AWS Loft Tokyoハウスルール
AWS Loft は、AWSアカウント ID をお持ちの
スタートアップとディベロッパーのための施設です。
ご利用に関して、以下の点について皆様のご理解とご協力をお願いします。

No Noise
他の利用者の方へのご配慮をお願いします。
会話の音、イヤフォンからの音漏れなど音に関するご意見を頂くことが多いようです。
通話などの必要がある場合は受付横の電話ボックスをご利用下さい。

No Alcohol

AWS Loft Tokyo 内は飲食可能です。
お持ち込みも可能ですが、飲食後のゴミの適切な分類へのご協力をお願いします。
尚、飲酒はイベント開催時に主催者から提供されるものを除いて禁止といたします。

No Sleeping

AWS Loft Tokyo 内では寝ないで下さい。
日頃の業務でお疲れと思います。わかります。
それでも、周りの方々との心地よい環境つくりのためご協力をお願いします。

No Tie

AWS Loft Tokyo Loft のドレスコードはカジュアルです。
日頃スーツをお召の方も、この空間ではネクタイを外して
リラックスしてお過ごしください。
また、次回は是非カジュアルでお越し下さい。

No Reuse
入館時にお渡しした名前入りのパスは当日、ご本人様に限り有効です。
退館時には、受付横の回収ボックスに入れて下さい。
＊ご利用時には、毎回受付でチェックインをお願します。
＊セキュリティ上、警備員にパスが見えるようにご着用をお願いします。
＊パスは、17F ロフト入退場専用になります。別フロアへの移動はご遠慮下さい。
（ 3F 入口フロアは除きます ）

そのほか詳細は、AWS Loft Tokyo利用基準に準じます。
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AWS Loft Tokyo House Rules
AWS Loft is a place for startups and developers.
Please keep in mind the following:

No Noise
If you need to make a phone call, please feel free to use the telephone box
next to Loft reception.

No Alcohol
Bringing food and drinks from outside allowed, but please make sure to separate your rubbish according to
the rules.
Alcoholic beverages should only be consumed at AWS organized events.

No Sleeping
Please refrain from sleeping in the Loft.
We understand that you must be tired from the daily grind, but even so it’s
important to keep the Loft environment comfortable for everyone.

No Tie
The dress code is casual.
For those who normally have to wear suits, please loosen your tie and relax!
If you can, please come in casual clothes next time.

No Reuse
The pass/sticker received at check-in is valid only for the person who has checked in, and only for the day it
is printed.
Please check-in and receive pass/sticker every time you visit the Loft.
Please remember to put your sticker somewhere security can easily see it.
Passes for the 17F AWS Loft do not allow access to other floors.
We would appreciate you sharing pictures of the AWS Loft on Social Media.
Twitter, Facebook and Instagram posts are all welcome
Please do not post any pictures containing third parties (including other Loft customers) online.
Please manage your valuables and confidential information by yourself.
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