ようこそさくらんぼへ！
【館内規則】
鍵の受け渡し
鍵はチェックイン時にお渡しします。
チェックアウトしたら鍵は玄関横のレターボックスにお入れください。
電気
外出やチェックアウトをするときは、必ず部屋の電気は消してください。
家電
部屋にある家電は壊さないように取り扱いには十分注意してください。
家電は誤った使い方をしないでください。
キッチン（共同）
自炊をご希望の場合は、調理器具や食器等、ご自由ご利用ください。
食器等破損した場合は実費をいただきます。
お風呂
シャンプーやコンディショナーはご自由にお使いください。
水やお湯を出しっぱなしにしないでください。
ご使用後はご自身の汚れをきれいにしてください。
洗面所
水やお湯を出しっぱなしにしないでください。
トイレ
トイレは綺麗に使ってください。
トイレにガムやタバコ等の異物は流さないでください。
タオル
タオルをぞうきんの代わりに使用しないでください。

ベッド
ベッドで寝る以外の行為をしないでください。
家具
家具を汚したり傷などをつけないように注意して使ってください。
タバコ
タバコは全面禁煙です。
マナー
宿泊者以外は部屋に入れないでください。
近所の迷惑になることはやめてください。
部屋でパーティーや大音量で音楽などをかけないでください。
部屋にあるものは持ち帰らないでください。
その他
部屋の物を破損、過度に汚した場合は弁償をお願いしております。あらかじめご了承ください

Welcome to Sakuranbo !
【House Manual】
Key delivery
A key will be provided at check in. Please contact us to arrange a time.
Please return the key to the letterbox upon check out.
Electricity
If you go out or check out, please make sure to turn off the room lights, etc.
Please be mindful not to overuse electricity.
Appliances
Please handle the appliances in your room with care and do not break them.
Kitchen
Feel free to cook in the kitchen.
The cooking utensils and tableware are available.
If the tableware etc. is damaged, we will charge you actual expenses.
Bath
Please keep clean.
Please feel free to use the shampoo and conditioner in the bathroom.
Please do not leave the water running.
Wash area
Please do not leave the water running.
Toilet
Please keep the toilet clean during use.
Please don't flush gum, cigarettes and other things except toilet paper.
Towel
Towels are provided to use.
Please do not use the towel for cleaning/dusting.
Bed
Please refrain from using the bed for any activity other than sleeping.
Furniture
Please be careful not to damage or tear the furniture.

Smoking
Smoking is prohibited in all areas.
Etiquette
Please remove your shoes before entering.
Please do not bring guests that are not on the reservation.
Please refrain from activities that would disturb the neighbors.
Please refrain from holding parties or playing music at loud volumes.
Please do not bring or use illegal drugs.
Please do not burn incense or spray other strong fragrances in the room.
Please do not take anything from the room.
Others
We demand compensation in the case that items in the room are damaged or severely dirtied.

欢迎来到 Sakuranbo
钥匙交接
钥匙将在入住时交给您。请发信息来决定时间等安排吧。
退房后请将钥匙放在钥匙箱中。
详细情况将发信息与您联系。
电气
外出或退房时，请务必关空调及房间内电灯。
请注意不要过度用电。
家电
请十分小心地使用房间里的家电，以免弄坏。
厨房
您可以在厨房内做饭。
您可以使用烹饪器具。
您可以使用餐具。
如果餐具等损坏，我们将向您收取实际费用。
浴室
保持清洁
请随意使用浴室里的洗发水和护发素。
请不要一直开着水龙头。
化妆间
请不要一直开着水龙头。
厕所
请干净地使用马桶。
请勿将口香糖和香烟等异物冲进马桶。

毛巾
您可以使用我们为您准备的毛巾。
请不要将毛巾当作抹布来使用。
床
请勿在床以外的地方睡觉。
家具
请注意不要弄脏或损坏家具。
香烟
这里是全面禁止吸烟的。
礼仪
请脱下鞋子后再进入房间。
请勿带住宿者以外的人进入房间。
请勿做出打扰周围邻居的事情。
请勿在房间内用大音量播放音乐等声音。
请勿带入或使用非法药物。
请勿在房间里点香，或做出其他散发出强烈气味的行为。
请勿将房间内的东西带走。
其他
如果房间内的物品损坏或严重弄脏，我们要求赔偿。

