
mttiw宿泊約款

(適用範囲 )

第1条 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約およびこれに

関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、
この約款に定めのない事項については、法令または一般に

確立された慣習によるものとします。
2 当ホテルが、法令および慣習に反しない範囲で特約に応じた

ときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するもの

とします。

(宿泊契約の 申し込み )

第2条 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は飲の事項を
当ホテルに申し出ていただきます。

(1)宿 泊者名

(2)宿 泊日及び到着予定時刻

(3)宿泊料金 (原則として別表第1の基本宿泊料による)

(4)そ の他当ホテルが必要と認める事項
2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を

申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で

新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)

第3条  宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに
成立するものとします。ただし、当ホテルが承講をしなかった
ことを証明したときは、この限りではありません。

2 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間13日を
超えるときlま3日間lの基本宿泊料閣限度とけξ 当ホテ)レカS定める

申込金を当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
3 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に

充当呟 ,叡珠驚まび第1捺のナ見定を適用す
―

生`じ鰹 は、
違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、

第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4 第顔 の申込金造同項の規定を強 り当ホテルが指定した日までに

お支払いいただけない場合は,宿泊契約はその効力を失うもの
とします。だだし、申込金の支払期日を指定するに当たり、
当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込み金の支払いを要しないこととする特約 )

第4条  前条第2項の規定にかかわらず,当 ホテルは,契約の成立後
同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることが
あります。

2 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2頃の

申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払
期日を指定しなかった場合は,前項の特約に応じたものとして

取り扱います。

l宿泊契約凍結 の拒否 )

第5祭  当ホテルは、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に

応じないことがあります。

(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。

(21満室により客室の余裕がないとき。

(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の

秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると

認められるとき。

14)宿泊しようとする者が暴力団,暴力回員,暴力関係団体又は

関係者、その他反社会的勢力であることが判明したとき。

15)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められ
るとき。

(6)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(7)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊
させることができないとき。

(8)大分県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当
するとき。

(宿泊客の契約解除権 )

第6条  宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することが
できます。

2 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊
契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定に
より当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを

求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を
解除したときを除きます。)は、別表第21こ揚げるところにより、
違約金を中し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の

特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、
宿泊客が宿泊契約を解除じ注 きの違約金支払義務について、
当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。

3 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時

(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を
鶏 間経過し刑時刻たなっても到着しないときは、その宿泊契約は
宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当ホテル の契約解除権 )

第7条  当ホテルは,次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除
することがあります。

(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の

風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、
または同行為をしたと認められるとき。

(21宿泊客が伝染病者であると明らかに認められたとき。

(3)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。

(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることが
できないとき。

(5)大分県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当
するとき。

(6)寝室での寝たばこ、消防用施設等に対するいたずら、
その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項仏災予防上
必要なものに限る。)に従わないとき。

当ホテルが前項の規則に基づいて宿泊契約を解除したときは、
2宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は

いただきません。

(宿泊の登録)

第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の
事項を登録していただきます。

(1)宿泊客の氏名。年齢・性別・住所および職業

(21外国人
'あ

っコよ、国籍・旅券番号,起削揉よび入国年月日

(3)出発日および出発予定時刻

14)その他当ホテルが必要と認める事項
宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手・宿泊券・

2 クレジットカード等通貨に代り得る方法により行おうとするときは、

あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間)

第9条 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後2'寺から
翌朝H時までとします。ただし、連続しで宿泊する場合においては、
到着日および出発日を除き、終日使用することができます。

2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間
外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に

揚げる追加料金を申し受けます。

(1)超過3時間までは 室料金の30%

(2)超過6時間までは 室料金の50%

(3)超過6時間以上は 室料金の全額

(利用規則の連守 )

第10条 宿泊は,当ホテル内においては,当ホテルが定めてホテル内に
掲示した利用規則に従っていただきます。
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(営業時間)

第11条 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし,その他の
施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、
客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。

(1)フロントキャッシャー等サービス時間 :

イ 門限:ありません
ロ フロントサービス:24時間でございます。

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)

第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着し摩劾針は、
その到着前に当ホテルが了解したと剖眼 つて責イ王・をもうて保管し、
宿泊客がフロントIζおいてチェックインする際にお渡じします。

2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または
携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その

所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者本人に直
接連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、

所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、
発見日を含め30日 間保管し、そのあと処分いたします。

3 前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管に
ついての当ホテ,レの責任は、第1項の場合にあっては前条
第1項の規定に、前項の場合にあっては同条件第顔 の規定に

準じるものとします。

(駐車の責任)

第17条 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両の
キーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸し
するものであって、車両の管理責任まで負うものではありませれ
ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失に
よって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じます。

(宿泊客の責任 )

第18条 宿泊客の故意または過失ヤ制三り当ホテルが損害を被った きは、
当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害期賠償していただきま先

別表第1  宿泊料金等の算定方法

内  容

宿
泊
客
が
支
払
う
べ
き
総
額

宿
泊
料
金

①基本宿泊料 (室料)

②サービス料 (①×10%)

追
加
料
金

③飲食料(または追加飲食料)およびその他の利用料金
④サービス料(③X10%)

塾 消費税

備考 税金は、室料・サービス料及び食事 ,その他すべての
ご利用料金に消費税がかります。

別表第2  遠約金 (第 6条第2項関係)

(注)1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく

1日 分(初 日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、

宿泊のЮ日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合には
そのお引き受けした日)における宿泊日数の10%l端数が出た
場合には切り上げる。)にあたる人数については、速約金は
いただきません。

(21飲食等 (施設)サ ービス時間 :

イ ブッフェダイエング&カフェ:フ ォーリーフガーデン

朝 食 7ЮO～ 1∝Xl

昼 食 1lBO～ la00

夕 食 1仏 30～ 21:30

ラウンジ 7:lX)～ 21:(Xl

口 日本料理:富貴野
昼 食 1lBO～ 141(Xl

夕 食 l■ 30～ 21llXl

ハ 鉄板焼 :山茶花
昼 食 1130～ 14:(Xl

夕 食 1■30～ 21:(Xl

ニ アヽ― :レンブラント1■ 30～ 23130

ホ スイーツ&ギフトショップ リトルパレット
10:00-19:00

前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更する設〕i

あります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

(料金の支払い)

第12兼 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、

別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは,通貨又は当ホテルが認めた

旅行小切手・宿泊券・クレジットカード等これに代り得る

方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求した時、
フロントにおいて行つていただきます。

3 当ホテルが、宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、

宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は

申し受けます。

(当ホテルの責任 )

第僧条当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に

当たり、又はそれらの不履行,翻三り宿泊客に損害を与耀 きは、
その損害を賠償します。 ただし、それが当ホテルの責めに

帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありませれ
2 当ホテルは、消防機関から防火優良認定を受けておりますが、

万―の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入
しております。

(契約した客室の提供ができないときの取り扱 い)

第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、

宿泊客の了解を得て、できる限りI司―の条件による他の宿泊
施設を,辞旋するものとします。

2 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の▼傘l症が
できないときは、連約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、
その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が

提供できないことについて、当ホテルの資めに帰すべき事由
がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取り扱い)

第1珠 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金ならびに

貴重品につ<く、減失・毀損等の損害が生じ注 きは、それが

不可抗力である場合∃除き、当ホテルは、その損害を賠償します。
ただし、現金および貴重品については、当ホテルがその種類
および価額の明告を求めた場合であつて、宿泊客がそれを

行わなかったときは、当ホテ)レは、15万 円を限度としてその

損害を賠償します。
2 宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品または現金

ならびに貴重品であつてフロントのセーフティーボックスに
お預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または
過失により滅失・毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、
その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類
および価額の明告のなかったものについては、15万 円を限度
として当ホテルはその損害を賠償します。

の

を

除

知

解

通

約梨

日

契約

不

　

泊

当

　

日

前

　

日

９
日

前

刊
日

前

一
般 14名まで 100% 80% 20%

団

体

15名～99牢ョまで 1(107ο 80% 20% 10%

llXl名以上 100% 80% 20% 20% 10%
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(,hnl'■os tO lうCI)aid l)卜 tilo C(lost thon、 c(:on(11卜  fl11.thO canccll`ItiOn
chてRI'gc、 u ti(1(ヽ 1'rヽ 1'ticI(】 (iFヽ nd thil(11、,16:'th(,1'cI)al｀ そitiont,モ i ll(lol'!ゝ 1ヽ ticlc

〕8`丈、al)1)lical)Icヽ  and thel・ c】 niaれ ,d(ュ 1. ir an卜lshャ 1‖ 1)c,'cFiinded iモ t thc)

ti nl(ヽ (〉 1lhc l)Aド n〕 Ont orth。 .ゝ ccolai nl o(lation CI〕 aJ'■ Os aド stat(Ⅲ d in

」ヽ〕ticle 1 2

1  ヽヽ
・
hon ti〕 cG〔 1(,(、 t ilAド rnilod to I)11卜  th(｀ dC)1)o、 it l)ヽ  th(,(latc Fヽ ヽ

stilDlllated in i)Fヽ 1'′ Igrそキ〕)h2 th(ヽ HOtel shそ In tretlt the rヽ ccoltta nl()(intion

COnti｀ ACt aヽ in、 =Ahd HOヽ、.c、 ,CI｀
,thc ianio shall al),1ド ()1111 in thc c`Istヽ

、、hOt'(a th(」 (,uc、t is thu、 in負 )1・ in(】 db卜 'the l→ otol、、hOn th(Jl)ct'iOd()f

l)A卜 Hl(ln()rthc(1ぐ 1)o、 it i$、 1)(ヽcified

(SpeCiOI COnlocis Reqυ ヤing No AccommodQ,ion DepOsl)
Iヽ 1(icI()i   rヾ Ot、、ithドtandint th(ヽ 1)Ix)ヤ i｀ ionヽ、()flキ Iiィキ常141)hZ(ll.t〕】ol),(℃Cdi,18

1ヽ'(iclc th(, 1lotcヽ 1 111ィ 、ド(｀ n tcl｀ into tx、 1)OCiat cont〕 'act,'(ヽ quil・ ing ilo

ac(,onllllodィ i ti()11(lel)。 £it Firtei th(】 contiヽ セ、ct lla、 bcヽ cn concltldcd as

、til)ttiィ (tOd in thtゝ 、:Inlo l)al:ng]'(ミ 1)h

ゼ  hithe ca、 c、、'hcn th(j HotOl hセ、、nOt iゃquOstt】(lthc PaJnaont()r dat】

d(ヽ 1)oド it a、 stip(llat(ヽ din l)Arngl,111)ヽ 2 ort,1。 1)1.(ゝ COdillg rヽ 1・ ticlc,and/1)1.

has ll()t、pecifled thcヽ (lat(】 OFth0 1)a卜 11lent orth(、 (ltIP(澪 it at tho tillle thく ,

Al)I)hcntion l(〕 1・ an!ヽcconll■ ()dati(〕 :l Cont】・
`lct llaド

bocn accoptcヽ d it
(、 hと1‖ bc)tl'(ヽそttCdそ 、ド thttt tho 1lot(】 II,ASそⅢCCOpted tl sp(ヽ (ュ ial coこ〕t,'act

iう
1｀ CttCと i`lⅢ (｀ d in th(ヽ ptヽ (,ccdinF l)イ 11'と、■1｀nph

(Ref∪ solof Accommodotion Conlocis)
!ヽ 】'ticleう  

′
I｀ h(li→ ()tei nl`1ド n()t acccpt thc concius'()il orセ 、nゴ cゝcoi,lni(Xla‐

tion Conti'act〔‖ldo】
.an卜

'()1'th(ヽ「k)‖ o、、in■ cそIstヽs

(1) ヽヽ
・
hon thtヽ そ11)1)licati()1l f()1.acconanlodそ ition(k)es i〕 ()t conf()l・ in、、'ith

tho p〕・ovisions or thc.sc lbi・ nis and C()ュ1(litions

(2)ヽヽ
イ
hen th(ヶ llotOl is hlll卜 bO()1(od and ll()1'oonl iS a、

,ailtibict

(1)ヽヽ
.htヽ

n thc Gモ iCStド (.c(hla n(lCOill■10dati()niド (1(ic lal(ヽ d lial)lo to

COlldモ 1(it hilllscII｀ in`貫 nlそ モnn(】 1'that、 、'1l conti'a、 '(,ntヽ th(ヽ la、、's(〉とヽそICt

ャ1無、inド t th(11)ubliC(,1(lcJ.olヽ 800d lll(ll'alヽ in iで ral'd tO his tlcconinlo‐

(1そIti(,11

(1)ヽヽ
‐
hon tilc Fuc、 t、cokint:lcc(用 1lm()(1セ面(加 bOk)nゅ to n c面 nlo弾 'n(hcatc

ol.hそ 1、 th(】 in、 '(』、℃nl()i]tヽ 'ヽith tⅢ kヾ)lent騨 K)(lP illdudh]r paiti(,S Orttnit‐

ドocinl con(111(:t

(う )Whon thO rucstド c(・ (ing Fヽ 9げ)1llil(敗 tヤオi bcll)li件

“

,a9inic叫刊ldic、 t(ゝ

as cal'1'さ inHセin infく cヽtiotis(li●caド c:

((;) ヽヽ・hen thc llotcli、 1.(ヽ qモ lCヽ t(ヽ(it()と 、、sil naCそIn tilll'(ゝ tヽ SOntヽ blc l)、 trdく nヽ

h]l.(ヽ雪ai・(lto hiド
`Icconina()(lat,on:(7)ヽ 'ヽhcln th llotcl is tinそ lbic,t()pl｀ ()、「ide FiCC(,ni nl(〉 dati()1l dti(】 to

nFttul.al cnlaniiticヽ ド,di、 fitilction()子
・
thc iaくぅllitic、 and/()1・ oth(!,'it in‐

av()idabi(ヽ ca li、c、 |

(8)ヽ テヽ
hcn th()1)1.('｀ :i、 iOlas or Al'ticicう orthc ol「 I｀AP:ヽ crむ ct u!ヽ al

01'(linan(,(,c()nC(】 rnill■ (heく。nf()1'cO nl(ゝ nt ortht】 “IRド ol(an“

I〕 モISill()、 ぃlA、、 t、 1'('(11)plical,lo

(RighliO COncel Accomimodolion ConⅢ ocls by‖ le Cuesけ
べ1ヽ ticI、 6   η

｀
11(ヽ Ctt(ゝ 、ti、 cntitlく (1 10 canccl th(ヽ すヽc(x)11l nl(l(lntion(文 )1ltri、 ct

i〕ド、011()tif卜 iliF t he 1lol(ゝ I

2   in th(Ⅲ ca、(1、、hcln th(ヽ Gモ!t'St lat、 ぃcFt nC(|‖ (|(l tht,rヽ cconinlod`ati()n

C():ュ‖そict inヽ、la()le()ti:ipそ Ii't dlic t()cFヽ 岨Sぐ Rヽ),.ヽ、laicla tilc Ctic、 t is

halⅢ l(,(cゞ 、ccヽ 1)tin th(ゝ (セ 1ヽ.(,ヽ hヽC｀ n th(】 1lotcl llaド 1でqモ t(｀占1()d th(ゝ 1)AⅢ nl(｀ntol

th()d()1)oド it(111:ヽ int th(ヽ sl)(】 Cifl(ヽ dl)(ヽ ri()(1そ 1、 I)1.('ド Ci il)(ld in l)alヽ atl'そ lI)h2

。rr、 1,tic〕 c il and th(】 Gll(,ド t iitヽ 、canctヽ ‖(ld bに rヽk)1・ ()thtヽ I)n卜 natヽ nt)tho
Gモ 1(｀ tヽ shalI PA卜  Ca nCtヽ‖ntion chal'R(,ド :Ⅲ、liく、tod in tht,ょ tヽtach()ド d′ I半 xbl(ヽ

N。 2 110、、c、'Clヽ in thに C`a`、 c.、、1lcn`it、
1)(｀Cini cOntl'act a、 1)1(｀ C`l'ib()d in

Parn■ 1'al)h 〕()1'1ヽ rtiく,lc thそ Is i)(】 (:n cOncIに dヽC(1,thぐ 、そ1lnt】 、h′ 1‖ al)1)lト

o〕ュ1、 、、hon th(l Cttc、 tiヽ,iniblinl()d orth(ヽ 。blirati()1l ol th(ュ 1)a卜 nl(int()(.

th(ヽ ca nc()Ilation chaiヽ R(,｀ in ca、 (】 ()r CnnCt.‖ ati()111)、  th(,C、 lcst

l〕   1la thc ca、 c、、hon th(}Gモ ICヽt(1()oヽ 1lot al)P(!イ 11'1)、 8:()()1)111 0rthcヽ

nccon】 illo(1`iti()la dat(l(2 1loモ :ド そヽlflC,'th(Ⅲ cヽ、1)(:CtOd tinl(|()I niri、
,そキl itth(】

Hotol is i】 otiFitゝ (1()1'it)、 、ithottt an nd、 'anc(ヽ 1lotiCO.th(ヽ 11()t(,1 1〕 1(ミト
reFat'(ltheF｀ CCOnina()(1ィ tti()i,COntl・ セIct`1■ lう ci11■ canccnod I)ド tho c、 to、 t

(R19hitO COncelAccol輸 mO(】 Otion Controcts by‖ le Hoteけ

」ゝ 1ヽ ticlc 7   ・I｀ 11(ュ 11()t(ヽ 1 111そ 1ヽ  CanCcl tll(|∫ cヽcoili na()(lation Colltiヽ そRCt tlll(1(ヽ 】・

a,1ド ()I th(ゝ fb‖ o、、'i】 lH ctiドCSi

(1)ヽ 'ヽhcn tho Guosti、 docnlOd hablo t()c()nduct and/()F haヽ 'C con‐

dモ iCtOd ilinisclf i,1:ミ n】 annerthセ it、、.i‖ contra、 (ln(lth(ュ it、 、、s()1'そ lCt

を、颯Ainst thcヽ 1)111)lic()J(1(11'and質 ood〕 nolal、 in l(】∬そ、1(l to llisセ、ccOnanl()‐

(1:lti()il:

(2)ヽヽIIicn thc】 Gモ lc、 t can bo cit・ nl・ 1、 (lct(,ct(,daく 、ca rr卜 i】 ig(■ n ilartcti。 、ls

dis(ヽ a、、c
(二 )ヽ 1ヽ1(ゝ n tiacヽ H()tcl i、 1'cヽ q tto、 tlゝd to nド、(1,]1(｀ とヽn〔 iiユ i(lAヽ01lAl)101)ul'dcln

iti tヽ eど a,ヽd to llisセIccOnlnlo(laton

(1)ヽ平hon th(ヽ Hく)tOl isモ inそキ!〕 lo to l):ヽ く)｀「i(to ncc(〕 11ltiaOdそ 、tioll duc t()

nat(1ド■I calanlitio、 そind/()1'othcl｀ ca tis()、 (】 f fbl'cc lllセ ゝ

'()ヽ

11.(ヽ |

(5)ヽ hヽon thc pl'()、 iド iOn、 orArtictcう ()r.thc olTA l)|.cr(ヽ cttil,Fヽ I

O】 'dinance conctゝ rning th(ゝ (ヽ nft)rc(ヽ ■1(ヽ nt(,rth(、
中

it、
,。 1(anW

13〔 1、 II〕 es、 〕a、、 al'c al)plical,I(,〔

(6)ヽヽ
ア
hon tlle Gモ ieヽ t dot)、 ュ10(()l)stゝ 1'、

,(`pl.Ohibitod`、 ctions 31ichそIs

、nloking in b(ld nllド chiOr to tlat、 hl'c‐ ●ghthlg rhclitios And()thol.

1)1'Ohibitions Or th(.し ,ドciく O帯〔11そ lti()1l sヽ tipliI`it(ゝ db卜  tho llot()I
(1.o、 tiヽ icヽ (ヽ (lt0 1)と 1`｀ ti(jモ 11(X】 '(,(lc()nlに d`:1(ヽ ctヽ

〔
,Sイ (J｀  ヽin Ol'd(J)'to′ I、 'oid th(1

ca〔 1ド in■ ()r｀ fli・ (、ド)

2   in th(】 caヽ,c、、'h(Ⅲ n tth(ヽ H()tol llFlヽ CヤInCCIIcd th(jlヽ ccollinlodtiti(〉 11

C()1lti'act inセ 、ccol(1そ 1ヽlc(ヽ 、、it h tilc l)1℃ C(ldills Pそ 、1'aFi'そ 1`)1l the H()tく 1ヽド 11【、‖
not bo cntitiod t()chal.Pp thc C(1(】、tr()1・

`inヽ

Ol'tllo scl.、 ,iC(｀ iヽll the tiit、 llで

dモ lJ｀ int th(。 (,Ontr【、ctモ ta1 1)()1.i()d、 、hit,h ll(,haヽ nOt l'cc(° iヽ (ゝ (1

(RegiStr()tio11)
Al'ticle 8  

′
rll(,Gモ teドtド 11`dll(〉 ゛令他 rthe tJk)、 、巧ng pFlltiCt注瀬ド at thc lix)nt

dtヽ ドk()r tiat,1lot(,1()n tho da、 ()racconinlodationi

(1)Nanaeそ Ige、 o、 そlddrc、 sィ、nd occuPati(,n oFtho Cuc、 t(s)

(2) JE、 ccI)tt'nl)anoscln(ミ tio,lalit卜 1)as、 1)o】
・t lllけnbol'1)()1・ t and(lFitO()(

enti'ド in JセⅢl)tl:1
(I〕 ) 1)atく,そIn(1(,stil,〕 atod tinl(ヽ (〉 f(1(｀ pAl't tll'(,I

(1)oth()1.1)artiClllal'ド dc】 (Jnllヽ d ll(|(,Cド ドArヽ  bヽ thく 1ヽ10tt,1

2 1n tho ttx、 c｀ ヽヽ'1loュ】G〔 lcド t illtcticttt t()I)AⅢ
′
Ili、 Acc()inl】 10(lnti()n Chal・ 騨ド

I)】℃` Ci'ib(Ⅲ d in」 rゝticic 12 bド
`ul卜

・nica n、 (,tll(ヽ 1'than(Jnl)tillCヽ (j Cti〕 '1で nC卜 1

ド、lch as ti'avoitヽ 1゛令chCqモiC(, COモ 11)(ユ :1ド (),'CI.C(lit cardぃ  tl〕 c、こヽ cl・ Od(】 ntinI出

sha‖ boド ho、、n inそ ミdwanco Fit thC ti11le(〉 r｀ the:ヽOFiド t】 そ`ition l)1で C`l・ 1)(。(lin

thtヽ
1)】

|(・CCdillH l)Al'agl.aph

(OCCuponcy Hours of Cues,Rooms)
ィヽ1.ticlo f) Thc G〔 1、ct is ontidc(lt()(だ cヽ 11ぉ the c(,1lti｀そIcttゝd常卜lcst〕 kx"110r

thc ll(〉 tOl flk)in 2:()01)nl to 11:(〕 O a ni tilo ll(ゝ 、t,1lornillg iJo、 、'(ヽ マ(,IIh〕

the caヽ c、、hOn th(,C ttOst is txcconinlodat(|(l contintl()モ 1ヽ 1ヽltho Ctiく ドヽt

nlで 卜`'OCCモ lp卜  it`モ II(ln卜 :〕 ontt O、 col)t rbi・ th(、 (laド 、()Fセ主r〕 'i、 ni and
d(ヽ 1)al.tliro

2  1｀ hcヽ 1lotoi nan、 i not、、ith$tandh〕 常tho l)1.o｀ 'iSi()11ド 1):で SCl'1うod in tht,

I)iCCe(lilll l)alヽ aFt.:｀ 1)h,1)(】 1・ nlit the Gli(ヽ st l()Occttl)卜 'th(】 :ooin bC卜 ,ond thc】

tiin(ヽ 1)1℃ SC】・ibod in th(:、 an〕 (.1)alャ 、gl'al)h hithi、 cそ isO.(】 tヽi'ィ l chal・ HOs、 hA‖

be l)ai(l as lb‖ 0、、く、:

く])〔 )1)to lll()ul'`t、 ■30%or ti〕 (、 1・ ()oni chal'■ tゝ

(2)に

'1)to 7 hotti・

s:50%or thc、 1・ 00na chal｀ ど(ゝ

(t3)ヽ 1()1ヽ (,thと nヽ711()モ lⅢ
・ヽ:】'(X):n Chal'臀 c in ftlII

(ObSelV(】 nce ofUse Re()∪ IGtiOnS)

Ardclc 10 ThcC(ぃ試剖ia‖ ob鸞 1.、 t the Utt itcttdadon ttttibhド hcdい tho

1lotOl,、、hich fll.(ヽ 1)OSt(】d、、'ithin thc l):ヽ (ヽ nliscヽs()F'th(,1lotol

2  ′
I｀ hc 1lotcl(、 han cnt(、 1,.モ 1('St l'oona、 in cセ 1、 (う tll(Ⅲ h(ltc】 1 1lec(lto talく ё

nicasuroく )r sAft卜 and l〕 卜'Fi(ヽ nc co1lti'01、 oI)Oration llltlnarCnl()n亡 、、hJo

StlOド t al・o entiticd to(,cctilぃ 'th(ゝ く
'()1111'そ

(ヽ't(｀ dg〔icドt loonis

(Houso I(ccIDins SOr、 ,icc)

1ヽ lticI(】 11 
′
1｀ 11(ヽ 11()t(ヽ l sha‖ clcan gモ iOヽ t i｀ (x,11,Sヽ 11)CVCl.Ⅲ (1ャxド in thc】 cas(ヽ

th(1富 モ1('St iヽ とRcconi n〕 odat(】 d contin(lous〕 、
2  ′

I｀ h(J1lot(ュ I、 htiH clean■ tic、 t ik)()]11ヽ モil)(｀ '`CiⅢ
・()1lt01ヽ da卜 to(cep

h卜'HiOnic t,n、 ,il・ onnicnt on′ 1｀ h(Ⅲ  Hot(】 I13モ iSi n(Ⅲ s帯 Iンn｀ く`
'von it ttl(】

■1`い (

thく 1ヽ1(,tci t0 1lol clotIII臀 1`()St,・ 0011ls tiI)



盗
RtM BI(AN Dl TERMS AND CONDIT10NS FOR ACCOMMODATION CONTRACTS

(BUSiness Hours)
.ヽ 1'tick】 11  

′
l'hcヽ 1ぅ (1ド ilⅢ ()、、11()〔 :】帯()I tllく iヽnain lhcilitio、 .ott ofth(1 1lot(,l al(ヽ

そ、s fi)‖ o、、t、  and thoド (,()r.()thく rヽ fh()‖ iti(ヽ s(ヽtC hヽn‖ 1)c llotifiod in(lot‖

1)卜  1)1'ochkll'(｀ ドaド 1)r()、'id(ゝ (1,1lotic(ヽ ド(h、 Pinド(,d in(】 Fi(lh l)1ィ I(,t,ド e,'、 ic(ゝ

dil'cctol・ icヽ in営モ1(卜 tl'(x),11ヽ (lnd(〕 th(,1'、

(1)S(ィ 、licc hotti'ド or ri・()nt d(〕 、(cそlshiorf、 d(ゝ 、1((】 tc

S(ュ 1'、 ic(ヽ ho(11'ド :21 hotil・く、

(2)S(ゝ 】'vcC ll()モ 11'帯 (セ11,lc‖ itie、 )t)1'dinin■ 、di・ inkilaF,(】 tC

A 13ttr士 (,tl)iniF&CtXf`Ⅲ l'()tl l.I′Car Gal.(lonⅢ

l,1'(!al、

'(ド

t      7(,0～ 10:00

lJllnch         llイ I()～ 15:00

1)innei         17:30～ 21:()0

lx)と ing(ヽ            7:(X)-21'()0

1】  で,セ lpそミn(|、 cゝ IR(|ヽtalilヽ ant 
Ⅲ
〕r、11(i!〕 oW

IンunCh       H i30ヽ 卜1()0

1)innOr      17:30～ 21〈 )()

C ′
lk,1)pan卜 'nki ttSA″

`inkaJ
I′unch          ll:30～ 11(X)

1)ilinciヽ           ]7イ〕0^ャ 2]:()0

1) 13そ ぃ.″
R()ilalぅ :・andt''  17イ 30～ 23:(30

11 S、、,cet、 &Citt sh(〉 l)'Ittttic I)ィ Iictt(】"

10()()ヽ Í()iO()

2 1‖ 10 buttncド 、houi、 樹)∝iled in the,1℃ ∝dilζ lllrそ 1ゞ判 )h alで s、1噺∝t

t()tonal)ol'alⅢ ‐c1langcs(111(ヽ to tillaVoi(labic caktsos()r.thCゝ Hot。 〕I!〕 R、 lch

セI Ctヽ ドC、 the Gllc$t shそ 1‖ bO int)1■ 11()(lbド API)t.01)1｀ into tnc【 ins

(Payment o,Accommoda"on Charges〕
Al'ticlc 1 2 

′
I｀1lo bloal《 do、、n and,1lcthod oFoAIC(1latiく )1l oFth(,rヽ cconl:1lo‐

dati()n chal.ges,ctc thtxt th(】 GuOst shセ I‖ paド i岳 セ1ド 〕ittted in th(,

Attachod Tablo No l
2  Acc()1111110(1そ Iti()nCユ la:'ges、 ctt aド stat(ゝ d hi tin0 1)i℃ cedi:18 Pal'agl・al)h

sllall lⅢ c lDni(1ヽ 、itilで ,apanesc cul.1.ollcド 01'1)ド ala卜「inentaヽ otllcIヽ thて、11

JそxPanoscゝ curi℃ nc、'such aド tiヽ a、「ciciJ、 choques.coupon,、 ()1｀ c】℃dit Cal'ds

rocognizod Ⅲ tiac HOtCl at tllc hk)1lt dos(at t110 tiュ 1lc()I the arjval()1'

tho Gucst oI｀ モil)0111｀ eqモ leドtbド the ll()tt.1

3.Accω llnl()dadα l Chargos shttl bo paid ovon I'the Cucst vttunml靖 ム'

docs!】 ot titili′ O theそ Icconllllodそ ttion facilitic、 1)メ 0ヽ'idod f()]・ hi:、ab卜'th(ヽ

Hotol a11(l al'c at lli、 disI)oドal

(い。b‖‖ies ofthe Holeり

.ヽ rticle 13 1｀ hc Hotoi shan ooniI〕 cl]sat(ヽ thc Glleヽ tf()1｀ tile da:nagr ifdac

1lottヽ 1 1las catiド (,dド 、lch(1を 111lago to thO Cucst in tho ritlaIInicェ it ol.111(】

n(inf、 11付‖nlont Orth。 ,、ccoin■1()(lation C()nt,ヽ act and/()1・ relそ、t(。d txglで e・

nicllts H()、 、,cヽ 'ヽCil thOド a nlo、 1,an llot appl卜  iュ i cAヽCヽ 'ヽhen Such daniasc

hAS I〕 (,cn calisod dモ le tO l'otisOnヽ 子()l.、 hヽiCh tilc hotcl is l10t litxbl(,

1弓、'cn though tho Hotol has i・ (ヽ coi、 fod tho WllヽSSヽlARI("(Ccl'tincatc,

oF(ヽ 、cO‖ enCe()I Iril。 (11)iゃ、・ontion Standal'di、、、llcd b、 'the n,ヽc stati()11)

子、lI・tllci.nl(,1'o tho Hott,li、 ∝)、
,crod iっ、tho ll(,t(Ⅲl lッinl)ilit、

イ
histti'と 〕ヽlCO ill

ordoli to deal、 、ith〔 inc、 1)(.CtC(1● 1・e and/()r Other(lisastel's

(Handling When unable,o provide Controcted Rooms)
rゝ iticlc I!I  PI｀ h0110tcl shan,、 、'hen un`iblo to p:'o、 ,ido contl.acttヽ (1 lKx)11lS,

al■ wingo acconi],lodation ofthc t,anae stan(1:xl.d otse、 、,helで f()1'th(,Cucst

illso良 11'a、 1)J`iCtiCablo、 、ith tho coll.、01lt Or.tho G〔iost

芝   ヽヽ:hcヽ
n Al'1'そ ingenlent of oth(】 :'accolnnaodation can llot be llla(le

not、withstandillg thc l)1'()ViSions(,Ittho l)ょ oヽCt｀ dilag l)alagl'AIDh.thC 1lotel

shan pa卜 ,thtⅢ Ollost a α)lmpen、 atlon I(,c(ゝ qui、,alent t()th(ゝ ,でI)ntations
H()、、.ovol'、 ヽヽ'hOn tllcヽ Hotei cannotl)1・ ovidO aCconinaodation(ltitヽ to

cati、 os fl)1'、 、アhiCh tile Hotel is llot tiて 、ble,tllc llotel sll〔、H inot conll)en‐

3セ tヽO thc Guc、 t

(HandIIng o,DepOs‖ ed Atticies〕

メゝ1'ticle 1 5 
′
〕
｀
ho HOtei shall conlI)ensatc the(〕 uOsi f()1.the(lanaagβ 、、1len

iOS3.bl.OA(aHO()1ヽ Othor dainセ lrO iS Caltsod to ttho Food、 ,cash olヽ

、allifiblt,s de19osistt】 d at tlle nィ )1lt(lesk l)ド thc G(lestiexce,)t in tile ca、 c

、、'hon this llas occtil・ :で d dllo to ca、 lsos oflbl・ ce inajeモ :1'C

110、、'c、 'Olk ri):,cash and valllaleド ∫、、hen the Hotel hセ Is I・ eqtiesto(i tlacゝ

G、 lost to,｀ cpO]'t it■ 1(ind and walutヽ ヤ)tit th(ゝ Gucst llA$Ihiled to do● o,

the l10tel sh`In c(,nipcanド ィIt(。 the Cticう st、witilin the lhllits oF 1 5(),000ド en
2   

′
「 ho llotel、 haH colni)elistxto tiac Gモ iOSt r6Jヽ tho(lainage、 、'hon lo、 s.

bl'cakago ol()thel.dainagc i、 cFヽ uSCad,thi'oモ igh intontion(),'neghgence

On thO IDal・ t()Ftho Hottゝ 1.to tlle good串,cash ol'valuablos、 、'hich al.e

bl'0モ lght into the pl'(lnlisc、 of thこうHotci bド tho G、test but al・ o llot

del)ositod at tho ri'ont desk Ho、 rO、'cll fbl'aiticlos()|、 、hich tho khad

and VAlllC hat、 1lot l〕 (jOn i℃ 1)ol'ted in adwal〕 ce bド the G〔 ie`、t,thc Hotei

shall conalDOnSato th(ゝ GuOst、、ithin tho linaits or 1 50,000卜 'cヽ n

(CuStody oI Boggage and/or Be10ngings orthe cuest)
1ヽ・ tick:](; ヽヽ'11(,nt'lc bak,1と 11(.()`｀ th(,Gli(Ⅲ 、tiヽ bl'ourht intO th(1 1lot(ュ l

I〕 (,fi〉 1・ (ゝ 1lis I、ドとヽiヽ 'そ 11 111(ヽ 1lotcl、 htミ ‖1)に lヽittl)1(ヽ t()Iく ccl)it(〕 tal卜  ila tilo cセ 1ド()

、、hcn such a Щηucst hn、 bccn a∝ cPtcd bド the Hotol η‖1ぐ bag常ヤ`gc sha‖

b(ゝ laandt,d()、 ,(ヽ 1.tO th(ゝ G ll(ヽ it at th(.flヽ Ont(1(:、 k at tlacヽ tinac(,f hiヽ

c11(|(,k・ itl

2  ヽヽ:h(in thtヽ baF辟 留`001'1うに`10nFing、 ordl(ヽ Gモ it｀ tヽ is ti〕 ttnd ict a(1で 1ヽ hiド

chOcIく ‐()ut セInd tho()、、ner、 hil,Orth(J Al'tiCic i、 cOn■ 1ヽ naedith(ゝ H ot(・ 1

、ha‖ inlk〕 1■1l tllcヽ ()ヽ 1ヽ1(・】・(う rthC nl・ ticicヽ lcrt and aド k rbr iin■ 11(ヽ 1'inド tl.ac‐

tion、 ヽヽ11(Jli t10 insti・ 1lctiOll isど i、「c,〕 to thcヽ 1lotく lヽitt thO()、 、ncヽ「 or、、hen
tho()、、n(Ⅲ l'、 hil)is llot confil'naod th(】 I→ ()t(llド ha‖ l、 cc.1)tht,Al・ tiCI(,rk)r

3()dセ 1ド、includi1lr thC(1セ l卜  it i、 負)lind,andィ、rt(Ⅲ l.thi、 Pci'iO(1、 thtヽ

同ot(ヽ 1、、ill(losIDOS(｀ thonl

3  1｀ 11(ユ I→ Otoltt liab‖ itド in t'(】 rat｀ dt(】 th(Ⅲ cllst(】 dさ orthc G、 1(,st`ba`とそミgo

and bol()ngilaFド in thc,cnドo orthcI)1,('CC｀ dhlH t、、て,1)alヽ ngl・ aph、 sha‖ 1)o

ass(inlに d`i】 ]セlccoすdanCc,、 、itla thc】
1)】

・OViSi()n、、(,fl)a rti彗 1｀と`I)h l()rthe
l)lccc(ling alヽticlc in tho cAヽ C()rl)al・ a富1.al)hl,and、、,ith tll(.I)1'o、 'iド i01ls

Ofl)Al・ ngi・ al)h2(〉 F tht】 sanlO rヽ 1'ticlc in th(ゝ ca、(,0'1)at'aど ,ヽaph 2

(liobitity in regord to Parking)
rヽ 1ヽticI(! ]7 「1｀hc 1loょ』shan llく ,tl)cゝ linl)101)|ヽ thO custod、 ortho、「chiclo()|

thco Cttest、 マheユ i the Gllcst tttilizos the l)al・ kilig lot、 、ithill the pl'enli、 c、

oftho H(】 tel a、 it shaH b(ヽ 1.ogal・ dc.d tinat tilc Hotol、 inlP〕 卜,ofrc.1.卜 th(】

sl)ac(,f()1.1)そ trkilig:、、1lcth(,rthe lく (ヽ卜'Otth(】 、,chiclc lla、 b(.(】 n deposit(ゝ d
to tllo H()tol ol・ 11()t Hoヽ cヽ、 eli tlao Hotol slla‖ c()11ll)OllSatO tinc G〔iost

the llotchn l・ cral'd tO the 11lanagonicnt ofth()palヽ 1《 insIOt

(Liabitty of,he Cυ esl)

Articlo,((l TIac GuOst、 haH con,IDCInヽAttO dio H(たe1lol dhc danintt cauttd

t hroll■ h intonti()n or neglisencc(Ⅲ ll tho l)Fi】 't OFth(IG、 lest

A‖cched Toble No l
Calcttinti()n nacthod rl)l.Acco】 1ユ lnO(latio〕〕Chそ11ヽgoド ,

(Rot l)al・ a志ア1'alDh l()fArticle 2,PAIヤ lFral)11 2 ofrヽ iticie 3そ ind i)そ モ:'agI・al)h

l orr、 】,ticlc 1 2)

牧)tal Ainount

t(〕 be paid

h、 tilc Guest

Itonia〕・d、 :′ Iセ、、:

C()nisiinl〕 )tion t【 lx、 ha‖ bo a(lded t(〕 亡hoセ■1lo、lnt OFtho bili t)1ヽ

AcconllllodAttiOn Cha]・gc.ScI・、,icc Chalヽ goヽ JOals&1),ヽ il〕 kド and
そミ11 0ther l→、

1)(ゝ
nse■

Attached,α ble No.2

CancoilatiOn Ch (1lcII h2ol.Al・ ticlo 6)

lRenlal'(ei

l   The r)。 ,℃。ntagO、 signinott th。 1、 atc()I・ ca〕 lcollati()1l chFkl.ge to tho BAヽ iC

Acco:nnaodation Chartes
2  ヽヽ「holl tho】 11111lbOl.oF(la、 's oFda、 s contュ aヽct(Ⅲ d is shortOiled.calicolla‐

Oon chartt R"ヽ ■s lrst da卜 '司 lセdl tt Pal(lⅢ 'the Gueド tiで群RrdぷS Or

thco nun〕 bor oFdaⅢ is、 1lol.tened

と  ヽヽ「hen l)al・ t oFa gl'o〔 :1)bookhig(f(),.151)c】 1・SOn3(ュ ]・ nlol・ o)iS Canccned

tho calacoll(■ tion chrargo shaJ:lot he cIュ al.god k)1'tho llunll)er or pors。 11、

eqllivalent to 10%く ,rth。 11モ inlbe,'()rl)ci、 SOns bookcd as of10 da卜 '$

1)1.iolヽ t(,tho occ(11)そ 1lac卜 (ヽ
アヽ
hOil accel)te(11()、 s than l()(laⅢ  s I)]'101・ to

tilo occtipa11ぃ iセIs or'tilo date)、、111れac● oll、 令()unt(う d as wholo nulllbe■

(:()卜、TLヽ S

rゝ ccolll na()(1そ Iti()11

ChAl・ gc

(1)Ba、ic Accoinlllodation Cha]ヽgo

(1ミ 0():n Chal.go)

(2)Scr前 cO ChalヽHo{(1)× ]0%)'

II、 tlヽ a ChaⅢ gヽes
(3)ヽ像ふ &Din聴 l()1ヽ E、柱Iヽ Icヽ測s&

lЙinkO佃 ld()th9'E、1狩n鸞、

く′1)Sel・ 、lce Cllal.go(● )× 1()%)'

′
I｀ そ1、 The Consulll,ti(〕 n fIヤ 1、

(1｀ htヽ NationaI Salcヽ sr「AX)

hi(li、 ,i(1liを
lヽ GJ(,upCoiit wicttⅢ (1

It()11 151o`)9 100 alld nl(ll()

No sll()、、 10096 I()0% 1()0%

Accol)ユ n】 Odatit)nl)a、 S()% ((ヽ 09も 8(〕%

入魅硝冊伽呻 2()% 20% 209る

l出111配品nD“ 10男 2()%

k己浸律詳ヽ1とよ二!i∴ RI)aド


