluetooth　をONにしてください。 

❷ 

スクリーン上部の天井にス
ピーカーが埋め込まれていま
す。リモコンはDVDが置いて
ある棚にあります。 

【スピーカー本体】の受光部に向けリモコンの電源ボタンを入
れてください。 

『ポポポ』と音がなり 
赤ランプが点滅(約6秒間)→完全に点灯 
に変わると使用可能となります。 

次のページへ続く 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❸  デバイスのBluetoothを「検索状態」にします。 

❹  リモコンでペアリングしたい番号を長押しします。 
スピーカーのランプが点滅します。 

『ポロ』と音がなり 
青と緑ランプが交互に点滅(約30秒間) 

❺  デバイスに表示された『ABPーR02』を選択します。 
スピーカー側のランプが点灯します。 

『ポッ』と音がなり 
赤ランプが点灯 

ABPーR02

❻  デバイスが「接続済み」となったら設定完了です。 
音楽を再生してください。 

再生中は青ランプ 
もしくは緑ランプが点灯 

詳しい使い方、ペアリングできない等のQ&Aは 
スペースにございます「Bluetooth Prayer 取り扱いマニュ
アル」をご覧ください。 

ABPーR02

4台まで端末の設定が可能です。



延長料金 

当日でも空きがございましたら３０分単位で延長可能です。 

※無断延長をされた場合、延長料金＋違約金２万円を頂戴いたします。 

※通常時間外のご利用は通常料金の２０％割増になります。 

※延長で割引対象のご利用時間に達しても割引は適用されませんのでご注意ください。 

時間帯  価格 

10:00～15:00  10,000円/1H 

【延長料金表】 

 月～木曜日 

金曜日 

土・日・祝日 

17:00～24:00  12,000円/1H 

10:00～15:00  10,000円/1H 

15,000円/1H 

10:00～15:00  12,000円/1H 

17:00～24:00  15,000円/1H 

17:00～24:00 

延長をご希望の際は、 
当社の緊急連絡先（０８０-４００３-３０７１）までご連絡下さいませ。 

9

室内料金
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禁止事項 

スペース前での

立ち話し 

レンタル備品に傷

をつける行為 

スペース内での

喫煙 
発火物・危険物持

ち込み 

無断延長 

 

走る・飛ぶなど 

床に振動を与え

る行為 

スペース内の扉

の開けっ放し 

発電機の使用 

その他の注意事項や利用規約等は、 

ホームページにてご確認下さい。 

建物前への 

ゴミ投棄 

屋上での大騒ぎ

や大音量での音

楽再生 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退室時の注意 

退室の際に、下記項目をチェックをお願いしております。 

部屋を掃除し机や椅子のレイアウト、使用した設備は

元の位置にお戻し下さい。 

照明、エアコン、その他の電気機器類の電源がOFFに

なっていることを確認し、ドアをしっかり締めてご退室く

ださい。 
 

退室方法に従ってご退室の報告をお願いします。 

退室は静かに速やかにお願い致します。 

ゴミは備え付けのゴミ箱に分別してお捨てください。  

準備・復帰時間も利用時間に含まれます。 

清掃がされていなかった場合違約金2万円ご請求致します。 

お忘れ物の確認をお願いします。 

ご利用時間の延長がある場合連絡はお済みですか？ 
無断延長をされますと、延長料金＋違約金２万円をご請求いたします。 

貴重品を含め荷物が盗難、紛失した場合は、弊社は一切責任を負いません

のでご注意ください。 

破損や嘔吐等のトラブルの報告があった場合は、 

必ず報告をお願いします。 
嘔吐した際は、違約金として2万円をご請求致します。 

備品が破損・汚損した場合、修理費や交通費を実費でご請求します。 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退室方法 

①ご利用前の状態に戻して頂き、下記のいずれかの方法でご利用終了時

刻までに退出の報告をお願いします。 

内装写真見本 

と送信して下さい。

▶ 

内装写真はスペース全体が映るように１〜２枚撮影してください。　　　　            

報告が間に合わなかった場合は延長料金が発生しますのでご注意ください。 

 

退出報告後にスタッフからの返事がない場合も、ご利用時間内に写真の送信が

できていれば問題ございません。 

こちらのメールアドレスから退

室時の内装写真と退出報告を

お願いします。 

 

こちらのQRコードを読み取り

退室時の内装写真と退出報告

をお願いします。 

 

info@s-management.co.jp 

メールで退出報告LINEで退出報告

「Lounge　R 
　TERRACE渋谷 
【名前】退出します」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

②退出時は、入口扉のテンキーに掌を当てると施錠がされます。鍵がし

まったことを確認して退出してください。 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お問い合わせ 

ご質問・ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。 

※当日ご利用のお客様からのお問い合わせで多少繋がりにくい

場合がございます。その場合少しお待ち頂くか、当社の営業時間

内にコールセンターまでお電話下さい。 

メールでお問い合わせ 

コールセンターへお問い合わせ 

info@s-management.co.jp 

少人数体制ですので繋がりにくい場合がございます。 

０３-６４２７-３６７０ 
営業時間 １０:００〜１８:００（全日） 

緊急連絡先 

０８０-４００３-３０７１ 
ご利用延長のお申し込み・時間外トラブル等の受付は

こちらです。 

スペースの詳しい情報は 

ホームページをご覧ください。 


