
設備一覧（目次）

索引 設備 部屋 場所
3 ３Dメガネ 洋室 ベッドルーム（本棚）
B Blu-ray 洋室 ベッドルーム（本棚）
C CD 洋室 ベッドルーム（本棚）
D DVD 洋室 ベッドルーム（本棚）

FF式ファンヒーター（大） リビング リビング
FF式ファンヒーター（中） 和室 和室

Z ZIP付フリーザーバッグ キッチン カウンター
赤ちゃん用スプーン キッチン キッチン⼾棚（１番目の引出し）
赤ちゃん便座 トイレ トイレ収納
アルミホイル キッチン カウンター
泡⽴て機 キッチン キッチン⼾棚（２番目の引出し）
アンプ リビング リビング
イス（小） お風呂 お風呂
イス（大） お風呂 お風呂

う うらごし、粉ふるい キッチン キッチン⼾棚（３番目の引出し）
エアコン リビング リビング
衣紋掛け 和室、洋室 和室、ベッドルーム
延⻑コード キッチン キッチン⼾棚（流し下の左）
延⻑コード 洗面所 洗面台（引出し）
オーディオ接続ケーブル リビング リビング
オーディオデッキ（CD,DVD,VHS） リビング リビング
オーブン キッチン キッチン
桶 お風呂 お風呂
お子様用カップ キッチン カウンター食器棚
お子様用サンダル デッキテラス デッキテラス
お子様用食器 キッチン カウンター食器棚
お子様用スプーンセット キッチン カウンター食器棚
お玉 キッチン キッチン⼾棚（２番目の引出し）
お風呂洗いスポンジ 洗面所 洗面台（⼾棚）
お風呂洗い洗剤 洗面所 洗面台（⼾棚）
オモチャ 和室 和室の⼾棚
おねしょシーツ 和室 和室の押し入れ
折りたたみテーブル 洋室 ベッドルーム（押入れ）
折りたたみテーブル デッキテラス デッキテラス
折りたたみ椅子 玄関 玄関収納
お料理本 洋室 ベッドルーム（本棚）
お椀 キッチン カウンター食器棚
カードゲーム等 洋室 ベッドルーム（本棚）
害虫スプレー トイレ トイレ収納
外灯 デッキテラス デッキテラス
外灯（センサー式） 建物外 庭
ガイドブック 洋室 ベッドルーム（本棚）
鏡 お風呂 お風呂
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索引 設備 部屋 場所
カクテルスプーン キッチン キッチン⼾棚（流し下の右）
掛け時計 リビング リビング
掛け布団 和室 和室の押し入れ
カスコンロ（２口＋魚焼きグリル） キッチン キッチン
かす揚げ キッチン キッチン⼾棚（２番目の引出し）
カセットコンロ缶 キッチン キッチン⼾棚（流し下の左）
蚊取り線香（夏季） 和室 和室
カビキラー トイレ トイレ収納
ガムテープ トイレ トイレ収納
ガラスコップ キッチン カウンター食器棚
缶切り キッチン キッチン⼾棚（２番目の引出し）
気温計 リビング リビング
キッチンタイマー キッチン キッチン
キッチンバサミ キッチン キッチン
木ベラ キッチン キッチン⼾棚（２番目の引出し）
脚⽴ 和室 和室の押し入れ
クイックルワイパー 洗面所 洗面所
クイックルワイパー替え トイレ トイレ収納
果物ナイフ キッチン キッチン⼾棚（２番目の引出し）
クッキングシート キッチン カウンター
靴べら 玄関 カウンター
グラス（小） キッチン キッチン⼾棚（３番目の引出し）
グラス（大） キッチン キッチン⼾棚（３番目の引出し）
グラス洗いタワシ キッチン キッチン⼾棚（２番目の引出し）
グラタン皿 キッチン カウンター食器棚
計量器 キッチン キッチン⼾棚（流し下の右）
計量カップ キッチン キッチン⼾棚（３番目の引出し）
計量器 キッチン キッチン⼾棚（３番目の引出し）
計量スプーン キッチン キッチン⼾棚（２番目の引出し）
コーヒーサーバー キッチン カウンター食器棚
コーヒードリッパー キッチン カウンター食器棚
コーヒーの紙フィルター キッチン カウンター
コーヒーミル キッチン キッチン⼾棚（流し下の右）
コーヒーメーカー（ドリップ式） キッチン カウンター
こたつテーブル 和室 和室
ゴミ収集箱 デッキテラス デッキテラス
ゴミ箱 リビング リビング
ゴミ箱 洋室 ベッドルーム
ゴミ袋 キッチン キッチン⼾棚（流し下の左）
菜箸 キッチン キッチン⼾棚（２番目の引出し）
座布団 和室 和室の⼾棚
皿（特大） キッチン カウンター食器棚
皿（大） キッチン カウンター食器棚
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索引 設備 部屋 場所
皿（中） キッチン カウンター食器棚
皿（小） キッチン カウンター食器棚
サランラップ キッチン カウンター
サンダル デッキテラス デッキテラス
シーツ 和室 和室の押し入れ
シェーカー キッチン キッチン⼾棚（３番目の引出し）
敷き布団 和室 和室の押し入れ
室内ランプ 和室 和室
しゃもじ キッチン カウンター
シャンプー お風呂 お風呂
柔軟剤 洗面所 洗面所
瞬間湯沸かしポット キッチン カウンター
消火器 玄関 カウンター
消臭スプレー トイレ トイレ
消毒洗剤 キッチン キッチン
常備薬 玄関 カウンター
醤油皿 キッチン カウンター食器棚
除菌クリーナー 玄関 カウンター
除菌ウェットティッシュ 玄関 カウンター
食器置き キッチン キッチン
食器洗剤 キッチン キッチン
ショップカード 玄関 カウンター
炊飯器 キッチン カウンター
スチームオーブンレンジ キッチン カウンター
スチールたわし キッチン キッチン⼾棚（流し下の左）
ステッキ（杖） 玄関 玄関収納
スピーカー リビング リビング
スプーン（小） キッチン キッチン⼾棚（１番目の引出し）
スプーン（大） キッチン キッチン⼾棚（１番目の引出し）
スプーン（中） キッチン キッチン⼾棚（１番目の引出し）
スライサー キッチン キッチン⼾棚（２番目の引出し）
セロテープ キッチン キッチン⼾棚（流し下の右）
洗濯カゴ 和室 和室の押し入れ
洗濯乾燥機 洗面所 洗面所
洗濯洗剤 洗面所 洗面所
洗濯バサミ 和室 和室の押し入れ
栓抜き キッチン キッチン⼾棚（２番目の引出し）
扇風機（夏季） 洋室 ベッドルーム
扇風機（冬季） 洋室 ベッドルーム（押入れ）
雑巾 洗面所 洗面台（⼾棚）
掃除機 洗面所 洗面所
掃除機 和室 和室の押し入れ（上部棚）
掃除洗剤 トイレ トイレ収納
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索引 設備 部屋 場所
そ 外履きサンダル 玄関 靴箱

ダイニングセット リビング リビング
体重計 洗面所 洗面台⼾棚
タオル干し 和室 和室の押し入れ
卓上ライト 洋室 ベッドルーム
卓上コンロ キッチン キッチン⼾棚（流し下の左）
卓上コンロ用プレート キッチン ガスコンロ下の⼾棚
タッパー各種 キッチン キッチン⼾棚（流し下の右）
タワシ キッチン キッチン
暖房器具（夏季） 洋室 ベッドルーム（押入れ）
暖房器具（冬季） 洗面所 洗面所
チャイルドチェア 洋室 ベッドルーム（押入れ）
茶こし キッチン キッチン⼾棚（流し下の右）
チャッカマン キッチン キッチン⼾棚（２番目の引出し）
茶碗 キッチン カウンター食器棚
駐⾞場 建物外 庭

つ 爪楊枝 キッチン キッチン⼾棚（流し下の右）
手洗い洗剤 キッチン キッチン
ティーポット キッチン カウンター食器棚
手桶 お風呂 お風呂
デッキ（CD,DVD,ブルーレイ） リビング リビング
テレビ リビング リビング
電撃殺虫器（夏季） リビング リビング
トースター キッチン カウンター
土鍋 キッチン カウンター食器棚
ドライバー 玄関 カウンター
ドライヤー 洗面所 洗面台（引出し）
取り皿 キッチン カウンター食器棚
鳥の餌 玄関 靴箱
トレー キッチン キッチン
どんぶり キッチン カウンター食器棚
ナイフ キッチン キッチン⼾棚（１番目の引出し）
夏掛け（夏季） 和室 和室の押し入れ
鍋（小） キッチン ガスコンロ下の⼾棚
鍋（大） キッチン ガスコンロ下の⼾棚
鍋敷き キッチン カウンター
鍋蓋 キッチン ガスコンロ下の⼾棚
灰皿 デッキテラス デッキテラス
ハエ叩き キッチン カウンター横
バケツ、水道 建物外 玄関裏手
バケツ（小） 玄関 靴箱
箸置き キッチン キッチン⼾棚（１番目の引出し）
バターナイフ キッチン キッチン⼾棚（１番目の引出し）

は

ち

て

と

な

た

た



設備一覧（目次）

索引 設備 部屋 場所
花火のろうそく キッチン キッチン⼾棚（１番目の引出し）
ハンガー 玄関 靴箱
パン切りナイフ キッチン キッチン⼾棚（流し下の左）
パンチングボウル キッチン ガスコンロ下の⼾棚
パンでパンダ キッチン キッチン⼾棚（３番目の引出し）
ピザカッター キッチン キッチン⼾棚（２番目の引出し）
非常灯 玄関 カウンター
ファンヒーター 洋室 ベッドルーム
フォーク（小） キッチン キッチン⼾棚（１番目の引出し）
フォーク（大） キッチン キッチン⼾棚（１番目の引出し）
袋とじ キッチン キッチン⼾棚（流し下の右）
フタ付きゴミ箱 洗面所 洗面所
ふとん乾燥機 洋室 ベッドルーム（押入れ）
ふとん乾燥機（梅雨期） 洋室 ベッドルーム
布団たたき 和室 和室の押し入れ
踏み台 リビング リビング
フライ返し キッチン キッチン⼾棚（２番目の引出し）
フライパン キッチン ガスコンロ下の⼾棚
ベープリキッド蚊取り（夏季） 和室 和室
ベープリキッド蚊取り（夏季） 洋室 ベッドルーム
便座クリーナー トイレ トイレ
ベンチ リビング リビング
ベンチ デッキテラス デッキテラス
ホウキ 玄関 玄関収納
ほうき 洗面所 洗面所
包丁（万能包丁） キッチン キッチン⼾棚（流し下の左）
包丁（出刃包丁） キッチン キッチン⼾棚（流し下の左）
包丁研ぎ キッチン キッチン⼾棚（流し下の左）
ボウル（大） キッチン ガスコンロ下の⼾棚
ボウル（中） キッチン ガスコンロ下の⼾棚
ボール 玄関 玄関収納
ホコリハタキ 洗面所 洗面所
補充用備品 洋室 ベッドルーム（押入れ）
補充用トイレットペーパー 洗面所 洗面台（⼾棚）
補充用洗剤 キッチン キッチン⼾棚（流し下の左）
ボディスポンジ お風呂 お風呂
ボディソープ お風呂 お風呂
本 洋室 ベッドルーム（本棚）
マグカップ キッチン カウンター食器棚
枕 和室 和室の押し入れ
マジックペン キッチン キッチン⼾棚（流し下の右）
マナ板 キッチン キッチン

み ミトン キッチン キッチン
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索引 設備 部屋 場所
⻨茶ポット キッチン キッチン⼾棚（流し下の左）
虫カゴ 玄関 玄関収納
蒸し器プレート キッチン ガスコンロ下の⼾棚
無線LANアンテナ キッチン キッチン
虫取り網 玄関 玄関収納
虫除けスプレー（夏季） 玄関 カウンター
毛布（冬季） 和室 和室の押し入れ
木炭捨て缶 デッキテラス デッキテラス

や ヤカン キッチン キッチン
ゆ 湯のみ キッチン キッチン⼾棚（３番目の引出し）

予備BOXティッシュ トイレ トイレ収納
予備傘 玄関 玄関収納
予備サンダル デッキテラス デッキテラス
予備スリッパ 玄関 靴箱
予備電池 玄関 カウンター
予備トイレットペーパー トイレ トイレ収納
予備ハブラシ 洗面所 洗面台（鏡の下引出し）
予備髭剃り 洗面所 洗面台（鏡の下引出し）
リクライニングソファ リビング リビング
リンス お風呂 お風呂

る ルクエ キッチン オーブン内
れ 冷蔵庫 キッチン キッチン

ワインオープナー キッチン キッチン⼾棚（２番目の引出し）
ワイングラス キッチン カウンター食器棚
輪ゴム キッチン キッチン⼾棚（流し下の右）
割り箸 キッチン キッチン⼾棚（流し下の右）
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