
・レストラン　ダイアナ

・日本料理　花野

（定休日：月曜日）

　　※営業時間は季節により変更になる場合がございます。詳しくはフロントへお問合せ下さい。

チェックイン／チェックアウト

お問合せ

フロント ３００番 ４００番

お部屋のお電話で「３００」又は「４００」をおかけ下さい。

タクシーの手配、宿泊日程の変更、マッサージの依頼、館内のご設備、その他宿泊に関するお問い合わせ

お電話の使用方法

□内線電話 ： お部屋番号を直接ダイヤルして下さい。
□外線電話 ： 【０】を押し、発信音を確認後、下記の手順でおかけ下さい。

【国内電話】

【国際電話】

※電話料金のご精算はフロントでお願い致します。

□モーニングコール

【設定】 ①受話器を取り 【121】 をダイヤル

②セットしたい時間をダイヤル （例）午前８時３０分・・・０８３０ 午後８時３０分・・・２０３０

【解除】 ①受話器をとり【120】をダイヤル

０１０ － － －国番号 市外局番 相手先の電話番号

－市外局番 相手先の電話番号

貴重品

フロントでお預かり、若しくはご自身での管理をお願い致します。

・フロントでのお預かり以外の場合での紛失等に関しましては、責任を負いかねます。

・外出の際は、お部屋には置かれたままにしない様、お願い致します。

ランドリーサービス

備え付けの袋に入れ、用紙に品名、数量をご記入の上フロントへお持ち下さい。

仕上がりは当日の１６時になります。

・受付は午前10時30分までとなります。

・日・祝日、正月・お盆の期間等はお休みさせて頂いております。

・ご精算はフロントでお願い致します。

・５階にコインランドリーも設けておりますので、宜しければご利用下さいませ。

マッサージ手配

フロントへお申し付け下さい。受付は21時３０分までとなります。

・料金はマッサージ師に直接お支払下さい。

・外注のマッサージですので、定休日やマッサージ師がいない場合など、お受けできない場合もございます。

・ホテル契約以外のマッサージ店への、直接の依頼はご遠慮下さい。

インターネット接続サービス

無料Ｗｉｆｉもしくは、お部屋にあるＬＡＮケーブルでご利用できます。

・回線使用料は無料です。有料サイトや有料コンテンツをご利用の場合はお客様のご負担となります。

・ウィルス感染など、インターネットでのトラブルに関しては、当ホテルは関与しません。 お客様の自己責任でお願い致します。

・ＳＳＩＤ ｄｉａｍｏｎｄｈｏｔｅｌ ＰＡＳＳ 0822923161

冷蔵庫

中身は空になっております。スイッチを入れてご利用くださいませ。

・キータグを抜いても電源は切れません。

・スイッチをオンにして冷えるまで少し時間がかかります。

・チェックアウト後に冷蔵庫内に残されたものは、処分させて頂きます。

・５階に飲料の自動販売機を設けておりますので、宜しければご利用下さいませ。

□備

□アメニティー

Information

□チェックインタイム ：１5：００

□チェックアウトタイム：１０：００

・お部屋のドアはオートロックとなっております。

・お出かけの際はルームキーをフロントへお預け下さい。鍵を紛失されますと有償となります。

・ご宿泊いただくお客様の安全をより高めるべく、夜間（24:00～翌6:00）はエントランスの自動ドアを施錠しております。

24時以降にチェックインや、外出からお戻りのお客様は、お手数をお掛けいたしますが、インターフォンからフロントまでお声掛けください。

・チェックアウト時間が１０時を過ぎる場合は、フロントへお申し付け下さい（別途追加料金を申し受け致します）。

・ナイトガウン、室内スリッパでロビー、レストランのご利用はご遠慮下さい。

・ご宿泊者以外の方のお部屋のご利用は固くお断りしております。ご面会などは、ロビーでお願い致します。

・ペット類（盲導犬・介助犬を除く）を、ホテル敷地内にお連れになる事はご遠慮下さい。

・ルームサービスは致しておりません。レストランをご利用下さいませ。

・ホテル内へ危険物の持ち込みは禁止です。

・お忘れ物の保管期間はチェックアウトの日付から６ヶ月となります。

・チェックアウト後、お部屋に残された飲食物は当日１６時に処分させて頂きます。



・レストラン　ダイアナ 朝あああ食・・・・・・・ 06：30～09：00

ラ　ン　チ・・・・・・・11：30～14：00

デ ィ ナ ー・・・・・・・18：00～21：00

・日本料理　花野 ラ　ン　チ・・・・・・・11：30～15：00（ラストオーダー14：00）

（定休日：月曜日） デ ィ ナ ー・・・・・・・17：30～21：00（ラストオーダー20：00）

※一部のメニューは予約が必要です

　　※営業時間は季節により変更になる場合がございます。詳しくはフロントへお問合せ下さい。

　駐車場　駐輪場1階

2階

3階～7階

　客室（401～418号室）
別館

　客室（301～318号室）
あグループルールーム：もみじの間

　宴会場：安芸の間
あ宴会場：201～206号室
あ喫煙ルーム（7時～23時まで）

　フロント
あレストランダイアナ

　ビアガーデン（夏季限定）

　日本料理　花野
ｓ宴会場：バラの間

本館

8階 　宴会場：瀬戸の間　８０２号室

　客室（701～718号室）

　客室（601～618号室）

　客室（501～518号室）
あ自動販売機　コインランドリー

レンタルサービス

加湿器 電気スタンド ズボンプレッサー（3～7階エレベータ前に御座います） LANケーブル

アイロン 各種携帯電話充電器 体温計 車椅子 毛布 レンタルパソコン（有料） ベビーベッド（有料）

※台数に限りが有りますので、お貸し出しできない場合が御座います。

※その他のレンタル品につきましては、フロントへお問合せ下さい。

客室備品・アメニティー

□備 品
液晶テレビ（一般、衛生放送・有料放送） 固定電話 冷蔵庫 電気ケトル シャワートイレ マグカップ スプーン 灰皿（喫煙ルームのみ）

ドライヤー エアーコンディショナー 洋服ブラシ シューペーパー ハンガー

□アメニティー
室内常備：ボディーソープ シャンプー コンディショナー ハンドソープ フェイスタオル バスタオル バスマット 消臭スプレー 使捨てスリッパ ナイトガウン

１Ｆセルフ：Ｔ字髭剃り 綿棒 ボディータオル ヘアバンド シャワーキャップ ブラシ 粉コーヒー 粉ミルク シュガー 紅茶 緑茶・ほうじ茶（粉末スティック）

館内のご案内

その他

・ナイトガウン、室内スリッパでロビー、レストランのご利用はご遠慮下さい。

・ご宿泊者以外の方のお部屋のご利用は固くお断りしております。ご面会などは、ロビーでお願い致します。

・ペット類（盲導犬・介助犬を除く）を、ホテル敷地内にお連れになる事はご遠慮下さい。

・ルームサービスは致しておりません。レストランをご利用下さいませ。

・ホテル内へ危険物の持ち込みは禁止です。

・お忘れ物の保管期間はチェックアウトの日付から６ヶ月となります。

・チェックアウト後、お部屋に残された飲食物は当日１６時に処分させて頂きます。



緑茶・ほうじ茶（粉末スティック）

宿 泊 約 款

第１条 適用範囲
１．当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めの無い事項については、法令又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、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。

第２条 宿泊契約の申込み
１．当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出て頂きます。

（1）宿泊者名

（２）宿泊日、泊数及び到着予定時刻

（３）ご連絡先

（４）泊料金（原則として別表第１の基本宿泊料による）

（５）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（2）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し込みが有ったものとして処理します。

第３条 宿泊契約の成立等
１．宿泊契約は、当ホテルが前条（第2条）の申し込みを承諾した時に成立するものとします。但し、当ホテルが承諾をしなかった事を証明した時は、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時は、宿泊期間の基本料金を限度とし、当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払い頂きます。

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し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じた時は、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２項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払い頂けない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。但し、申込金の支払い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。

第４条 申込金の支払いを要しない事とする特約
１．前条（第3条）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事とする特約に応じる事があります。

２．宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条（第3条）2項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い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。

第５条 宿泊契約締結の拒否
１．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）宿泊の申し込みが、この約款によらない時。

（２）満室により客室の余裕が無い時。

（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恐れがあると認められた時。

（４）宿泊しようとする者が、次の①から③に該当すると認められる時。

①暴力団員による不当は行為の防止などに関する法律（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。）、同条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勢力

②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時

③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

（５）宿泊しようとする者が、他の宿泊客に対し著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。

（６）宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められる時。

（７）宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められた時。

（８）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事が出来ない時。

第６条 宿泊客の解除権
１．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出来ます。

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其の支払を求めた場

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時を除きます。）は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。但し、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した時の違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に対し、告知した時に限ります。

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9：00分（あらかじめ、到着予定時間が明示されている場合は、その時刻を4時間経過した時刻）になっても到着しない時は、その宿

泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし、処理する事があります。

第７条 当ホテルの契約解除権
１．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、公の序秩若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められたとき、又は同行為をしたと認められる時。

（２）宿泊客が次の①から③に該当すると認められたとき。

①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他反社会勢力

②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時

③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

（３）宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をした時。

（４）宿泊客が伝染病であると明らかに認められた時。

（５）宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められた時。

（６）天災等、不可抗力に起因する事由により、宿泊させる事が出来ない時。

（７）寝具での寝たばこ、消防用設備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（火災予防上必要なものに限ります。）に従わない時。

２．当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した時は、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。

第８条 宿泊の登録
１．宿泊客は宿泊日当日、当ホテルフロントにおいて、次の事項を登録して頂きます。

・宿泊客の氏名、住所、連絡先電話番号

・外国人にあっては、上記以外に、国籍、旅券番号、前泊の場所、行き先（目的地）

・その他当ホテルが必要と認める事項。

２．宿泊客が第12条の料金支払を旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、通貨に代わり得る方法により行おうとする時は、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示して頂きます。

第９条 客室の使用時間
１．宿泊客が当ホテルの客室を出来る時間は、午後4時から翌朝10時までとします。但し、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することが出来ます。

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事があります。この場合は次に揚げる追加料金を申し受けます。

（１）超過1時間までは定価室料金の１０％

（２）超過2時間までは定価室料金の２０％

（３）超過3時間までは定価室料金の３０％

（４）超過４時間までは定価室料金の４０％

（５）超過５時間以上は定価室料金の１００％

第１０条 利用規約の遵守
１．宿泊客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頂きます。



税　　　金

②サービス料（①×１０％）

③追加飲料（①に含まれるものを除く）

④サービス料（③×１０％）

消費税

宿泊料金

追加料金

内訳

①基本宿泊料（室料（及び室料＋朝食等の飲食料））

第１１条 営業時間
１．当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設の詳しい営業時間は備付けインフォメーション、各所の掲示等で案内いたします。

（１）フロント・キャッシャーサービス

①門限：午前0時

②フロントサービス：午前6時～翌日午前0時（0時～6時まではクローズ）

③エクスチェンジサービス：午前6時～翌日午前0時

（２）飲食施設営業時間

①朝食：6：30～９：00

②昼食：11：30～15：00

③夕食：18：00～21：00（季節により変わります）

④別館日本料理店：11：30～21：00 （定休日：月曜日）

・昼 11：30～15：00（ラストオーダー14：00）

・夜 17：30～21：00（ラストオーダー20：00）※一部のメニューは予約が必要です。

第１２条 料金の支払
１．宿泊者が支払うべき宿泊料金などの内訳は別表第1に掲げるところによります。

２．前項の宿泊料等の支払には日本通貨、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わり得る方法により、当ホテルが請求した時フロントにおいて行って

頂きます。

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後、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。

第１３条 当ホテルの責任
１．当ホテルは、宿泊約款及びこれに関連する契約の履行に当たり、又それらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。但し、それらが当ホテル責めに帰す

べき事由によるものでない時は、この限りではありません。

２．当ホテルは万一の火災などに対処する為、旅館賠償責任保険に加入しております。

第１４条 契約した客室が提供出来ない時の取扱い
１．当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供出来ない時は、宿泊客の了解を得て出来る限り同一の条件により他の宿泊施設を斡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あっ旋が出来ない時は、違約金相当金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。但し、客室

が提供出来ない事については、当ホテルの責めに帰すべき事由が無い時は、補償料を支払いません。

第１５条 寄託物等の取扱い
１．宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の障害を生じた時は、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。

但し、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかった時は、当ホテルは5万円を上限とし、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又は現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかった物については、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の障害が

生じた時は、当ホテルはその損害を補償します。但し、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告がなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き5万

円を限度とし当ホテルは損害を賠償します。

第１６条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
１．宿泊客の手荷物が宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際に

お渡しします。

２．宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品がホテルに置き忘れていた場合において、その所有者が判明した時は、当ホテルは当該所有者にチェックインの際ご登録

頂いた連絡先に、連絡を取ると共に、指示を求める場合があります。但し、所有者の指示が無い場合又は、当該者が判明しない時は発見月を含め6ヶ月間保管し、その後処分します。

３．前2項における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についてのホテルの責任は第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第2項の規定に準じるものと

します。

第１７条 駐車責任
１．宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合車輌のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場をお貸しするものであって、車輌管理責任まで負うものではありません。

但し、駐車場の管理に当たり当ホテルの故意又は過失によって損害を与えた時は、その賠償の責めに任じます。

第１８条 宿泊客の責任
１．宿泊客の故意又は、過失により当ホテルが損害を被った時（備品の紛失、施設の破損など）は、当該宿泊客は当ホテルに対しその損害を賠償していただきます。

別表第１ 宿泊料金の内訳（第２条１項及び第12条第１項関係）

備考1 基本料金はパンフレットに掲示する料金表になります。

備考２ 当ホテルでは子供も大人料金と同一になりますが、寝具及び食事を提供しない幼児、若しく

は小学生低学年までのベッドでの添い寝ついては、料金をいただきません。

（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（１０名以上）の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前（その日より後に申込み

を受けた場合にはそのお引受けした日）における宿泊人数の10％（端数が出た場合は切り上げる。）に

あたる人数については、違約金はいただきません。

宿
泊
客
が
支
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べ
き
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額

別表第2 違約（第６条第２項関係）

不

泊

９
日
前

８
日
前

７
日
前

６
日
前

５
日
前

４
日
前

３
日
前

２
日
前

前

日

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 20%

当

日

80%一般（９名まで）

団体（１０名以上）

契約解除を

受けた日

契約人数

100% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 80%
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