コピー・ファックス
ドライヤー・ズボンプレッサー
1階フロントまでお申し付け下さい。

モーニングコール

このたびは、浦安サンホテルを
ご利用くださいまして、誠にありがとうございす。
どうぞ、ごゆっくりとおくつろぎくださいませ。
WELCOME TO URAYASU SUN HOTEL.
IT IS OUR GREAT PLEASURE TO SERVE YOU.
PLEASE RELAX AND BE FREE TO ASK
ANYTHING YOU WANT WHILE YOU ARE WITH US.
チェックインタイム

3：00PM

チェックアウトタイム 10：00AM
1
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フロント

FRONT DESK

外線

DIRECT LINE

モーニングコール登録

CHECK IN TAME

3：00PM

CHECK OUT TIME 10：00AM

フロントはフロントボタン又はダイヤル9
FRONT DESK or DIAL [9]

WAKE UP CALL SET

モーニングコール確認

ご朝食 6:00AM〜9:30AM

電話のとりあつかい

We prepare breakfast at 1F.

クリーニング

クリーニングは下記の要領で行っております。お気軽に
ご利用下さい。洗濯物の紛失、破損及びご不満等に
ついては納品後24時間以内にお申し出下さい。
なお、
いかなる場合も弁償額は洗濯料金の10倍以内にて
ご容赦願います。※受付は1階フロントデスクで承ります。
●受付時間
午前9時までにご用命いただきましたものは当日午後
6時半以降、午前9時以後は翌日の午後6時半以降
にフロントでお渡しいたします。
なお、
料金は前払いにて
お願い申しあげます。但し、正月・お盆・その他工場の
点検時はお休みといたします。

自動販売機

お茶とお湯

客室に備え付けのティーサーバーをご利用下さい。

WAKE UP CALL

Please push (●) before setting the time.
For conﬁrming wake up calls.
Please push (●).
For cancelling wake up calls.
Please push 81.

ALARM

Please use alarm clook equipped with night table or
head box.

LAUNDRY & PRESSING SERVICE

Articles received before 9:00a.m., will be returned
after
6:30p.m. of the same day-Articles received after
9:00a.m., will be returned after 6:30p.m. of next day,
but articles not accepted on New Yearʼs Day, the Bon
Festival and the factory examination.
*Please Pick up your articles at the FRONT DESK.

VENDOR MACHINE

Located on 2F

HOT WATER & GREEN TEA SERVICE

Free hot water & green tea service each room.
Water is safe to drink.

TELEPHONE SERVICE

You can call both local and long distance directly.
When you will call another room, dial the room number.
If You will call the room 201, 201
When you will call either local or long distance, push
the bottom, 0, Second after hear the “P” sound
push the number, When you use international call,
press 0 and press 010+country code+area code
+local number.

貴重品

VALUABLES

部屋の鍵

備えつけの目覚し時計をご利用下さい。

Front desk……1F

CONTINENTAL BREAKFAST（FREE）

●他の客室への電話は部屋番号を押して下さい。
２０１号室へ電話をかける場合は
２０１と押して下さい。
●市外、
市内におかけになる場合、
“●外線”を押して発信音
を確認してから、
次に相手局番、
電話の順で押して下さい。
●国際電話をお掛けになる場合は、
“●外線” ＋ ０１０ ＋国番号＋地域番号＋電話番号
の順で押して下さい。
貴重品はフロントへお預け下さい。
それ以外の事故には
責任を負いかねますので、
ご了承願います。

目覚し時計

2階にございます。

WAKE UP CALL CHECK

ご朝食はコンチネンタル形式です。
（パンとコーヒーのセルフサービス）
1階のサニールームをご利用下さいませ。

受話器をおとりになり“●登録”ボタンを押してから時刻を
押して下さい。
（４ケタ）
午前６時１５分の場合は
（“●登録”０６１５）
と押して下さい。
モーニングコールの確認は“●確認”を押して下さい。
モーニングコールの解除は、８１ を押して下さい。

COPY & FAX
HAIR DRYER & PRESS MACHINE

Donʼt leave anu valuables including cash in your room.
You may leave them with front-desk. The management
will not be responsidle for any loss.

ROOM KEY

お部屋からお出かけの時は必ず施錠の確認をして下さい。 Please leave your key at front desk when going out.
外出の時はルームキーをフロントへお預け下さい。

コインランドリー

コインランドリーコーナー……2階にございます。

マッサージ・交通案内・時刻表

フロントデスク
（9）へおたずね下さい。

【 お ことわり 】

●勝手ながら、
ルームサービスはいたしませんのでご了承下さい。
●お寝巻は部屋着になっております。
ロビーでのご利用はご遠慮下さい。

LAUNDERETTE

Launderette corner……2F

EXTRA SERVICES REQUIREMENT

If you have any requirement, Massage,
Traﬃc information, Train & Bus Time table.
Please ask at the front desk(9).

【NOTICE】

No room service is available.
Do it yourself system is adopted in this hotel.

宿 泊 約 款
（本約款の適用）
第 1 条 当ホテルの締結する宿泊契約およびこれに関連する
る契約は、
この約款に定めるところによるものとし、
この約款に
定められていない事項については、
法令または習慣によるもの
とします。
当ホテルは、
前項の規定にかかわらず、
法令および習慣に
2
反しない範囲で特約に応じることができます。
（宿泊引受けの拒絶）
第２条 当ホテルは次の場合には、宿泊のお引受けをお断り
することがあります。
この約款によらないものであるとき。
⑴ 宿泊の申込みが、
により客室の余裕がないとき。
⑵ 満室（員）
⑶ 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定または公の
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。
⑷ 宿泊しようとする者が、
次のイからハに該当すると認められたとき。
イ 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律
（平成3年
法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団
（以下
「暴力
団」
という。
）
、
同法第2条第6号に規定する暴力団員
（以下
「暴力団員」
という。
）
、
暴力団準構成員又は暴力団関係者
その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の
団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
⑸ 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。
⑹ 宿泊しようとする者が、
他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動
をしたとき。
又は合理的な範囲を
⑺ 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、
超える負担を求められたとき。
施設の故障、
その他やむを得ない理由により宿泊させる
⑻ 天災、
ことができないとき。
（氏名等の明告）
宿泊日に先だつ宿泊の申込み
（以下
「宿泊
第 3 条 当ホテルは、
予定の申込み」
という。）
をお引受けした場合には、期限を
定めてその宿泊予定の申込者に対して、
次の事項の明告を
求めることがあります。
および職業。
⑴ 宿泊者の、住所、氏名、性別、国籍、
当ホテルが必要と求めた事項。
⑵ その他、
（予約金）
第 4 条 当ホテルは、宿泊予約の申込みをお引受けした場合
には期限を定めて、宿泊期間（宿泊期間が3日をこえる場合
は3日間）
の宿泊料金を限度とする予約金の支払いを求める
ことがあります。
第5条の定める場合に該当するときは、
同条
⑵ 前項の予約金は、
の違約金に充当し、残額があれば返還します。
（予約の解除）
第 5 条 当ホテルは、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部
または一部を解除したときは、次に掲げるところにより違約金
を申し受けます。
ただし、
団体客
（ペイイングメンバー15名以上
のものをいう。
以下同じ）
の一部について、
宿泊予約の解除が
あった場合には、
宿泊日の10日前の日
（その日より後に当ホテル
が宿泊予約の申込みをお引受けした日）
における宿泊予約
人数の10％にあたる人数
（端数が出た場合には、
切り上げる）
についてはこの限りではありません。
違約金申し受け規定
⑴ 一般客
イ 宿泊日の前日に解除した場合、
宿泊者1人につき、
その宿泊
第1日目の宿泊料の20％。
ロ 宿泊日当日に解除した場合、宿泊者1人につき、
その宿泊
第1日目の宿泊料金の80％。
⑵ 団体客
イ 宿泊日の9日前の日から宿泊日の2日前の日までに解除した
場合の宿泊者1人につき、
その宿泊第1日目の宿泊料金の10％。
ロ 宿泊日の前日に解除した場合、
宿泊者1人につき、
その宿泊
第1日目の宿泊料金の20％

ハ 宿泊日当日に解除した場合は、
宿泊者1人につき、
その宿泊
第1日目の宿泊料金の80％。
当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで、宿泊日当日の午後
2
9時
（あらかじめ予約到着時刻の明示されている場合は、
その
時刻を2時間経過した時刻）
になっても到着しないときは、
その
宿泊予約は申込者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。
3
前項の規定により、
解除されたものとみなした場合において
宿泊者がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、
航空機等、
公共の運輸機関の不着または遅延、
その他宿泊
者の責に帰さない理由によるものであることが証明されたとき
は、第1項の違約金は頂きません。
他に定める場合を除くほか、
次の場合には
第 6 条 前ホテルは、
宿泊予約を解除することができます。
⑴ 第2条第3号から第7号までに該当することとなったとき。
期限まで
⑵ 第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、
にそれらの事項が明告されないとき。
⑶ 第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、
期限迄にその支払いがないとき。
当ホテルは、
前項の規定により。
宿泊予約を解除したときは、
2
その予約についてすでに収受した予約金があれば返還します。
（宿泊の登録）
第 7 条 宿泊者は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、
次の事項を当ホテルに登録して下さい。
⑴ 第3条第1号の事項
日本上陸地及び上陸年月日
⑵ 外国人にあっては、旅券番号、
⑶ 出発日および時刻
当ホテルが必要と認めた事項
⑷ その他、
（チェックアウトタイム）
当ホテルの客室をおあけいただく時刻
第 6 条 宿泊者が、
（チェックアウトタイム）
は、午前10時とします。
前項の規定にかかわらず、
チェックアウトタイムを
2 当ホテルは、
こえて客室の使用に応ずる場合があります。
この場合は、次に掲げるとおりの追加料金を申し受けます。
追加料金
[10：00〜13：00] 室料金の30％
[13：00〜15：00] 室料金の50％
[15：00〜
] 室料金の全額
（料金の支払い）
第９条 料金の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行
小切手若しくはクーポン券により、
宿泊者がチェックインの時に
当ホテルのフロントにおいてお支払いいただきます。
但し、個人小切手は取扱っておりません。
2 宿泊者が客室の使用を開始したのち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。
第１０条 宿泊者は、当ホテル内において当ホテルが定めて当
ホテル内に掲示した利用規則に従って頂きます。
（宿泊継続の拒絶）
お引受けした宿泊期間中といえども、
次の
第１１条 当ホテルは、
場合には宿泊の継続をお断りすることがあります。
⑴ 第2条第3号から8号までに該当することになったとき。
⑵ 前条の利用規約に従わないとき。
（宿泊の責任）
宿泊者が当ホテルの
第１２条 当ホテルの宿泊に関する責任は、
フロントにおいて宿泊の登録を行った時または客室に入った
時のうち、
いずれか早い時に始まり、宿泊者が出発するため
客室をあけた時に終わります。
宿泊者に客室の提供が
2 当ホテルの責に帰すべき理由により、
できなくなったときは、
天災、
その他の理由による困難な場合を
除き、
その宿泊者に同一または類似の条件による他の宿泊
施設をあっせんします。
この場合には、
客室の提供が継続でき
なくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金は頂きません。

