
もちゃもちゃご利用の皆様へ
皆さまが素敵な時間をお過ごしいただくために。



ご利用のルール

騒音について

ここは住宅街ですので、大声で騒ぐ・音楽を大音量で流すなど近隣のご迷惑になる行為はご遠慮ください。

入口周辺でのたむろ行為は周辺住民のご迷惑となります。近隣から指摘があった場合、利用を中止いただくことがあります。

ご利用後の清掃について

ご利用後は清掃と原状回復が必要です。ご利用終了30分前には片付けを開始し、利用時間内に清掃を完了してください。

ゴミ処理方法

別紙に記載の分別方法に従って捨ててください。大型ゴミ・オムツ・粗大ごみはお持ち帰りください。

喫煙

喫煙をされる場合は、テラス左の灰皿設置場所でお願いします。

破損・汚損があった際の対応

備品や設備を破損汚損された場合、故意または過失を問わず必ずご連絡をお願いします。

利用規約に基づきご請求をさせていただく場合があります。

その他

利用規約に反したご利用が確認された場合は、利用中止をさせていただくことがあります。

予約時間前後に荷物を受取、配達をすることはできません。

もちゃもちゃをご利用いただきまして誠にありがとうございます。

皆さまに気持ちよくお使いいただくために、下記のルールをお守りください。



スペースでの禁止行為

 無断延長

あらかじめご予約いただいた時間内に入室から退出をお願いします。

退出完了の際は必ず担当者へ退出完了のご連絡をお願いいたします。

時間延長を希望する場合は、担当にご連絡いただくか、予約リクエスト画面より「予約延長」機能をご利用ください。

既に予約が入っている、および営業時間外の場合は延長できません。

無断延長は、時間の長短にかかわらず、通常料金の2倍をご請求させていただきます。

 代金の直接のお支払い

代金の直接現金支払いは原則承っておりません。サイト上より決済をお願いします。

 有料備品・オプション・利用不可エリアの無断使用

無断で利用した場合は、ご請求をさせていただく場合がございます。

 公序良俗に反する行為

利用規約に記載の禁止事項の中で、特にご注意いただきたい行為となります。



アクセス

1. アクセス・外観

①アクセス

【徒歩でお越しの方】

南海電鉄箱作駅1番出口を出て、パン工房ピザンツ様の建物を右手に細い道を和歌山方面へ進みます。

途中右手に郵便局がありますがさらに500ｍほど進みます。

左手に雷蔵寺様のカラフルな建物、右手に加茂神社が見えてきたらあと150ｍくらいです。

【お車でお越しのお客様】

旧２６号線『箱作南』信号(角に紀陽銀行箱作支店があります)を

大阪方面から来られた方は右折

和歌山方面から来られた方は左折

突き当りを左折

左手に雷蔵寺様のカラフルな建物、右手に加茂神社が見えてきたらあと150ｍくらいです。

②外観

左手、正面に手水鉢のある茶色の建物でゴールです。

雷蔵寺さん



注意事項

1. 駐車場

建物向かって左手に、縦に3台ほど駐車できます。

建物向かって右の月ぎめ駐車場内に、 を1台ご用意しています。

台数が多い場合は、月ぎめ駐車場のお隣に雷蔵寺様の駐車場がございます。(10台以上駐車可)

駐車場を利用できるのは駐車の用途のみであり、スペースとして利用することはおやめください。

1. お手洗い

男女共用お手洗いが1つあります。

1. 屋外でのご利用について

テラス・お庭のご利用はご自由ですが、近隣の方へ迷惑となるほどの騒音等の行為は厳禁です。

雷蔵寺様の駐車場

月極の当店駐車場は5番です



注意事項

1. ご利用時の施錠のおすすめ

当館は以前飲食店を営んでおりましたので、閉店をご存じでないお客様がごくまれに

いらっしゃることがありました。

閉店のお知らせも、最近では周知されてもおりますので減っておりますが、

お客様の方でも万が一のトラブルなどなきよう、

念のためご利用時は施錠をしていただきますことをお勧めいたします。

勝手なお願いではありますがどうぞよろしくお願いいたします。



当日の緊急連絡先

当日の緊急連絡先：090ー6278ー1449

担当：加藤

営業時間 9:00 〜 22:00

営業時間外は、メールまたはサイト上のメッセージにてお伝えください。



スペースの全体図

お帰りの際は必ず机・椅子・備品を元の場所にお戻しください。



アクセス情報

南海本線箱作駅 1番出口 徒歩8分

★海水浴場もある『せんなん里海公園』

まで徒歩8分

★コンビニ(ローソン)まで徒歩5分

★ホームセンターナフコまで車で6分

★スーパー(デイリーカナート)まで

車で6分

ココです！
住所 599-0232 大阪府阪南市箱作2276-4



周辺地図（コンビニ・銀行ATM・自然）

★コンビニ(ローソン)徒歩5分

★銀行ATM

徒歩5分

★川べりの緑地 徒歩5分



周辺地図（コンビニ・銀行ATM・自然）

★デイリーカナート(スーパー)

車5分

★ナフコ

車5分



駅からの道順 徒歩でお越しの方

南海電鉄箱作駅1
番出口を出て

パン工房ピザンツ
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途中右手に郵便局。
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進みます。

左手に雷蔵寺様の
カラフルな建物

左手、正面に手水
鉢のある茶色の建
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車でお越しの方

大阪方面から来ら
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和歌山方面から来
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カラフルな建物
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鍵の開錠＆施錠方法①

〈開錠方法〉

キーボックスを、庭からテラスを見た場合向かって左奥の窓際柱に設置しております。

事前にお知らせしている暗証番号4桁をダイヤル入力します。入力後、ダイヤルの左にある黒いツマミを下に下げます。

番号が正しければボックスが開き、中のカギを取ることができます。



鍵の開錠＆施錠方法②

〈キーボックスへの行き方〉

到着されたら、当館向かって左のカーポートのシャッターを開けます。針金のわっかのようなもので留めてるだけなので簡

単です。庭に入って、テラスに上がってください。

〈キーの形状〉
紛失には十分にお気を付けください。
万が一のトラブルの際はすぐに担当者までご連絡をお願いいたします。



鍵の開錠＆施錠方法③

〈開錠方法〉

玄関扉の中央に一つ、左の取っ手上部に一つキーの差込口があります。

開錠は、両差込口とも反時計回りに回します。

〈施錠方法〉

開錠時と逆の、両差込口とも時計回りに回します。

〈施錠後のカギ返却〉

元のキーボックスの中に入れてふたを閉め、お知らせしている暗証番号以外の4桁

をダイヤルし、ツマミが下がらないことをご確認ください。

〈返却後の退出連絡〉

ご返却が済みましたら、次の清掃やご利用者様のため、お手数ですが

退出のご連絡を担当者の携帯(09062781449)まで必ずお願いいたします。



室内照明について

スイッチの場所

全体：入口入って左側の壁を回り込んだところの壁

キッチン：同上

お手洗い：お手洗いドア向かって右

廊下の照明：廊下左手の壁

※※退出時が夜間の場合、お足元が大変暗くなり

危険ですので、『内玄関』の電気をつけたまま

ご退出されても大丈夫です。



WIFIのご利用について

ネットワーク名：AirPort62910

パスワード：9500688898179



キッチン備品の収納場所について①



キッチン備品の収納場所について②

ケトル、魔法瓶、
冷水筒など

IH・ガス火
両方対応

ガス火のみ
対応



無料の備品一覧(事前お申込み不要)①

屋内階段のすぐ下
または
テラスにあります。 撮影などに

どうぞ！

電気ヒーターです。
(夏季はありません)
床でお使いください。

(上)タオルやシャンプーは
ご持参ください。

(左)割りばしは14畳間の
棚の一番上です。
(2021年よりキッチンに移動)



無料の備品一覧(事前お申込み不要)②

【屋外夜間用】投光器

厨房内冷凍・冷蔵庫製氷機

電子レンジ たこ焼き機

ホットプレート

その他

■延長コード×4本
■ティッシュ
■キッチンペーパー
■アルコール除菌スプレー
■ホワイトボード

など



お申し込みの必要な備品一覧①

ご利用を希望する場合は、事前にオプションよりご予約をお願いします。

無料

【カセットコンロ】4台まで 【BBQコンロ】

【Bluetooth対応スピーカー】

【焚き火台】

【ピクチャーレール】



お申し込みの必要な備品一覧②

ご利用を希望する場合は、事前にオプションよりご予約をお願いします。

無料

】

【屋外用会議机】BBQに！ 【ワンタッチサンシェード】1～2人用



お申し込みの必要な備品一覧①

ご利用を希望する場合は、事前にオプションよりご予約をお願いします。

有料

【木炭】3kgごと¥550(税込) 【ボンベ】1本¥ 110(税込)

【ごみ処理おまかせ】1回¥550(税込) 【プロジェクター】¥550(税込)

【薪】3kg ¥1,100(税込) 【プリンター】 ¥550(税込)

・BBQコンロ(2台目)￥550(税込)



清掃方法（スペース全体）

1. 掃除機を利用して床掃除をお願いします。

2. 机や椅子、小物を動かされた場合は、元のレイアウ

トに戻してください。

3. 机の上は備え付けの不織布布巾で、アルコールスプ

レーで拭いてください。布巾はキッチンガスコンロ

下引き出しの最下部です。

4. ごみは基本的にお持ち帰りください。

5. ごみ処理オプションの方は、可燃・不燃・ビン・カ

ンのごみ箱に分別してお捨てください。

※片付けはご利用終了30分前を目安に開始してください。



清掃方法（キッチン）

1. 利用した食器は洗浄をお願いします。

2. 洗浄した食器は、製氷機上にある水切

りかごに伏せて置いてください。ふき

取り・棚戻しの必要はありません。

3. 油のベタつきが残らないようにご注意

ください。シンクや排水口にゴミを残

さずに回収してください。

4. 余った食材は全てお持ち帰りいただく

か、破棄をお願いします。



ゴミの分別

ゴミ回収は1回550円の有料回収となります。

ゴミは指定の分別をして専用のごみ箱にお捨てになり、キッチンに置い

てご退出ください。

※ 上記以外のゴミは全てお持ち帰りください (粗大ごみ・オムツはお持

ち帰りください)
※ ゴミ袋から水などが漏れないようご注意ください。



原状復帰の図

お帰りの際は必ず机・椅子・備品を元の場所に戻してください。



ご退出時のチェックリスト

1. 机、椅子、備品は元の場所は元に戻しましたか？

2. 電気、エアコンのOFFは確認しましたか？

3. 窓の施錠確認は？

4. 玄関鍵を施錠・返却しましたか？

5. 忘れ物はありませんか？（充電/コネクタ/傘/子供のおもちゃ/冷蔵庫内 等）





定期ご利用や、商用ご利用のお問い合わせも承ります。

本日はもちゃもちゃをご利用いただき、誠にありがとうございました。

またのご利用をお待ちしております。
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