HOUSE MANUAL
館内設備のご利用方法

施 設 内 M AP

ACCESS

〒907-0024 沖縄県石垣市新川 63-2
63-2,Arakawa,Ishigaki-city,Okinawa,907-0024

Wi-Fi

ID:DEIGO-GUEST

PASS：deigoishigaki

2 4 時 間 対 応 連 絡 先 ［現地管理会社］
（ 株 ）s t a y M O R E

0980-83-6543

TV リモコン

TV remote control

テレビは YouTube と Netﬂix

ON/OFF

のみご覧いただけます。
Only available to
YouTube and Netﬂix on TV.

Volume

YouTube

Netﬂix

エアコン

Air conditioner remote control

リビング

Living room

寝室

モード切替
Mode

Bedroom

Dehumidify

Heat

風量
Fan

Cool

Power oﬀ

Fan
Swing

Timer oﬀ
Timer on

室温
Temperature

ラジカセ

Temperature

ON/OFF

Radio cassette player

Bluetooth の接続方法

Bluetooth pairing

トランスミッター
Transmitter

1.LINE IN に合わせる
2. トランスミッターの電源 ON（長押し）
3. ご自身のスマートフォンで Bluetooth 接続
デバイス名：Soundsync A3341
1.Tune to LINE IN.
2.Transmitter power ON.（long press）

LINE IN

ON/OFF

3.Connect through Bluetooth on your phone.
device name：Soundsync A3341

※他のボタンは押さないでください。

*Do not press any other button.

電子レンジ

Microwave

モード切替

炊飯器

Mode

時間ダイヤル

自動温め

Auto

手動温め

Manual

飲み物

Drink

冷凍ご飯

freeze rice

解凍

Defrost

オーブン

Oven

Timer

スタート / 確定

キャンセル

Start/OK

Cancel

Rice cooker

メニュー

Select

米種類

Rice

炊き方
炊飯量
かたさ

時間

Timer

炊飯スタート

Type

Start

Amount
Hard

キャンセル

Cancel

※保温機能はありません

IH クッキングヒーター

No heat retention.

Induction cooker

電源ボタン
ON/OFF

火力調整
Temperature

左 IH 入 / 切ボタン
Left on/oﬀ

中央 IH 入 / 切ボタン
Centre on/oﬀ

右 IH 入 / 切ボタン
Right on/oﬀ

空気清浄機

Air puriﬁer

風量切替

電源ボタン

Fan

ON/OFF

ドラム式洗濯乾燥機

Front load washer

給水栓が開いてるか確認！ Make sure the tap is open!

1. 電源を入れる Power on
2. 洗濯方法を選択 Select way of washing

Wash / Wash&Dry / Dry

3. コースを選択 Select a course
4. スタートボタン押す Press Start
5. 洗剤を入れる Add detergent
6. 運転スタート Start

※約 20 秒間一時停止
Pause for 20 seconds
Powder detergent
Liquid detergent

Fabric softener

7. 終わったら洗濯物を取り出す
Take out the laundr y when done

シャワー

Shower

シャワー切替
Shower Mode

温度調整
temperature control

※レバーを手前側に回し蛇口上の
ピンを上に持ち上げるとハンド
シャワーに切り替わります。
*Turn the lever toward the front
and lift the pin on the faucet up
to switch to a hand shower.

ハンドシャワー切替ピン
Hand shower switch pin

トイレ

Toilet
ペーパーのストック場所：館内 MAP の stock2

トイレは座ってご利用ください。
Do not step on the toilet seat.

消火器

トイレットペーパー以外は
流さないでください。
Please ﬂush toilet paper only.

Toilet Paper stock：house map→stock2

使用後、水は自動で流れます。
Water will run automatically.

Fire extinguisher
消火器の場所：洗濯機エリア

1. 安全ピンを引き抜く
Pull out safety pin.

2. ノズルを火元に向ける
Draw out the hose.

3. レバーを強く握って噴射
Squeeze the lever.

県立八重山病院

0980-87-5557

石垣市消防署

0980-82-0119

八重山保健所

0980-82-3240

八重山警察署

0980-82-0110

place：laundry

