WELCOME TO
Pine Tree

WELCOME
to T-REEF Vacation House

サーフィンを初めて50年以上。T-REEF Surfboard 代表Surfer/Shaper 富永忠男が、
サーフトリップで訪れた場所や⻑年の海外⽣活をインスピレーション源に、2017年に鎌倉で
Vacation House を開拓。
新たに "T-REEF Style" を鎌倉で再現するT-REEF Vacation House へようこそ！
More than 50 years into surfing. Tadao, Surfer/Shaper of T-REEF Surfboard got inspired by
his long journey in New Caledonia and surf trips all around the world. He is turning his
experiences into vacation houses, here in Kamakura.
Enjoy Kamakura with T-REEF Vacation House!

AT A GLANCE
EMERGENCY

119

神 奈 川 県 鎌 倉 市 腰 越 3-11-29
サニーメゾン湘南201

SUNNY MAISON SHONAN 201
3-11-29, KOSHIGOE, KAMAKURA

TREEF PINETREE

10 AM

明るい雰囲気と⾃然のパワーいっぱいの「パインツリー」へようこそ！

ABOUT PINE TREE
ローカルが集まるハワイのサーフポイントがインスピレーション源のバケーションハウス。
⽇帰りでは感じることのできない鎌倉で暮らすような⾮⽇常の時間をお過ごしください。
鎌倉の早朝の清々しい空気や、静かな夜に⾒上げる空は、⼼に残る時間となるはずです。

Inspired by a surf spot in North Shore Hawaii with it yellow sand and big pine trees. Relax and enjoy
as you were living in Kamakura. Breath deeply the fresh air of Kamakura and enjoy the sun!
Make your trip exceptional and unforgettable.

DIRECTIONS
From Haneda Airport

⇒

Haneda Airport Yokohama st. (Keikyu line)
Yokohama st. Fujisawa st. (Shonan Shinjuku line)
Fujisawa st. Koshigoe st. (Enoden line)

⇒
⇒

⇒

Haneda Airport Kamakura st. (Enoden bus)
Kamakura st. Koshigoe st. (Enoden line)

⇒

From Narita Airport

⇒
⇒

Narita Airport. Kamakura st. (JR Narita line)
Kamakura st. Koshigoe st. (Enoden line)

From Tokyo Station

⇒

Tokyo st. Fujisawa st. (Tokaido line)
Fujisawa st. Koshigoe st. (Enoden line)

⇒

❊6 minutes walk from Koshigoe st.

ROOM AMENITES

BED
高品質な寝具にこだわりました。
High-quality bedding.

LAUNDRY MACHINE
洗濯機と洗剤を⽤意しています
Laundry machine with detergent available

KITCHEN
⾷器カトラリー各種、グラス類、
調理器具⼀式、電気ポット、電⼦レンジ
Full kitchen set up with refrigerator,
microwave, and more (plates,
glasses, pans, etc)

ROOM AMENITES
FREE WIFI
ID：TREEF PINETREE

NETFLIX
NETFLIXを完備しています。
Netflix included.

MOBILE CHARGER
ワイヤレス携帯充電器を⽤意しています
Wireless mobile charger available

UV SANITIZER
マスクやスマートフォン、イヤホンなど
⼩物を除菌できます
Sanitizer for small goods such as mask,
mobile phone, earphone, etc

CHECK IN

BETWEEN 3-10 PM
ご宿泊⽇の午後3時〜10時の間、お好きな時間
にチェックインが可能です。
セルフチェックインのため、鍵はスマートロッ
クです。暗証番号はチェックイン⽇の朝にメー
ルにてお知らせいたします。

Self check-in from 3-10PM
Please check-in using the Smart Lock System.
We will inform you the key code on the check-in
date by email.

CHECK OUT
10 AM

チェックアウトは10時です。
ご出発の際は
▪お忘れ物のないようご確認ください。
▪エアコンなどの電⼦機器や電気を消し、
⼾締りをしてお帰りください。

Check-out at 10 AM.
Before you leave, please
Check that you have not left anything behind.
Turn off all the lights and close the door properly

▪
▪

HOUSE RULES
Please help us to keep this house pleasant for everyone.
We appreciate your consideration for the neighbours.

NO SMOKING
室内は電⼦タバコを含め禁煙です。
No smoking including electronic cigarette.

KEEP QUIET AFTER 8PM
周辺には多くの住宅があります。
周囲へのご配慮をお願いします。
Please be mindful of your neighbors.

WASTE SORTING
ゴミの分別にご協⼒をお願いします。
Please cooperate in proper separation and disposal of trash.

UNREGISTERED GUEST NOT ALLOWED
予約人数以外のご⼊室はご遠慮ください。
宿泊をお断り、又は、別途料⾦を請求させて頂きます。
We may refuse unregistered guest or ask for extra cost.

HOUSE RULES
Please help us to keep this house pleasant for everyone.
We appreciate your consideration for the neighbours.

OFF

TURN OFF&LOCK
外出の際はエアコンなどの電⼦機器、電気を消し、
⼾締りをしてお出かけください。
Please turn off the AC and the lights.
Lock the door when you leave the house.

TIDY UP
キッチン⽤品、⾷器などはご⾃由にお使いください。
ご利⽤後は簡単に⽚づけて頂ければ幸いです。
Feel free to use the kitchen and the tools.
Please return the tools where you found them.

NO PETS
ペットの⼊室はご遠慮ください。
We love your furry friends but we need to keep it
a fur-free environment for allergic guests.

NO SHOES INSIDE
⼟⾜禁⽌です。靴を脱いでお⼊りください。
Please take your shoes off before entering the house.

ABOUT KAMAKURA
北鎌倉

KITA-KAMAKURA

豊かな⾃然の中に由緒ある寺院が集ま
るエリア。⾃然と景観を楽しみながら
散策したい。

An area plenty of historical temples
with beautiful nature.

鎌倉駅周辺

Around KAMAKURA St.

名店がひしめく賑やかな鎌倉の⽞関⼝。
鎌倉のシンボル、⼋幡宮を中⼼に新旧の店
が⽴ち並ぶ王道エリア。

The entrance of Kamakura: famous area
with lots of shops, restaurants and the
symbol of Kamakura, Hachimangu.

⾦沢街道

KAMAKURA KAIDO

静寂に包まれた⼭間に⽇本最古の寺と⾔わ
れる杉本寺など⽇本有数の名刹が点在。
雰囲気の良いレストランとカフェも。

Lots of famous temples and shrines.
One of the oldest temple of Japan,
the "Sugimoto temple" remain there.

⼤町・材⽊座
OMACHI

・ ZAIMOKUZA

個性豊かなショップが集まるローカルタウン。
鎌倉時代の商業の中⼼地として栄えたエリア。
近年おしゃれな飲⾷店や雑貨店が増えている。
ビーチまですぐ。

A local town that flourished as a commercial
area during the Kamakura era. Now famous
for it beach and unique shops.

ABOUT KAMAKURA
⻑⾕・極楽寺
HASE

・ GOKURAKUJI

鎌倉⼤仏や⼀年中季節の花が咲き誇る⻑⾕寺
など⼈気スポットが沢⼭。⻑⾕通り周辺は飲
食店やお土産ショップも充実。

Popular spots such as the Great Buddha,
Hase Temple, and souvenir shops.

由⽐ヶ浜
YUIGAHAMA

⼤⼈かわいいショップが多いエリア。
隠れ⾥の雰囲気漂う神社仏閣が多い。近年お
しゃれな雑貨店やカフェなどが増えている。

Many shrines and temples. Fashionable
shops and cafes has increased recently.

稲村ヶ崎・七⾥ヶ浜
INAMURAGASAKI

・ SHICHIRIGAHAMA

海を間近かに望む解放感あふれるエリア。
海沿いを中⼼に相模湾を望むカフェや
レストランが⽴ち並ぶ。

Relaxing beach area with cafes and
restaurants.

江の島
ENOSHIMA

周囲約5kmの⼩さい島。展望灯台 、江島
神社など⼥⼦旅やカップル、ファミリー
でも楽しめる観光スポットがたくさん。

Enoshima, a well known Japanese
sightseeing spot for it small island with
it observatory and shrine.

BEACH
材⽊座海岸
ZAIMOKUZA BEACH

のんびりとした雰囲気が魅⼒的な海⽔浴場、
古くから多くの⼈に親しまれてきた鎌倉の海。
Zaimokuza beach is famous and loved for it
chilled atmosphere.

由⽐ヶ浜
YUIGAHAMA

毎年多くの人が訪れる⼈気の海⽔浴場。
波がおだやかで、ボディボードでゆらゆらし
たり、ウインドサーフィンやSUPで遊ぶの
に最適。
Very popular in summer especially. A beach
where you can enjoy bodyboard, windsurfing
and SUP.

七⾥ヶ浜
SHICHIRIGAHAMA

四季を問わずサーフィンやSUPを楽しむ若者
の姿があり活気のある海岸。
Hot active spot full of surfers throughout the
year.

TEMPLE

・ SHRINE

⻑⾕寺

HASE TEMPLE

鎌倉の⻄⽅極楽浄⼟と謳われ、1年を通じ「花の寺」
として親しまれるお寺。
Hase-dera is famous for housing a massive wooden
statue of Kannon. It is also well known as the
"Temple of Flowers" for its beautiful garden where
various flowers bloom throughout the year.

明⽉院
MEIGETU-IN TEMPLE

あじさい寺とも呼ばれている。他の季節に
は花菖蒲など四季折々の⾃然が楽しめ、特
に秋〜冬にかけては紅葉が美しく、紅葉の
名所としても知られている。
Known as the "Temple of Hydrangea" but
also famous for the leaves color in autumn.

銭洗弁財天 宇賀福神社

ZENIARAI BENTEN UGAFUKU SHRINE

洗うとお⾦が増えるといわれる銭洗⽔で有名。
鎌倉随⼀の⾦運ご利益スポット。
Famous for Money washing , the shrine is said
to bring power and prosperity to business
and good financial luck in the future.

AND MORE
鎌倉市農協連即売所

KAMAKURA MARKET

通称「レンバイ」と呼ばれる市場。穫れたての鎌倉
野菜を販売するレトロな市場。
⽣産者と直接話すことができるので、野菜の説明や
⾷べ⽅などを教えてもらえるのが魅⼒。
Also called as "Renbai", this is a local and retro market
where you can find fresh Kamakura vegetables.

⼩町通り
KOMACHI ST.

どの時期でも魅⼒的な雰囲気を持ち、多くの観
光客から⼈気を集める関東屈指の観光スポッ
ト。沢⼭の⾷べ歩きグルメスポットがある。
One of the best sightseeing spot in Kanto area
that is popular with tourists. Plenty of places
to eat around.

江ノ島電鉄

ENOSHIMA RAILWAY

100年以上の歴史がある鉄道。レトロで⼩さな⾞両
が⾛り、それだけでも絵になるので旅の記念撮影に
ぴったり。沿線には「スラムダンク」など多くの青
春アニメの”聖地”として有名な場所も。
A railway with more than 100 years of history.
Some places are famous for appearing in anime
such as "Slam Dunk".

FLOWERS
古都鎌倉に咲く四季の花は⾒事です。
四季の花を眺めながらの散歩は、心も
体も癒される至福の時間です。
Enjoy the seasons in Kamakura with it beautiful
seasonal flowers!

さくら

CHERRY BLOSSOM

⾒頃：3⽉下旬〜4⽉上旬
鶴岡⼋幡宮、⾼徳院
光明寺、建⻑寺、東慶寺
Season: End of Mar - Beginning
of April
TSURUGAOKAHACHIMANGU,
KOTOKU-IN, KENCHOJI, TOKEIJI

あじさい

HYDRANGEA

⾒頃：6⽉上旬〜7⽉上旬
明⽉院、⻑⾕寺
円覚寺、浄智寺、建⻑寺
Season: Beginning of June Beginning of July
MEIGETUIN, JOCHIJI, ENKAKUJI
HASEDERA, KENCHOJI

紅葉
AUTUMN LEAVES

⾒頃：11⽉下旬〜12⽉中旬
源⽒⼭公園、鶴岡⼋幡宮
⻑⾕寺、円覚寺、明⽉院
Season:End of Nov. - Mid Dec.
HASEDERA, GENJIYAMA PARK,
TSURUGAOKAHACHIMANGU,
MEIGETUIN, ENKAKUJI

RESTAURANTS
@KOSHIGOE

鎌倉にはオシャレで美味しいレストランが点
在しています。ホストおすすめのレストラン
をご紹介致します。ぜひご賞味ください。
There are plenty of delicious restaurants in
Kamakura. Here are a few recommendations!

出典：公式FACEBOOK

しらすや
SHIRASUYA

鎌倉名物⽣しらすやしらす
のかき揚げが有名な人気店
Popular restaurant for
whitebait (Sirasu) dish.

出典：公式インスタグラム

KING STON
季節料理から珍しい料理
まで。テラスからの景⾊
も良い！
From Seasonal to exotic
dishes. Nice scenery from
the terasse.

出典：公式
FACEBOOK

お蕎⻨結
SOBA YUI

⼿打ち蕎⻨店。住宅街にあ
る ⼩さな蕎⻨屋ですが、客
⾜が 絶えない⼈気店。
Soba restaurant very popular
in the neighborhood.

RESTAURANTS
@ENOSHIMA

鎌倉にはオシャレで美味しいレストランが点
在しています。ホストおすすめのレストラン
をご紹介致します。ぜひご賞味ください。
There are plenty of delicious restaurants in
Kamakura. Here are a few recommendations!

出典：⾷べログ

アロハテーブル湘南
ALOHA TABLE SHONAN

本場ワイキキの味覚を味わえ
るハワイアン料理店。店内か
ら江の島と海岸を臨める。
Hawaiian restaurant with a
view on Enoshima beach.

出典：⾷べログ

GARB江ノ島
GARB ENOSHIMA

海を⼀望する賑やかなイタ
リアン 。シーフードを使
っ た料理やピザを提供。
Italian restaurant with an
ocean view. Famous for
seafood dishes and pizza.
出典：公式ホームページ

LES FABLES BONJOUR
豚⾁と新鮮⿂介・地元野菜を
使ったビストロワイン⾷堂。
Bistro popular for dishes with
fresh seafood, pork, and
Kamakura vegetables.

RESTAURANTS
@SHICHIRIGAHAMA

鎌倉にはオシャレで美味しいレストランが点
在しています。ホストおすすめのレストラン
をご紹介致します。ぜひご賞味ください。
There are plenty of delicious restaurants in
Kamakura. Here are a few recommendations!

シチリアーナ
SICILIANA

健康を考えた⾃然派志向のワ
インと素材にこだわった⼿作
り料理が⼈気のイタリアン。
Italian restaurant popular
for organic wine and dishes.

出典：⾷べログ

ポタティス
POTATIS

多種のディップがあるフライ
ドポテトとシェイクを提供す
るカジュアルモダンカフェ。
Various fried potatoes and
shake to try.

モアナマカイ珊瑚礁
出典：公式FACEBOOK

MOANA MAKAI SANGOSHO

こだわりのカツカレーや⿂
介料理を楽しめる⼈気店。
Popular for pork cutlet
curry and seafood dishes.

RESTAURANTS
DELIVERY

鎌倉にはオシャレで美味しいレストランが点
在しています。ホストおすすめのレストラン
をご紹介致します。ぜひご賞味ください。
There are plenty of delicious restaurants in
Kamakura. Here are a few recommendations!

栄寿し

SAKAEZUSHI

気⽴てのよい板さんとおか
みさんで居⼼地のよい、地
元で⼈気のすし屋。
Local sushi restaurant,
popular in the neighborhood.

盛華園

出典：公式FACEBOOK

SEIKAEN

鎌倉⽼舗町中華の⼀つで
ザ・昔ながらの中華料理店
何を頼んでも美味しい。
One of the oldest but
greatest Chinese
restaurants in Kamakura.

かきや

出典：⾷べログ

KAKIYA

しらす丼からポークソテー
まで和洋⾷とも美味しくて
ボリュームのある⾷堂。
Wide variation from Japanese
to western dishes.

ACTIVITIES
SURFING

・ SUP

はじめてサーフィン・SUPを体験
する⽅も参加できるマンツーマン
レッスン。
1名／8,000円（税込）
ボード・ウェットスーツレンタル料込み

事前予約制

Private lesson for any levels!
8,000JPY/person (tax included)
Equipment included (board and
wet suit)
Advanced reservation required.

収穫体験
HARVEST EXPERIENCE

鎌倉野菜やブルーベリー等の収穫体験。
農家と消費者をつないで⾷べ物の⼤切さ
や収穫までの過程を楽しく体験。
事前予約制

Harvest experience of Kamakura
vegetables, blueberries and more.
Advanced reservation required.

Thank you
Thanks again for choosing our house and
enjoy your time in Shonan Kamakura!

@treef_vacationhouse
T-REEF Vacation House

