
	  

Sunny	  House	  Reviews	  

	  
Arielle	  -‐	  USA	  
	  
If	  you	  are	  looking	  for	  a	  one	  of	  a	  kind	  experience	  in	  Japan,	  this	  is	  the	  place	  to	  be.	  
As	  a	  foreigner	  in	  any	  country	  it	  can	  be	  hard	  to	  find	  acceptance	  in	  a	  new	  place.	  
But	  Yoriko	  and	  the	  wonderful	  people	  in	  this	  neighborhood	  will	  have	  calling	  this	   	  
Place	  home	  in	  a	  matter	  of	  days.	  I	  can’t	  express	  how	  helpful,	  and	  considerate	   	  
Everyone	  is.	  They	  go	  out	  of	  their	  way	  to	  welcome	  and	  involve	  you	  in	  the	  culture	  and	   	  
Traditions	  of	  Japan	  and	  the	  neighborhood.	  The	  location	  has	  everything	  you	  could	  need	  
To	  really	  immerse	  yourself	  in	  Japanese	  life-‐	  food,	  a	  shopping	  street,	  arts,	  and	  religious	  
Experiences.	  If	  you	  want	  to	  see	  what	  life	  in	  Japan	  really	  is,	  you	  will	  find	  it	  here.	   	  
-‐A.W.	  female	  from	  U.S.	  
	  
もしあなたが、これぞ日本だ！て感じを体験したいと思うのであれば、ここで

すね。	  
外国から日本に来て、まったく見知らぬ土地で、いわゆる、外人を受け入れて

くれるところってあまりないですよね。でも、ここでは、よりこさん家の人と

か、近所に住んでる人たちが、すぐに打ち解けてくれて、とってもいごこちの

いいようにしてくれます。とにかく、皆さんすっごく親切なんです。いかにも

大阪の下町っぽいの伝統行事なんかにも、気軽に誘ってもらえますよ。	  
日本にどっぷりひたれるおすすめ体験も、身近ににいっぱいあります。－日本

の食べものとか、商店街、夜店、銭湯、盆踊りに相撲、座禅、そして、お地蔵

さんにだんじり・・・	  
日本ってどんな所だろうなあって思っているあなた、ここで見つけてみてはい

かが。	  
（固有名詞	 日本語で補足）	  
-‐A.W.	  女性	 米国	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Female	  –	  Japan	  
	  
You	  can	  enjoy	  here	  different	  kind	  of	  cultural	  experiences	  in	  a	  daily	  life.	  
When	  the	  home	  party	  held,	  you	  will	  have	  chance	  to	  eat	  delicious	  food	  from	  
Various	  countries.	  
-‐I.T.	  female,	   	   Japan	  
	  
色々な国の人々との交流が、生活のなかでできて、楽しいですよ。	  
ホームパーティーの時には、美味しい料理が食べれるかも・・・	  
-‐I.T.	  女性、日本	  
	  
	  
G.L	  –	  Korea	  
	  
I’ve	  been	  here	  for	  6	  months.	  
Very	  convenient	  place,	  because	  there	  is	  everything	  for	  living.	  
Easy	  to	  access	  wherever	  you	  want	  by	  using	  JR	  LOOP	  LINE.	  
Also,	  wifi	  is	  free	  of	  charge,	  the	  most	  closest	  super	  market	  is	  only	  
3min.to	  walk	  ,	  kind	  neighbors,	  quiet	  residential,	  and	  more…	  
If	  you	  are	  looking	  for	  some	  sharedhouse	  to	  live	  for	  a	  long	  term,	   	  
I’m	  sure	  you’ll	  like	  here.	  
-‐G.L.	  female.	  Korea	  
	  
ここに住んで約半年。	  
何もかも生活するのに揃っているので、とっても便利です。	  
直接ここで生活していて一番良いのは、交通の便がいいことですかね。	  
JR環状線の駅から近いので、どこでもすぐに行けます。	  
他にも、wifiが無料、スーパーまで３分、親切な人々、静かな街・・・	  
など！	  
誰にでもおすすめできるシェアーハウスです。	  
-‐G.L.	  女性、韓国	  
	  


