
品名 品名 品名

テレビ（1） 食器カゴ（2）

ソファ（２） 三角コーナー（1）

テーブル（居間・和室）（各1） ふきん・スポンジ(各１）

非常用ラジオ（１） スプーン（大・小）（各3）

ドライバー（1） コーヒースプーン（4）

洗濯機（1） フォーク（大・小）（各2）

洗濯かご（1） ナイフ・バターナイフ（各1）

物干し用具（1）・物干し竿（2） グラス（11）

ハンガー（50） 湯呑（7）・コーヒーカップ（6）

ドライヤー（1） 両手なべ・片手なべ（各2）

風呂椅子・風呂桶・手桶（各1） 鍋ふた

風呂掃除用スポンジ（1） やかん（1）

風呂ブーツ（1） フライパン（2）

温水洗浄便座（1） 玉子焼き用フライパン（1）

トイレ掃除用品（1式） まな板（2） 皿各種

掃除機（1） 包丁・果物包丁（各1）

扇風機（1） しゃもじ（2）

電気ストーブ（1） お玉（大・小）（3）

アイロン・アイロン台（各1） 穴あきお玉（1）

延長コード（1） フライ返し（2）

冷蔵庫（1） 泡立て器（1）

炊飯器（1） ピーラー（2）

ガスコンロ（1） ざる（大・中・小）（4） 茶碗・汁椀・小鉢各種

電子レンジ（1） ボウル（大・中）（3） どんぶり（6）

電気ポット（1） 急須（1） 米計量カップ（2）

トースター（1） とっくり（1）・おちょこ（2） 計量カップ・スプーン（各1）

ホットプレート（1） はし（7）・菜箸（1） スリッパ

食卓テーブル（１） 栓抜き・缶切り（1） 傘（2）

食卓テーブル用イス（4） アイストング（2） 自転車（2）

ごみ箱各種 キッチンバサミ（2）

※ホテル・旅館等の施設とは異なりますので、タオル・シャンプー類・石けん・歯ブラシ・かみそ

り・くし・化粧品・トイレットペーパー等は用意しておりません。

※ゴミ袋は町指定袋を栗山町内の取扱店（スーパー・コンビニエンスストア・ホームセンター等）

にて購入ください。

緑酔庵　施設設備・備品一覧表



No 品名 数量 No 品名 数量

1 テレビ 1 31 フライ返し 1

2 冷蔵庫 1 32 皿（大・中・小） 6

3 洗濯機 1 33 急須 1

4 炊飯器 1 34 ざる 1

5 ＩH電磁調理器（グリルなし） 1 35 ボウル 1

6 電子レンジ 1 36 食器カゴ 1

7 電気ポット 1 37 三角コーナー 1

8 掃除機 1 38 栓抜き・缶切り（ワインコルク抜き付） 1

9 食卓(座卓） 1 39 ふきん 3

10 物干し用具 1 40 スポンジ 1

11 ごみ箱（分別用） 1 41 たわし 1

12 トイレ用品 一式 42 ゴミ箱（3連） 1

13 茶椀 2 43 自転車 2

14 味噌汁椀 2 44 ハエたたき 1

15 スプーン 2 45 座椅子 2

16 コーヒースプーン 2 46 食卓テーブル 1

17 フォーク 2 47 食卓テーブル用イス 2

18 湯呑 2 48 扇風機 1

19 グラス 2 49 冷風機 1

20 コーヒーカップ 2 50 温水洗浄便座 1

21 小鉢・中鉢 2 51

22 どんぶり 2 52

23 両手なべ 1 53

24 片手なべ 1 54

25 フライパン 1 55

26 まな板 1 56

27 包丁 1 57

28 果物包丁 1 58

29 しゃもじ 1 59

30 お玉 2 60

※

※ ドライヤーもありません。

※

リーズン93 施設設備・備品一覧表

ゴミ袋は町指定袋を栗山町内の取扱店（スーパー・コンビニエンスストア・ホームセ

ンター等）にて購入ください。

ホテル・旅館等の施設とは異なりますので、タオル・シャンプー類・石けん・歯ブラ

シ・かみそり・くし・化粧品・トイレットペーパーは用意しておりません。



品名 品名 品名

テレビ（２） ハンディモップ等掃除用品（２） 計量カップ・計量スプーン各種

オーディオセット（１） 冷蔵庫（1） 製氷皿（１）

ブルーレイディスクプレイヤー（１） 炊飯器（1） トング（３）

プロジェクター（１） 電子レンジ（1） スプーン・フォーク（各４）

ソファ（１） トースター（1） 鍋（２）

テーブル・椅子セット（２） ホットプレート（1） フライパン（１）

洗濯機（1） 食器カゴ（１） お玉（１）

室内物干し竿（３） 三角コーナー（1） 穴あきお玉（1）

ハンガーラック（１） 食器洗い用スポンジ（1） フライ返し（2）

タオル掛け（１） まな板（１） 泡立て器（1）

ドライヤー（1） ごみ箱各種 あくとり（１）

温水洗浄便座（1） 包丁（２） 味噌こし器（１）

トイレ掃除用品（1式） しゃもじ（４） ざる（１）

掃除機（２） ピーラー（１） ボウル（１）

エアコン（１） 栓抜き（１） 靴べら（１）

ほうき（１）

食　器　類　各　種

にしおかの森　施設設備・備品一覧表

※ホテル・旅館等の施設とは異なりますので、タオル・シャンプー類・石けん・歯ブラシ・かみそ

り・くし・化粧品・トイレットペーパー等は用意しておりません。

※ゴミ袋は町指定袋を栗山町内の取扱店（スーパー・コンビニエンスストア・ホームセンター等）

にて購入ください。
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