
ご利用ガイド
User Guide



パラシオン熱海 707号室
Paration Atami 707

〠413-0023 静岡県熱海市和田浜南町7-50/7-50,Wadahamaminamicho,Atami,Shizuoka

34.30㎡ワンルームタイプ / Studio apartment

最大利用人数大人2名（乳幼児相談） / The maximum occupancy! 2Adult(Babies are 
negotiable)

- 問合せ・管理 / Contact Us -

（株）エンゼル不動産熱海店 / Angel real estate Co.,Ltd.Atami

TEL：0557-85-5151

静岡県熱海市田原本町9-1 熱海第一ビル2階

Atami_daiichi_building 2F,Taharahoncho,Atami,Shizuoka



家具・備品リスト
Furniture and appliance list

• エアコン / AC

• テレビ / TV

• 洗濯機 / Washing Machine

• 冷蔵庫 / Refrigerator

• 電子レンジ / Micro Wave

• 掃除機 / Vacuum Cleaner

• ソファベッド / Sofa Bed

• Wi-Fi / Wi-Fi

❖ 寝具・リネンは設置していません。
There is no bedding / linen.

• 炊飯器 / Rice Cooker

• ケトル / Kettle

• 調理器具/ Cooking Equipment

• テーブル / Table

• 食器 / Dishes

• カトラリー / Cutlery

• ドライヤー / Ｈair Ｄryer



ハウスルール
House Rules

1. 玄関で靴を脱いでください。 Please take your shoes off before going inside the room.

2. 室内は禁煙です。 Smoking is NOT allowed.

3. 近隣の方に迷惑のかかる可能性がるパーティーや大音量での音楽鑑賞、バルコニーで大声でお話しすることは控えてください。We do NOT accept any activities that may disturb neighbors 
such as throwing parties,playing loud music and talking loudly while on the balcony.

4. 弊社への申告なしに他の方が住んでいた場合は、退去をお願いする可能性があります。If we find out that additional guests are staying without our knowledge,we may ask all guests to 
leave.

5. お部屋を出るときは必ず施錠をお願いします。節電のご協力をお願いします。Please make sure that the door is loced when you go out.Please turn all lights and electronics off before 
leaving the room.

6. 午後9時から午前7時はできる限り静かにするようにしてください。It is quiet hours in Japan from 9pm to 7am.Please be considerate of your neighbors.

7. 何かお困りのことがございましたら弊社までご連絡ください。If you need any help,please feel free to contact us.Do NOT contact your neighbors.It will be much easier for you to 
communicate with us since your neighbors may not speak your language.

8. 見知らぬ方が訪問された際には応答しないようにしてください。Do not answer the door if someone you do not recognize rings the doorbell.Often maintenance staff visit the property to 
check the power meters.

9. 退去の際に粗大ごみに相当するゴミをお部屋内に置いたままにしないでください。清掃の際に入居者による粗大ゴミが確認された場合かかる費用を請求致します。Please do not leave large 
amounts of garbage inside the property.If you left these,we will charge for the costs incurred.

10. もし鍵をなくした場合は、鍵交換代を請求致します。請求金額はおおよそ2万円ほどになりますが、鍵の種類によって異なります。If you lose the key,we will have to change the lock for 
security reasons. In this case,we will charge the key exchange fee to you.

11. ゴミの分別にご協力ください。ゴミの分別方法はこちらのご利用ガイドに記載してあります。ご確認ください。Please separate garbage according to this user guide.

12. 盗難・紛失などが発生した場合、弊社として責任を負わないものとします。Please note that we do not take any responsibility or liability for any theft or loss caused in the house.



設置機器
Installed Equipment

Wi-Fi / Wi-Fi （1ヵ月12GBまで）

ID SH-05La-2CB72D

パスワード 7QUe4JKb1J

password

ブレーカー / Brealer

家電を同時に利用した場合、
ブレーカーが落ちて使用で
きなくなる可能性がありま
す。

Please note that the 
breaker may trip if you use 
too many electrical 
appliances at the same 
time. 切/OFF ・ 入/ON



ゴミの分別・捨て方

Garbage

フロント出入口から外に出て正面付近、
駐車場の道路側にゴミ捨て場所がございます。
蓋付きバケツ・カゴにそれぞれ分別して入れてくだ
さい。
管理人が清掃してくれていますが、各自がマナー
を守るようご協力ください。

Your garbage dump area is in the car parking 
space side of road.Garbage sould be sorted into 
the following classes.Burnable,glass 
bottles,cans,etc.Please it the way you found it.



緊急時

Emergency

📞Phone numbers

■110 - 警察の連絡先 / Police,to report a crime or an accident

■119 - 消防署の連絡先 / Fire Station,to call an ambulance or a resucue

■0557-85-5151 - 株式会社エンゼル不動産 熱海店 / Angel real estate Co.,Ltd.Atami


