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ご入居有難うございます。皆様に安全で快適な生活をしていただく為に、下記事項を 

定めておりますのでお守りください。 

 

１．住民登録 

入居されましたら１４日以内に各自治体の役所に行き、 

住民登録を必ず済ませてください。お子様の入学や、 

選挙権など、後日不都合が生じる場合もありますし、 

また住民としての法律上の義務でもあります。 

 

 

２．電 気 

電気のお申し込みは、入居前日までに必ず済ませてください。使用開始の前に、

東京電力に室内に備付けのハガキか電話で使用開始の連絡をしてください。 

※連絡先は別紙参照 

 

３．ガ ス 

ＬＰガス、都市ガスともお早めに最寄の営業所に連絡し、開栓時間を打合わせ、

必ず係員によるガス開栓・ガス器具点検を受けてから使用を開始してください。

危険ですので勝手に使用しないでください。 

尚、ガスの開栓には立会が必要です。ＬＰガスの場合、保証金が必要な場合が 

ございますので、予めガス会社にご確認ください。 

※連絡先は別紙参照 

 

４．水 道 

入居後速やかに電話又は葉書で水道局に使用開始の連絡をしてください。 

その際水道の水栓番号を聞かれますので、各戸のドアの上かメーターに貼り付け

てあるプレートの水栓番号をご確認ください。 

地域によっては３階以上の建物は水道局の直接検針が行われず貸主または管理

会社が検針・集金を行う事があります。  

※連絡先は別紙参照 
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５．電 話 

電話を移転又は新規開設される方は、「１１６」にダイヤルし電話局へお申し込

みください。 

電話はお申し込みから開設までに時間がかかるので、 

早めの手続きを行ってください。 

（お部屋に引き込みが初めてとなる場合は、 

１万円程度料金がかかる場合がございます） 

 

６．表 札 

入居されたらすぐに玄関と郵便受けに表札をつけ、氏名の異なる同居者がいる

場合は、契約者と並べてはっきり表示してください。集合ポストのある場合も同

様に表示してください。 

 

７．ゴ ミ 

引越しのゴミ（荷造り用のダンボールなど）は日常のゴミと一緒に出すことは出

来ませんので、引越し業者に持ち帰ってもらうか、下さい。処理できない引越し

のゴミは、各自有料で、清掃局に持込むか廃棄物処理業者に依頼してください。 

日常ゴミは指定曜日の朝、指定場所に出すようにし、前日のゴミ出しは近隣の迷

惑となりますので、絶対に出さないでください。 
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共同住宅に入居して頂くうえで貸室賃貸借契約書に基づき、当該物件の建物敷地及び付

属の設備の保全と、皆様に安全で快適な生活をしていただくために基本的事項を定めて

おります。入居後は次の事柄をお守りください。 

 

１．公共料金の名義登録・精算 

入居開始前に電気・ガス・水道等の使用者名義登録を行ってください。 

また、退去する時は、各自で連絡して精算してください。 

 

２．居 室 

建物は気密性が高いため、ときどき窓や押入れを開放し換気を行い、カビ・害虫・

結露等の発生防止に努めてください。壁・天井・床等にステッカー、ポスターの

貼り付けや釘の打ち込みを行いますと、退去時の修理負担に算入されますのでご

注意ください。玄関・トイレの床は防水工事をしておりませんので水洗いはさけ

てください。 

 

○タバコ 

タバコの始末はきちんとしましょう。 

タバコのヤニ汚れは、退室時精算の経年変化にあたりませんのでご注意ください。 

 

○電気焼け 

冷蔵庫、テレビ等は壁に密着させるとクロスに跡が残りますので壁から少し離し

て設置してください。 

 

 

 

○重量物の設置 

冷蔵庫等の重い物を設置する場合には板等を置きましょう。 

 

○タンス等の設置 

壁に密着させるとすりキズ等がつきますので、少し離して設置してください。 
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○トイレ 

各戸の排水管は１階から最上階まで１本の管でつながっていますので、どこかで

水に溶けない物を流すと、下の方でつまって汚水が溢れてくることがありますの

で水洗用のトイレットペーパー以外は使用しないでください。 

 

■便器の水が止まらない・・・ 

 ロータンクのレバーを２～３度上下してください。 

  それでも止まらなければ、14 ページ記載の連絡先を参照しご連絡願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■便器がつまったら・・・ 

 汚水が流れずたまっている時は水を流さず吸引器を密着させ、静かに押付け力

を入れてから勢いよく引き上げます。これを繰り返すうちにたまっていた汚水

が流れ出し、異物が排水口に出てきたら取り除きます。そしてバケツで水を流

しスムーズに流れるかを確かめます。流れが良ければ完了です。 

 

 

 

○テレビ 

お手持ちのテレビのアンテナコードを端子に取り付けてご使用ください。 

テレビの映りが悪い場合、前住居地と電波が異なる場合がありますので確認後、

チューニング設定を行ってください。 

 （テレビ取扱説明書参照） 

 

○インターネット 

 設備のない物件に関しては、14 ページ記載の連絡先を参照しご連絡願います。 
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○冷暖房器具（エアコン）の取り付け 

■冷暖房の取り付けについては、予め設置設備がほどこされている場合はその用

法に従ってください。 

またできるだけ外壁・内装を破損しないように取り付け、室外機の騒音・除湿

の排水などにより、ほかの入居者に迷惑をかけないように注意し、取り付けて

ください。なお、退去される際は原状にもどし、破損がある場合は、修理費用

をご負担していただきます。 

（近年のタイプは、室外機に「霜取り機能」があり、排水ホースを取り付ける 

 仕様となっていますので、２階にお住まいの方は室外機の排水ホースも１階 

 まで延ばして設置して下さい） 

 

■バルコニーは、防水機能はもっていません。そのためクーラー等の排水をバル

コニーに流しますと、１階の軒に漏水し、洗濯物などが干せない状況になりま

す。２階にお住まいの方が、クーラーを取り付ける際は排水ホースを直接、 

１階地面まで延ばして設置してください。 

 

 

３．結露について 

 

●結露ってなーに？ 

結露とは、水を入れたグラスの表面に水滴がついてくる現象をいいます。 

湿気を含む暖かい空気が冷えた壁や窓ガラスにぶつかり、空気中に含まれている水

蒸気が冷たい水滴に戻ることによって結露が発生します。 

 

●結露は何が原因で発生するの？ 

 ☆ガスコンロや石油ストーブなどのガス製品 

   ☆調理・炊飯 

   ☆洗濯機・乾燥機・加湿器 

   ☆風呂・シャワー・洗面 

   ☆室内で洗濯物を乾かす等 

   ☆室内園芸・花瓶・水槽 

   ☆喫煙                 などが原因で結露が発生します。 
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●結露が発生するとどーなるの？ 

☆壁や床にカビやシミの発生！ 

☆部屋だけでなく建物全体を痛めます 

☆大事な家財を痛めます 

☆押入の布団や収納の中身も痛めます 

現代の建物は、建物の断熱性・気密性が高く冷暖房の効率が良いため、室内で発生

した水蒸気がこもりやすくなります。 

 

●結露を防止しよう！ 

 ☆マメに換気扇を回してください 

（特に浴室でのシャワー・入浴後、キッチンでの調理後は長めに回す） 

☆サッシや窓ガラスについた水滴は、こまめに拭き取ってください 

 ☆暖房中は部屋どうしの温度差をあまりつけないようにしてください 

☆湿度の高いときは、室内に洗濯物は干さないでください 

   ☆エアコン、掃除機のフィルターはマメに掃除してください 

（フィルターが汚れているとカビやダニを撒き散らします） 

☆除湿機と除湿剤を効率的に併用してください 

（部屋を暫く空ける際は、各部屋の四隅に除湿剤を置いておくと効果があります） 

☆冷蔵庫やタンス等の家具は壁面より５～１０㎝程度離し、家具等の裏面も通気 

されるようにしてください 

   ☆結露するドアなどは、ガラリを開いたりドアポストを少々開いたままにする工

夫をお願いします。 

※対策を怠り、カビ・シミ等が発生した場合、ご入居者の責任となり、退居の際に補修

費等の費用が発生しますので気をつけてください。 
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４．凍結防止について 

 

温暖な地域でも冬期は、給湯器の水が凍結することがあり、機器の破損や水漏れの

原因となります。凍結の可能性がある場合や、長期間使用しないときは以下の点に

ご注意ください。 

 

●凍結防止のヒーターの電源を切らない 

 給湯器の凍結防止ヒーターが作動しなくなると、給湯器が凍結破裂する恐れがあ

ります。 

  

冬期は、給湯器の凍結防止のためブレーカーは切らないで下さい。また、

凍結シーズン前には、コンセントプラグがきちんと差し込まれ、電源ラン

プが点灯しているか点検しておきましょう。 

 

 

５．共用部分について 

 

●階段等の共用灯が自動的に点灯・消灯しない場合、14 ページ記載の連絡先を 

   参照しご連絡願います。 

 

●共用通路は非常時の避難通路を兼ね備えているため、万一の場合に備え、私有物

（自転車・空ビン・雑誌・物置等）を置かないようにし、各自自室前は常に清掃と   

美化に努めてください。       

 

６．防犯・防火について 

 

●各室のドア・窓の施錠は、各自管理をしてください。 

   万一鍵を無くされた場合は、14 ページ記載の連絡先を参照しご連絡願います。 

●引っ越しをしたらすぐに非常ベル、非常階段、避難通路の確認をしましょう。 

●火災が起きたら、まず家族や近所に知らせて１１９番をしてください。 

●避難方法を日頃から考えておきましょう。共用部分には荷物を置かず、避難通路

の確保をしておきましょう。 
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７．音のトラブルについて 

 

●昼はそれほど気にならない音でも夜になると思いのほか響くことがあります。 

（特に夜から早朝までがトラブルの起こりやすい時間帯です） 

 

 

 

 

●生活様式の異なる家族が、壁を境にして生活しているので、色々な音が出ます。 

 通常の音ならば生活音としてお互いに発する音なので、慣れることが必要です。 

しかし、特別な音は他人の神経を刺激しない程度に抑える気遣いが必要です。 

 

８．自治会の加入について 

 

ゴミの回収、その他市役所からの通知などは、自治会を通じて行われますので、 

自治会には必ず加入してください。 
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１．ベランダ 

 ベランダ（バルコニー）は完全に防水となっていませんので、植木等を置くのは

おやめください。 

 

２．玄 関 

 

●玄関ドアの調整 

   ・ドアが閉まる速度を調節したいとき・・・ 

    ドアクローザーがコントロールしていますので 

    ドアクローザー本体の側面にある速度調整弁を 

    ドライバーで回して調節してください。 

    調節ネジには遊びがあります。一度、速く（遅く）したい方向とは逆方向に 

１８０°ネジを回し、次に始めの位置より少し回した所で止めドアクローザー

の調節を行ってください。 

一度に大きく回転させると危険ですので注意してください。 

 

  ●鍵 

   ・鍵がかたくて回しにくいとき・・・ 

    潤滑油の差し込みは逆効果です。油を差す場合は、 

錠前専用スプレー（油が含まれていない潤滑剤）を少量スプレーしてください。    

 

 

 

 

 

 

 

  ●ドア 

   ・ドアを閉めるとききしみ音がする・・・ 

    ドアの丁番がこすれるためです。 

    潤滑油を差してください。 
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３．網 戸 

 

  網戸についた汚れを放置しますと、目づまりし風通しが悪くなります。 

時々外して散水ホースで洗いましょう。 

網戸は、上部にあるビスをゆるめ、外れ止めを下に下げれば外れます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．台 所 

 

●キッチンの排水口の流れが悪い場合 

 

①水口の網カゴやトラップをはずして、台所用洗剤で洗う 

②トラップをはずした状態で排水管内を市販の排水パイプ用洗剤で掃除する 

        洗浄剤使用後は、必ずシンク一杯分の水を流してください 

        水が少量だと、排水管内に汚れが残ることがあります 

        必ず製品の使用上の注意をお読みの上ご使用ください 
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５．水 道 

 

●漏水 

   ・漏水が激しい場合は、水道メーターボックスの中にある止水栓で水を 

    止めて、14 ページ記載の連絡先を参照しご連絡願います。 

 

  ●パッキン交換 

   ・水洗のパッキンは使用している間に摩耗して、水が漏れてくる場合が 

ございます。 

    パッキンは、スーパー・ホームセンターで購入できます。 

    尚、シングルレバー水洗は特殊な構造になっていますので、14 ページ 

    記載の連絡先を参照してご連絡願います。 

 

６．パッキン交換の手順 

 

パッキン交換手順 取替え方法・修理内容 イメージ 

①元止水栓を止める 

まず始めに元止水栓をしっか

りと閉めてください。止水栓

はメーターボックスの中にあ

ります。ここでもし固くて閉

まらないなどの不都合が生じ

た場合は、最寄の水道局へご

相談下さい。大抵は無償にて

修理してもらえます。 
 

②水栓上部を外す 

完全に水が止まっていること

を確認したら、水栓上部を外

します。水栓ハンドル部が普

通のものなら簡単に外せます

が、右の写真のような場合、

上部のキャップ部分をマイナ

スドライバーなどで外します  
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③水栓上部を外すⅡ 

上部のキャップを外したら、

ねじ部が見えるので、プラス

ドライバーで緩めます。この

時は、ハンドル自体を全開に

しておいた方が作業がしやす

いでしょう。        
 

④水栓上部を外すⅢ 

上記のねじが完全に緩まった

ら、ハンドル部を外します。

この時に外れにくくても無理

な力を入れず、前後に軽くゆ

さぶるような感じで、ハンド

ル部自体を垂直（真上）に外

します。  

⑤グランド部を緩める 

ハンドルを外したらモンキー

レンチなどでグランド部分を

外すために緩めます。この時

も無理に力を入れずに、クッ、

クッという感じで緩めていき

ます。 
 

⑥グランド部を外す 

そして右の写真の通り、水栓

のグランド部分及びスピンド

ル部を取り外します。この時

に水が噴き出しますので注意

してください。 
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⑦古いパッキンを取り出す 

ピンセットや小さめのペンチ

などを使ってケレップと呼ば

れる駒の形をしたパッキン部

分をつまみ出します。あれ？

そんなものないぞ？という場

合は、上記のスピンドル部の

下にピタッと付いてる場合が

ありますので、それを外しま

す。 

 

⑧新しいパッキンを入れる 

新しいパッキンを入れます。

収まり良く入れてください。 

 

  

 

 

  ⑨最後は逆の手順で水栓を元の状態に戻します。 

 

７．火災警報器 

 

入居中火災ではないのに警報器が鳴った場合の対処方法 
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１．業務の委託 

 

  入居中の苦情等については下記連絡先までご連絡ください。 

 

２．修理負担区分 

 

   修理負担については、貸室賃貸借契約書条文を熟読してください。 

   

３．家賃等の支払いについて 

 

   毎月の賃料のお支払いは契約書記載の支払期日に遅れないよう余裕をもって 

ご入金ください。 

 

４．室内立ち入り作業及び立ち入り点検のお願い 

 

   建物管理上、消防設備の点検や排水管清掃作業などを実施するため室内に立ち 

入りさせて頂く場合がございます。事前にお知らせしますので、ご協力頂きます

ようお願いします。 

 

５．駐車場について 

 

   駐車場利用については、貸室賃貸借契約書条文を熟読してください。 

  

６．設備故障等の連絡先について 
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７．退室について 

退居にあたっては、次の方が気持よく入居できますよう、下記の手順に従ってお引

越しの準備を進めてください。 

   退室される場合は１ヶ月前までに、（株）湘南宅建までご連絡いただくか、契約書

背表紙の「契約解約通知書」をＦＡＸにてお送りください。 

 

１．明け渡し日の変更は、トラブルの原因となりますので認められませんのでご注意く

ださい。 

 

２．退居時の公共料金の精算は、必ず退去の３~４日前までに関係先へ連絡の上、精算

手続きをされてから退居してください。 

 

２－１ 電気 

    東京電力へ電話で転居による精算の申し込みを行って下さい。その際、領

収証に記載してある「お客様番号」またはメーターに刻印してある 7 桁の

「計器番号」を聞かれますので予めお調べお願いします。 

２－２ ガス 

    都市ガスの場合は東京ガスへ、プロパンガスの場合はガスの供給者へ電話

にて精算のお申し込みを行ってください。 

２－３ 水道 

    水道局より直接請求のある場合は、水道局へ転居による料金精算の申し込

みを行って下さい。その際、玄関の外側上部またはメーターに貼り付けて

あるプレートの水栓番号をお伝えください。マンションなどで貸主より水

道料金の請求がある場合は当日検針を行い、敷金から料金を差し引かせて

いただきますので水道局へのお届は不要です。 

２－４ 電話 

    転居先が決まりましたらお早めに所轄のＮＴＴへの移設の申請を行って

ください。 

  ２－５ 新聞 

      解約手続きを行ってください。 
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３．役所・郵便局への届出 

役所で転出届と郵便局への転居届を前日までに行ってください。郵便局へ転居届を

出しておきますと、転居後に届いた郵便物を転居先へ転送していただけます。 

 

４．光ファイバー・ＡＤＳＬ配線撤去工事及びＣＡＴＶ等チューナーのご返却を行って

ください。 

（ルーター等、業者の回収に時間がかかる場合がございます。退室される１ヶ月 

前に各業者に連絡をお願いします） 

 

５．ゴミその他処理について 

  転居先に持っていかれない大きなものや、日常のゴミとして出せないものは、前も

って粗大ゴミの回収の際に処理しておいて下さい。 

  退去当日、荷物を出した後は何も残さないように、もし残っている場合には処分費

が発生いたします。 

 

６．火災保険のご解約について 

弊社にてご加入いただいている保険の解約は下記のいずれかの方法にて解約を受

け付けさせていただきます。 

 

□ 東京海上ミレア少額短期保険（株） 

「退出手続きについてのご案内」同封のはがきに必要事項ご記入の上、 

お送り頂くか下記へご連絡をお願いいたします。 

お問い合わせ先：０１２０－６７０－０５５（平日９：３０～１７：００） 

        ※土日・祝日、12/30～1/3 はお休みとなります 

□ （株）全管協共済会 

解約日までに下記連絡先にご連絡下さい。 

お問い合わせ先：０１２０－２０８－００１（平日９：００～１８：００） 
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７．退室立会について 

退室立会日当日にリフォーム費用についてご説明致します。必ずご契約者様本人に

よる立会をお願い致します。（当日は一部を除き現金の受け渡しはございません。） 

立会時間はおよそ３０～６０分を要します。また、室内のお荷物が全て搬出されて

いない状態ですと、立会作業は出来ませんので予めご了承おきください。 

  立会日の設定については、お引越しが確定しましたら、その１週間前までにご希望

の立会日時を下記連絡先までご連絡下さい。 

  その他退室立会については、（株）湘南宅建より解約受付後１週間以内に「退出手

続きについてのご案内」を発送致しますので、ご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

この度は、ご入居頂きましてありがとうございます。 

 

弊社では、ご入居者様に気持ちよく新しい生活をスタートして頂くため、

ご入居前に室内の最終点検（修繕箇所の有無）を実施しておりますが、

ご入居後、貸主・お客様及び弊社との間でトラブルを防ぐため、今一度、

ご入居者様の目で室内の点検をして頂きたく、お願い申し上げます。 

 

万一、気になる点がございましたら、大変お手数ではございますが、 

賃料発生日から１ヶ月以内に写真などをご郵送又はメールに添付頂く 

か、弊社までご連絡下さい。 

 

尚、賃料発生日より１ヶ月以上が経過しますと、修繕箇所はご入居者様

の故意又は過失によるものとみなされ、ご入居者様に修繕費用をご負担

頂く場合がございますので、予めご了承下さい。 

 

 

【郵送先 〒247-0056 鎌倉市大船 1-10-14 （株）湘南宅建 宛】 

【TEL 0467-62-3533】   

 

 

 

 

  

 



 

 


