
利用規則・宿泊約款利用規則・宿泊約款利用規則・宿泊約款利用規則・宿泊約款    

    

ごごごご    利利利利    用用用用    規規規規    則則則則    
当館の公共性と安全性を確保する為、当館をご利用のお当館の公共性と安全性を確保する為、当館をご利用のお当館の公共性と安全性を確保する為、当館をご利用のお当館の公共性と安全性を確保する為、当館をご利用のお

客様には宿泊約款客様には宿泊約款客様には宿泊約款客様には宿泊約款    第９条にもとづき下記の規則をお守りく第９条にもとづき下記の規則をお守りく第９条にもとづき下記の規則をお守りく第９条にもとづき下記の規則をお守りく

ださるようお願いいたします。ださるようお願いいたします。ださるようお願いいたします。ださるようお願いいたします。    

この規則で定められた事項をお守り頂けないときは、宿泊約この規則で定められた事項をお守り頂けないときは、宿泊約この規則で定められた事項をお守り頂けないときは、宿泊約この規則で定められた事項をお守り頂けないときは、宿泊約

款款款款    第６条により宿泊の継続をおことわりさせていただくこと第６条により宿泊の継続をおことわりさせていただくこと第６条により宿泊の継続をおことわりさせていただくこと第６条により宿泊の継続をおことわりさせていただくこと

があります。があります。があります。があります。    

（記）（記）（記）（記）    

１．１．１．１．ご到着後、非常口を必ずお確かめ下さい。ご到着後、非常口を必ずお確かめ下さい。ご到着後、非常口を必ずお確かめ下さい。ご到着後、非常口を必ずお確かめ下さい。    

２．２．２．２．客室内では火災の原因となるような熱を発する器具等は客室内では火災の原因となるような熱を発する器具等は客室内では火災の原因となるような熱を発する器具等は客室内では火災の原因となるような熱を発する器具等は

ご使用にならないで下さい。ご使用にならないで下さい。ご使用にならないで下さい。ご使用にならないで下さい。    

３．３．３．３．次のような物は、他のお客様の迷惑となるおそれがござ次のような物は、他のお客様の迷惑となるおそれがござ次のような物は、他のお客様の迷惑となるおそれがござ次のような物は、他のお客様の迷惑となるおそれがござ

いますので持ち込みをごいますので持ち込みをごいますので持ち込みをごいますので持ち込みをご遠慮ください。遠慮ください。遠慮ください。遠慮ください。    

①①①①ペット類ペット類ペット類ペット類。（盲導犬、。（盲導犬、。（盲導犬、。（盲導犬、聴導犬、聴導犬、聴導犬、聴導犬、介助犬は除く）介助犬は除く）介助犬は除く）介助犬は除く）    

②②②②悪臭を発するもの悪臭を発するもの悪臭を発するもの悪臭を発するもの。。。。    

③③③③常識的な大きさや、量を超える物品常識的な大きさや、量を超える物品常識的な大きさや、量を超える物品常識的な大きさや、量を超える物品。。。。    

④④④④火薬や揮発油など発火性或いは引火性が有るもの。火薬や揮発油など発火性或いは引火性が有るもの。火薬や揮発油など発火性或いは引火性が有るもの。火薬や揮発油など発火性或いは引火性が有るもの。    

⑤⑤⑤⑤法律により所持を許可されていない銃砲、刀剣、薬物法律により所持を許可されていない銃砲、刀剣、薬物法律により所持を許可されていない銃砲、刀剣、薬物法律により所持を許可されていない銃砲、刀剣、薬物

類。類。類。類。    

４．４．４．４．公園内は全面禁煙につき、火気などは持ち込まないでく公園内は全面禁煙につき、火気などは持ち込まないでく公園内は全面禁煙につき、火気などは持ち込まないでく公園内は全面禁煙につき、火気などは持ち込まないでく

ださいださいださいださい。。。。    

５．５．５．５．高声放歌や喧嘩など、他のお客様に嫌悪感を高声放歌や喧嘩など、他のお客様に嫌悪感を高声放歌や喧嘩など、他のお客様に嫌悪感を高声放歌や喧嘩など、他のお客様に嫌悪感を与えたり与えたり与えたり与えたり、、、、

迷惑をかける行為はなさらないで下さい。迷惑をかける行為はなさらないで下さい。迷惑をかける行為はなさらないで下さい。迷惑をかける行為はなさらないで下さい。    

６．６．６．６．滞在中の現金、貴重品類はご自分の責任で管理して下滞在中の現金、貴重品類はご自分の責任で管理して下滞在中の現金、貴重品類はご自分の責任で管理して下滞在中の現金、貴重品類はご自分の責任で管理して下

さい。万一、客室内での紛失・盗難事故等が発生した場さい。万一、客室内での紛失・盗難事故等が発生した場さい。万一、客室内での紛失・盗難事故等が発生した場さい。万一、客室内での紛失・盗難事故等が発生した場

合、当館では一切の責任は合、当館では一切の責任は合、当館では一切の責任は合、当館では一切の責任は負いかねます。負いかねます。負いかねます。負いかねます。    

各客室及びロッジに備え付けの金庫をご利用下さい。各客室及びロッジに備え付けの金庫をご利用下さい。各客室及びロッジに備え付けの金庫をご利用下さい。各客室及びロッジに備え付けの金庫をご利用下さい。    

外出時又は入浴時等、客室及びロッジのカギは当館窓外出時又は入浴時等、客室及びロッジのカギは当館窓外出時又は入浴時等、客室及びロッジのカギは当館窓外出時又は入浴時等、客室及びロッジのカギは当館窓

口にお預け下さい。口にお預け下さい。口にお預け下さい。口にお預け下さい。    

７．７．７．７．不可抗力以外の理由により建造物、備品、物品等を破損不可抗力以外の理由により建造物、備品、物品等を破損不可抗力以外の理由により建造物、備品、物品等を破損不可抗力以外の理由により建造物、備品、物品等を破損

もしくは紛失された場合は、相当額の弁償を頂く事がござもしくは紛失された場合は、相当額の弁償を頂く事がござもしくは紛失された場合は、相当額の弁償を頂く事がござもしくは紛失された場合は、相当額の弁償を頂く事がござ

います。います。います。います。    

８．８．８．８．賭博その賭博その賭博その賭博その他公序良俗を乱す行為はなさらないで下さい。他公序良俗を乱す行為はなさらないで下さい。他公序良俗を乱す行為はなさらないで下さい。他公序良俗を乱す行為はなさらないで下さい。    

９．お忘れ物、落とし物の９．お忘れ物、落とし物の９．お忘れ物、落とし物の９．お忘れ物、落とし物の保管期間は、特に指定のない限り保管期間は、特に指定のない限り保管期間は、特に指定のない限り保管期間は、特に指定のない限り

発見日より発見日より発見日より発見日より１１１１ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月（（（（食品は食品は食品は食品は 3333 日日日日))))とさせていただきます。とさせていただきます。とさせていただきます。とさせていただきます。    

なお、所有者が判明したときはなお、所有者が判明したときはなお、所有者が判明したときはなお、所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連、当館は当該所有者に連、当館は当該所有者に連、当館は当該所有者に連

絡をするものとします。絡をするものとします。絡をするものとします。絡をするものとします。    

１０．チェックイン：１０．チェックイン：１０．チェックイン：１０．チェックイン：和室和室和室和室    ロッジとも午後４ロッジとも午後４ロッジとも午後４ロッジとも午後４時から時から時から時から    

チェックアウト：午前１０時までチェックアウト：午前１０時までチェックアウト：午前１０時までチェックアウト：午前１０時まで    

お風呂利用時間：午後４時から午後１０お風呂利用時間：午後４時から午後１０お風呂利用時間：午後４時から午後１０お風呂利用時間：午後４時から午後１０時３０時３０時３０時３０分分分分までまでまでまで    

門限（宿泊施設）：午後１１門限（宿泊施設）：午後１１門限（宿泊施設）：午後１１門限（宿泊施設）：午後１１時にふるさと館前の駐車場を閉門時にふるさと館前の駐車場を閉門時にふるさと館前の駐車場を閉門時にふるさと館前の駐車場を閉門

します。します。します。します。    

※外出される場合は、ふるさと館窓口まで連絡をお願いしま※外出される場合は、ふるさと館窓口まで連絡をお願いしま※外出される場合は、ふるさと館窓口まで連絡をお願いしま※外出される場合は、ふるさと館窓口まで連絡をお願いしま

す。す。す。す。    

宿宿宿宿        泊泊泊泊        約約約約        款款款款    
適用範囲適用範囲適用範囲適用範囲    
第１条第１条第１条第１条    当館が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びそれ当館が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びそれ当館が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びそれ当館が宿泊者との間で締結する宿泊契約及びそれ

に関する契約は、に関する契約は、に関する契約は、に関する契約は、ここここの約款の定めるところによるものとし、この約款の定めるところによるものとし、この約款の定めるところによるものとし、この約款の定めるところによるものとし、こ

の約款に定めない事項についてはの約款に定めない事項についてはの約款に定めない事項についてはの約款に定めない事項については、、、、法令または、一般的に法令または、一般的に法令または、一般的に法令または、一般的に

確立された慣習によるものとします。確立された慣習によるものとします。確立された慣習によるものとします。確立された慣習によるものとします。    

２．当館が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた２．当館が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた２．当館が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた２．当館が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時時時時

は、前項の規定にかからず、その特約が優先するものとしまは、前項の規定にかからず、その特約が優先するものとしまは、前項の規定にかからず、その特約が優先するものとしまは、前項の規定にかからず、その特約が優先するものとしま

す。す。す。す。    

宿泊契約の申し込み宿泊契約の申し込み宿泊契約の申し込み宿泊契約の申し込み    
第２条第２条第２条第２条    当館に宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次当館に宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次当館に宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次当館に宿泊契約の申し込みをしようとする方は、次

の事項を当館に申し出ていただきます。の事項を当館に申し出ていただきます。の事項を当館に申し出ていただきます。の事項を当館に申し出ていただきます。    

①①①①宿泊者名、利用人数宿泊者名、利用人数宿泊者名、利用人数宿泊者名、利用人数    

②②②②宿泊日、到着予定時間宿泊日、到着予定時間宿泊日、到着予定時間宿泊日、到着予定時間    

③③③③宿泊者の氏名、年齢、性別宿泊者の氏名、年齢、性別宿泊者の氏名、年齢、性別宿泊者の氏名、年齢、性別及び及び及び及び住所住所住所住所、、、、連絡先電話番号連絡先電話番号連絡先電話番号連絡先電話番号    

④④④④その他、当館が必要と認める事項その他、当館が必要と認める事項その他、当館が必要と認める事項その他、当館が必要と認める事項    

宿泊契約の成立宿泊契約の成立宿泊契約の成立宿泊契約の成立    
第第第第３３３３条条条条    宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したとき宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したとき宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したとき宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したとき

に成立するものとします。に成立するものとします。に成立するものとします。に成立するものとします。    

ただし、当館が承諾しなかったことを証明したときは、その限ただし、当館が承諾しなかったことを証明したときは、その限ただし、当館が承諾しなかったことを証明したときは、その限ただし、当館が承諾しなかったことを証明したときは、その限

りでは有りません。りでは有りません。りでは有りません。りでは有りません。    

宿泊契約締結の拒否宿泊契約締結の拒否宿泊契約締結の拒否宿泊契約締結の拒否    
第第第第４４４４条条条条    当館は当館は当館は当館は次に揚げる場合において、宿泊契約の締結次に揚げる場合において、宿泊契約の締結次に揚げる場合において、宿泊契約の締結次に揚げる場合において、宿泊契約の締結

に応じない事が有ります。に応じない事が有ります。に応じない事が有ります。に応じない事が有ります。    

①①①①宿泊の申込みが、この約款によらない宿泊の申込みが、この約款によらない宿泊の申込みが、この約款によらない宿泊の申込みが、この約款によらない場合場合場合場合    

②②②②満室により客室の余裕がない満室により客室の余裕がない満室により客室の余裕がない満室により客室の余裕がない場合場合場合場合    

③③③③宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公序良俗宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公序良俗宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公序良俗宿泊しようとする者が、宿泊に関し法令の規定、公序良俗

に反する恐れが有るに反する恐れが有るに反する恐れが有るに反する恐れが有るとととと認められた認められた認められた認められた場合場合場合場合    

④④④④宿泊しようとする者が、伝染病で有ると明らかに認められ宿泊しようとする者が、伝染病で有ると明らかに認められ宿泊しようとする者が、伝染病で有ると明らかに認められ宿泊しようとする者が、伝染病で有ると明らかに認められ

た場合た場合た場合た場合    

⑤宿泊しようとする者が当館もしくはその従業員に対し⑤宿泊しようとする者が当館もしくはその従業員に対し⑤宿泊しようとする者が当館もしくはその従業員に対し⑤宿泊しようとする者が当館もしくはその従業員に対し、、、、暴暴暴暴

力的要求行為を行ない、または力的要求行為を行ない、または力的要求行為を行ない、または力的要求行為を行ない、または合理的な範囲を超える負担合理的な範囲を超える負担合理的な範囲を超える負担合理的な範囲を超える負担

をををを請求した場合請求した場合請求した場合請求した場合    

⑥⑥⑥⑥天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊

させることがさせることがさせることがさせることができない場合できない場合できない場合できない場合    

⑦宿泊しようとする者⑦宿泊しようとする者⑦宿泊しようとする者⑦宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企が暴力団、暴力団員、暴力団関係企が暴力団、暴力団員、暴力団関係企が暴力団、暴力団員、暴力団関係企

業・団体その関係者その他反社会勢力（以下「暴力団等反業・団体その関係者その他反社会勢力（以下「暴力団等反業・団体その関係者その他反社会勢力（以下「暴力団等反業・団体その関係者その他反社会勢力（以下「暴力団等反

社会勢力」という。）である場合社会勢力」という。）である場合社会勢力」という。）である場合社会勢力」という。）である場合    

⑧宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動⑧宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動⑧宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動⑧宿泊しようとする者が暴力団また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場合を支配する法人その他の団体である場合を支配する法人その他の団体である場合を支配する法人その他の団体である場合    

⑨宿泊しようとする者が法人でその役員のうちに暴力団員に⑨宿泊しようとする者が法人でその役員のうちに暴力団員に⑨宿泊しようとする者が法人でその役員のうちに暴力団員に⑨宿泊しようとする者が法人でその役員のうちに暴力団員に

該当する者がある場合該当する者がある場合該当する者がある場合該当する者がある場合    

⑩宿泊しようとする者が⑩宿泊しようとする者が⑩宿泊しようとする者が⑩宿泊しようとする者が他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言

動動動動をした場合をした場合をした場合をした場合    

⑪⑪⑪⑪滋賀県旅館の衛生措置の基準等に関する条例第滋賀県旅館の衛生措置の基準等に関する条例第滋賀県旅館の衛生措置の基準等に関する条例第滋賀県旅館の衛生措置の基準等に関する条例第 7777 条の条の条の条の

規定する場合に該当する規定する場合に該当する規定する場合に該当する規定する場合に該当する場合場合場合場合    

宿泊客の契約解除宿泊客の契約解除宿泊客の契約解除宿泊客の契約解除    
第第第第５５５５条条条条    宿泊宿泊宿泊宿泊者者者者は当館に申し出て、宿泊契約を解除することは当館に申し出て、宿泊契約を解除することは当館に申し出て、宿泊契約を解除することは当館に申し出て、宿泊契約を解除すること

ができます。ができます。ができます。ができます。    

２．当館は、宿泊２．当館は、宿泊２．当館は、宿泊２．当館は、宿泊者者者者がその責めに帰すべき事由により宿泊約がその責めに帰すべき事由により宿泊約がその責めに帰すべき事由により宿泊約がその責めに帰すべき事由により宿泊約

款の全部または一部を解除した場合は第１款の全部または一部を解除した場合は第１款の全部または一部を解除した場合は第１款の全部または一部を解除した場合は第１５５５５条の条の条の条のキャンセルキャンセルキャンセルキャンセル

料料料料規定により取消料を申し受けます。規定により取消料を申し受けます。規定により取消料を申し受けます。規定により取消料を申し受けます。    

３．当館は宿泊客が連絡なしで宿泊日当日の３．当館は宿泊客が連絡なしで宿泊日当日の３．当館は宿泊客が連絡なしで宿泊日当日の３．当館は宿泊客が連絡なしで宿泊日当日の午後８午後８午後８午後８時時時時((((予め予め予め予め

到着時間を明示されている場合は、その時刻を２時間経過到着時間を明示されている場合は、その時刻を２時間経過到着時間を明示されている場合は、その時刻を２時間経過到着時間を明示されている場合は、その時刻を２時間経過

した時刻した時刻した時刻した時刻))))になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿

泊泊泊泊者者者者により解除されたものとみなし処理する事が有ります。により解除されたものとみなし処理する事が有ります。により解除されたものとみなし処理する事が有ります。により解除されたものとみなし処理する事が有ります。    

当館の契約解除権当館の契約解除権当館の契約解除権当館の契約解除権    
第６条第６条第６条第６条    宿泊者が次にかかげる事由に該当する場合は宿泊者が次にかかげる事由に該当する場合は宿泊者が次にかかげる事由に該当する場合は宿泊者が次にかかげる事由に該当する場合は、宿、宿、宿、宿

泊契約を解除する事が有り泊契約を解除する事が有り泊契約を解除する事が有り泊契約を解除する事が有ります。ます。ます。ます。    

①①①①法令の規定、公序良俗に反する行為をするおそれが法令の規定、公序良俗に反する行為をするおそれが法令の規定、公序良俗に反する行為をするおそれが法令の規定、公序良俗に反する行為をするおそれが有る有る有る有る

と認められたと認められたと認められたと認められた場合場合場合場合    

②②②②伝染病で有ると明らかに認められ伝染病で有ると明らかに認められ伝染病で有ると明らかに認められ伝染病で有ると明らかに認められた場合た場合た場合た場合    

③当館もしくはその従業員に対し③当館もしくはその従業員に対し③当館もしくはその従業員に対し③当館もしくはその従業員に対し、、、、暴力的要求行為を行な暴力的要求行為を行な暴力的要求行為を行な暴力的要求行為を行な

い、またはい、またはい、またはい、または合理的な範囲を超える負担を合理的な範囲を超える負担を合理的な範囲を超える負担を合理的な範囲を超える負担を請求した場合請求した場合請求した場合請求した場合    

④④④④天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊天災、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させることができないさせることができないさせることができない場合場合場合場合    

⑤⑤⑤⑤泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れ泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れ泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れ泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼす恐れがががが有る有る有る有る場場場場

合合合合    

⑥⑥⑥⑥他の宿泊他の宿泊他の宿泊他の宿泊者者者者に著しく迷惑を及ぼす言動に著しく迷惑を及ぼす言動に著しく迷惑を及ぼす言動に著しく迷惑を及ぼす言動をした場合をした場合をした場合をした場合    

⑦暴力団等反社会勢力である場合⑦暴力団等反社会勢力である場合⑦暴力団等反社会勢力である場合⑦暴力団等反社会勢力である場合    

⑧暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その⑧暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その⑧暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その⑧暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その

他の団体である場合他の団体である場合他の団体である場合他の団体である場合    

⑨法人でその役員のうち暴力団に該当する者のあるもので⑨法人でその役員のうち暴力団に該当する者のあるもので⑨法人でその役員のうち暴力団に該当する者のあるもので⑨法人でその役員のうち暴力団に該当する者のあるもので

ある場合ある場合ある場合ある場合    

宿泊宿泊宿泊宿泊の登録の登録の登録の登録    
第第第第７７７７条条条条    宿泊客は、宿泊日当日に当館宿泊客は、宿泊日当日に当館宿泊客は、宿泊日当日に当館宿泊客は、宿泊日当日に当館窓口窓口窓口窓口において次の事において次の事において次の事において次の事

項を登録して頂きます。項を登録して頂きます。項を登録して頂きます。項を登録して頂きます。    

①①①①宿泊者の氏名、年齢、性別及び住所宿泊者の氏名、年齢、性別及び住所宿泊者の氏名、年齢、性別及び住所宿泊者の氏名、年齢、性別及び住所    

②②②②外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地、入国年月外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地、入国年月外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地、入国年月外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地、入国年月

日日日日    

③③③③出発日及び出発予定時間出発日及び出発予定時間出発日及び出発予定時間出発日及び出発予定時間    

④④④④その他、当館が必要と認める事項その他、当館が必要と認める事項その他、当館が必要と認める事項その他、当館が必要と認める事項    

客室の客室の客室の客室の利用料金と時間利用料金と時間利用料金と時間利用料金と時間    
第第第第８８８８条条条条    客室の宿泊利用客室の宿泊利用客室の宿泊利用客室の宿泊利用は、は、は、は、宿泊営業日の宿泊営業日の宿泊営業日の宿泊営業日の午後午後午後午後４４４４時から翌時から翌時から翌時から翌

日の午前１０時まで日の午前１０時まで日の午前１０時まで日の午前１０時までですですですです。ただし、連続して宿泊する場合に。ただし、連続して宿泊する場合に。ただし、連続して宿泊する場合に。ただし、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事がでおいては、到着日、及び出発日を除き終日使用する事がでおいては、到着日、及び出発日を除き終日使用する事がでおいては、到着日、及び出発日を除き終日使用する事がで

きます。きます。きます。きます。宿泊利用は１泊素泊まりで、ふるさと館は宿泊利用は１泊素泊まりで、ふるさと館は宿泊利用は１泊素泊まりで、ふるさと館は宿泊利用は１泊素泊まりで、ふるさと館は 1111 名、ロッ名、ロッ名、ロッ名、ロッ

ジは１棟につき、次ジは１棟につき、次ジは１棟につき、次ジは１棟につき、次にににに挙げる挙げる挙げる挙げる宿泊宿泊宿泊宿泊料金を申し受けます料金を申し受けます料金を申し受けます料金を申し受けます。。。。    

ふるさと館ふるさと館ふるさと館ふるさと館１人１泊１室あたり（かっこ内割引適用時）１人１泊１室あたり（かっこ内割引適用時）１人１泊１室あたり（かっこ内割引適用時）１人１泊１室あたり（かっこ内割引適用時）    

                            高校生以上：高校生以上：高校生以上：高校生以上：4,3704,3704,3704,370 円（円（円（円（3,9303,9303,9303,930 円）円）円）円）    

                            小中学生；小中学生；小中学生；小中学生；2.9002.9002.9002.900 円（円（円（円（2,6102,6102,6102,610 円）円）円）円）    

                            追加寝具代：追加寝具代：追加寝具代：追加寝具代：1,5001,5001,5001,500 円円円円    

ロッジロッジロッジロッジ１棟１泊あたり（１棟１泊あたり（１棟１泊あたり（１棟１泊あたり（定員４名、定員４名、定員４名、定員４名、かっこ内割引適用時）かっこ内割引適用時）かっこ内割引適用時）かっこ内割引適用時）    

                            17,22017,22017,22017,220 円（円（円（円（15,49015,49015,49015,490 円）円）円）円）    

                            追加寝具代追加寝具代追加寝具代追加寝具代（（（（1111 棟１組まで）棟１組まで）棟１組まで）棟１組まで）：：：：1,5001,5001,5001,500 円円円円    

※県内在住※県内在住※県内在住※県内在住もしくは通勤・通学もしくは通勤・通学もしくは通勤・通学もしくは通勤・通学者、者、者、者、６５６５６５６５歳以上、障がい者の歳以上、障がい者の歳以上、障がい者の歳以上、障がい者の

いずれかに該当する方は、かっこ内の割引料金を適用いいずれかに該当する方は、かっこ内の割引料金を適用いいずれかに該当する方は、かっこ内の割引料金を適用いいずれかに該当する方は、かっこ内の割引料金を適用い

たします。ロッジ宿泊の場合たします。ロッジ宿泊の場合たします。ロッジ宿泊の場合たします。ロッジ宿泊の場合はははは１１１１人でも該当する方がいれ人でも該当する方がいれ人でも該当する方がいれ人でも該当する方がいれ

ば割引料金ば割引料金ば割引料金ば割引料金をををを適用適用適用適用いたしいたしいたしいたします。ます。ます。ます。    

※※※※割引の適用を受ける際には、県内在住者もしくは通勤・通割引の適用を受ける際には、県内在住者もしくは通勤・通割引の適用を受ける際には、県内在住者もしくは通勤・通割引の適用を受ける際には、県内在住者もしくは通勤・通

学者は確認できるものを、学者は確認できるものを、学者は確認できるものを、学者は確認できるものを、６５６５６５６５歳以上の方は年齢が分かる歳以上の方は年齢が分かる歳以上の方は年齢が分かる歳以上の方は年齢が分かる

公的証明書を、障がい者の方は障がい者手帳をそれぞ公的証明書を、障がい者の方は障がい者手帳をそれぞ公的証明書を、障がい者の方は障がい者手帳をそれぞ公的証明書を、障がい者の方は障がい者手帳をそれぞ

れご提示ください。れご提示ください。れご提示ください。れご提示ください。    

※※※※小学生未満のお子様については、寝具が不要の場合、小学生未満のお子様については、寝具が不要の場合、小学生未満のお子様については、寝具が不要の場合、小学生未満のお子様については、寝具が不要の場合、

料金はかかりません。（寝具が必要な場合は、追加寝具料金はかかりません。（寝具が必要な場合は、追加寝具料金はかかりません。（寝具が必要な場合は、追加寝具料金はかかりません。（寝具が必要な場合は、追加寝具

代を申し受けます。）代を申し受けます。）代を申し受けます。）代を申し受けます。）    

ふるさと館宿泊団体貸切プランふるさと館宿泊団体貸切プランふるさと館宿泊団体貸切プランふるさと館宿泊団体貸切プランでのご利用の場合は、下記でのご利用の場合は、下記でのご利用の場合は、下記でのご利用の場合は、下記

の内容でご利用頂けます。の内容でご利用頂けます。の内容でご利用頂けます。の内容でご利用頂けます。    

人数人数人数人数    定員定員定員定員 23232323 名様までなら何名様からでもご利用いただけ名様までなら何名様からでもご利用いただけ名様までなら何名様からでもご利用いただけ名様までなら何名様からでもご利用いただけ

ます。ます。ます。ます。(5(5(5(5 人用和室人用和室人用和室人用和室:2:2:2:2 部屋、部屋、部屋、部屋、4444 人用和室人用和室人用和室人用和室:1:1:1:1 部屋、部屋、部屋、部屋、3333 人用和室人用和室人用和室人用和室:3:3:3:3

部屋部屋部屋部屋)※)※)※)※定員を超えてのご利用はできません。定員を超えてのご利用はできません。定員を超えてのご利用はできません。定員を超えてのご利用はできません。    

貸切料金貸切料金貸切料金貸切料金    73,22073,22073,22073,220 円円円円    

※※※※66665555 歳以上・歳以上・歳以上・歳以上・障がい障がい障がい障がい者・者・者・者・小中学生小中学生小中学生小中学生はははは 10101010 名名名名以上で以上で以上で以上で 5,0005,0005,0005,000 円円円円

割引。割引。割引。割引。（（（（県内割引県内割引県内割引県内割引なし）なし）なし）なし）    

利用時間利用時間利用時間利用時間    チェックインチェックインチェックインチェックイン 16161616 時時時時    チェックアウトチェックアウトチェックアウトチェックアウト 10101010 時時時時    

※すでに他の方のご予約を承っている日については、貸切※すでに他の方のご予約を承っている日については、貸切※すでに他の方のご予約を承っている日については、貸切※すでに他の方のご予約を承っている日については、貸切

の利用はできません。の利用はできません。の利用はできません。の利用はできません。        

※団体でのご利用であっても予約時に団体貸切プランでの※団体でのご利用であっても予約時に団体貸切プランでの※団体でのご利用であっても予約時に団体貸切プランでの※団体でのご利用であっても予約時に団体貸切プランでの

宿泊をお申し出頂かなかった場合は、通常の宿泊予約扱い宿泊をお申し出頂かなかった場合は、通常の宿泊予約扱い宿泊をお申し出頂かなかった場合は、通常の宿泊予約扱い宿泊をお申し出頂かなかった場合は、通常の宿泊予約扱い

となり、他のお客様のご予約も受となり、他のお客様のご予約も受となり、他のお客様のご予約も受となり、他のお客様のご予約も受けけけけ付付付付けけけけます。ます。ます。ます。        

※貸切利用いただ※貸切利用いただ※貸切利用いただ※貸切利用いただけるのは、宿泊用和室の部分のみでけるのは、宿泊用和室の部分のみでけるのは、宿泊用和室の部分のみでけるのは、宿泊用和室の部分のみです。す。す。す。

お風呂や食事スペースは、ロッジ宿泊者と共用となります。お風呂や食事スペースは、ロッジ宿泊者と共用となります。お風呂や食事スペースは、ロッジ宿泊者と共用となります。お風呂や食事スペースは、ロッジ宿泊者と共用となります。        

※キャンセルされた場合は、規定のキャンセル料を頂戴しま※キャンセルされた場合は、規定のキャンセル料を頂戴しま※キャンセルされた場合は、規定のキャンセル料を頂戴しま※キャンセルされた場合は、規定のキャンセル料を頂戴しま

す。す。す。す。    

２．２．２．２．ふるさと館客室の休憩利用ふるさと館客室の休憩利用ふるさと館客室の休憩利用ふるさと館客室の休憩利用は、は、は、は、休憩営業日の午前１１時休憩営業日の午前１１時休憩営業日の午前１１時休憩営業日の午前１１時

から午後３時までです。休憩利用から午後３時までです。休憩利用から午後３時までです。休憩利用から午後３時までです。休憩利用はははは１回当たり１回当たり１回当たり１回当たり 1111 名につき、名につき、名につき、名につき、

次に次に次に次に挙げる挙げる挙げる挙げる休憩休憩休憩休憩料金を申し受けます料金を申し受けます料金を申し受けます料金を申し受けます。ただし、寝具を利用。ただし、寝具を利用。ただし、寝具を利用。ただし、寝具を利用

する場合は、別途宿泊料金の追加寝具代がかかります。する場合は、別途宿泊料金の追加寝具代がかかります。する場合は、別途宿泊料金の追加寝具代がかかります。する場合は、別途宿泊料金の追加寝具代がかかります。    

ふるさと館ふるさと館ふるさと館ふるさと館 1111 人人人人２時間２時間２時間２時間 1111 室当たり室当たり室当たり室当たり    

高校生以上：高校生以上：高校生以上：高校生以上：570570570570 円円円円    

                            小中学生小中学生小中学生小中学生：：：：343434340000 円円円円。。。。    

利用規則の遵守利用規則の遵守利用規則の遵守利用規則の遵守    
第第第第９条９条９条９条    宿泊客は、当館内においては当館が宿泊客は、当館内においては当館が宿泊客は、当館内においては当館が宿泊客は、当館内においては当館が定める利用規定める利用規定める利用規定める利用規

則を遵守し則を遵守し則を遵守し則を遵守してててて頂きます。頂きます。頂きます。頂きます。    

営業時間営業時間営業時間営業時間    
第１第１第１第１００００条条条条    当館の主な施設等の営業時間は次の通りです。当館の主な施設等の営業時間は次の通りです。当館の主な施設等の営業時間は次の通りです。当館の主な施設等の営業時間は次の通りです。    

①①①①門限門限門限門限（宿泊者）（宿泊者）（宿泊者）（宿泊者）        午後午後午後午後１１１１１１１１時時時時    （（（（予め申し出が有る場合は予め申し出が有る場合は予め申し出が有る場合は予め申し出が有る場合は

除きます除きます除きます除きます））））    

②浴場利用時間②浴場利用時間②浴場利用時間②浴場利用時間        午後４時から午後１０午後４時から午後１０午後４時から午後１０午後４時から午後１０時３０分時３０分時３０分時３０分    

料金の支払料金の支払料金の支払料金の支払    
第１第１第１第１１１１１条条条条    料金の支払いは通貨により宿泊者が料金の支払いは通貨により宿泊者が料金の支払いは通貨により宿泊者が料金の支払いは通貨により宿泊者が、宿泊、宿泊、宿泊、宿泊当日当日当日当日のののの

受付の受付の受付の受付の際にお支払い下さい。なお、通貨以外のお支払方法際にお支払い下さい。なお、通貨以外のお支払方法際にお支払い下さい。なお、通貨以外のお支払方法際にお支払い下さい。なお、通貨以外のお支払方法

はお取扱い致しかねます。はお取扱い致しかねます。はお取扱い致しかねます。はお取扱い致しかねます。    

※クレジットカードの取り扱いは行なっておりません。※クレジットカードの取り扱いは行なっておりません。※クレジットカードの取り扱いは行なっておりません。※クレジットカードの取り扱いは行なっておりません。    

２．宿泊者が客室の使用を開始したのちに任意に宿泊しな２．宿泊者が客室の使用を開始したのちに任意に宿泊しな２．宿泊者が客室の使用を開始したのちに任意に宿泊しな２．宿泊者が客室の使用を開始したのちに任意に宿泊しな

かった場合においても宿泊料金は申し受けます。かった場合においても宿泊料金は申し受けます。かった場合においても宿泊料金は申し受けます。かった場合においても宿泊料金は申し受けます。            

当館の責任当館の責任当館の責任当館の責任    
第１第１第１第１２２２２条条条条    当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履

行に当たり、又は、それらの不行に当たり、又は、それらの不行に当たり、又は、それらの不行に当たり、又は、それらの不履行に履行に履行に履行により宿泊者に損害を与より宿泊者に損害を与より宿泊者に損害を与より宿泊者に損害を与

えたときは、その損害を補償します。ただし、それが当館のえたときは、その損害を補償します。ただし、それが当館のえたときは、その損害を補償します。ただし、それが当館のえたときは、その損害を補償します。ただし、それが当館の

責めに帰すべき事由によるものでないときは、その限りでは責めに帰すべき事由によるものでないときは、その限りでは責めに帰すべき事由によるものでないときは、その限りでは責めに帰すべき事由によるものでないときは、その限りでは

有りません。有りません。有りません。有りません。    

駐車場の責任駐車場の責任駐車場の責任駐車場の責任    
第１第１第１第１３３３３条条条条    宿泊者が当館の駐車場をご利用宿泊者が当館の駐車場をご利用宿泊者が当館の駐車場をご利用宿泊者が当館の駐車場をご利用になるになるになるになる場合場合場合場合、、、、当当当当

館は一切責任を負いかねます。当館は場所をお貸しするも館は一切責任を負いかねます。当館は場所をお貸しするも館は一切責任を負いかねます。当館は場所をお貸しするも館は一切責任を負いかねます。当館は場所をお貸しするも

ので有って車両の管理を負うものでは有りません。ので有って車両の管理を負うものでは有りません。ので有って車両の管理を負うものでは有りません。ので有って車両の管理を負うものでは有りません。    

宿泊者の責任宿泊者の責任宿泊者の責任宿泊者の責任    
第１第１第１第１４４４４条条条条    宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被った宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被った宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被った宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被った

時は、当該宿泊者は当館に対してその賠時は、当該宿泊者は当館に対してその賠時は、当該宿泊者は当館に対してその賠時は、当該宿泊者は当館に対してその賠償をして頂きま償をして頂きま償をして頂きま償をして頂きま

す。す。す。す。    

キャンセル料キャンセル料キャンセル料キャンセル料    
第１第１第１第１５５５５条条条条    宿泊客宿泊客宿泊客宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約がその責めに帰すべき事由により宿泊契約がその責めに帰すべき事由により宿泊契約がその責めに帰すべき事由により宿泊契約

を解除した場合、下記に掲げるキャンセル料を申し受けます。を解除した場合、下記に掲げるキャンセル料を申し受けます。を解除した場合、下記に掲げるキャンセル料を申し受けます。を解除した場合、下記に掲げるキャンセル料を申し受けます。

宿泊者人数やロッジの棟数が減った場合にも、減少分をキ宿泊者人数やロッジの棟数が減った場合にも、減少分をキ宿泊者人数やロッジの棟数が減った場合にも、減少分をキ宿泊者人数やロッジの棟数が減った場合にも、減少分をキ

ャンセルとみなし、同様のキャンセル料がかかります。ャンセルとみなし、同様のキャンセル料がかかります。ャンセルとみなし、同様のキャンセル料がかかります。ャンセルとみなし、同様のキャンセル料がかかります。    

                                    不不不不    泊・・・・・宿泊料金の１００％泊・・・・・宿泊料金の１００％泊・・・・・宿泊料金の１００％泊・・・・・宿泊料金の１００％    

                                    当当当当    日・・・・・宿泊料金の日・・・・・宿泊料金の日・・・・・宿泊料金の日・・・・・宿泊料金の    ８０％８０％８０％８０％    

                                    前前前前    日日日日・・・・・宿泊料金の・・・・・宿泊料金の・・・・・宿泊料金の・・・・・宿泊料金の    ５０％５０％５０％５０％    

３３３３日日日日前・・・・・宿泊料金の前・・・・・宿泊料金の前・・・・・宿泊料金の前・・・・・宿泊料金の    ２０％２０％２０％２０％    

４４４４日日日日前前前前まで・・まで・・まで・・まで・・宿泊料金の宿泊料金の宿泊料金の宿泊料金の    ０％０％０％０％    

寄託物の取り扱い寄託物の取り扱い寄託物の取り扱い寄託物の取り扱い    
第１第１第１第１６６６６条条条条    宿泊者宿泊者宿泊者宿泊者がががが当館窓口当館窓口当館窓口当館窓口にて預けた物品は滅失損壊等にて預けた物品は滅失損壊等にて預けた物品は滅失損壊等にて預けた物品は滅失損壊等

の損害が生じたときは、それが不可抗力で有る場合を除き、の損害が生じたときは、それが不可抗力で有る場合を除き、の損害が生じたときは、それが不可抗力で有る場合を除き、の損害が生じたときは、それが不可抗力で有る場合を除き、

当館は、その損害を賠償します。当館は、その損害を賠償します。当館は、その損害を賠償します。当館は、その損害を賠償します。なお、なお、なお、なお、現金並びに貴重品現金並びに貴重品現金並びに貴重品現金並びに貴重品

は当館窓口でお預かりできません。は当館窓口でお預かりできません。は当館窓口でお預かりできません。は当館窓口でお預かりできません。    

２．２．２．２．宿泊客が、当館に持ち込み宿泊客が、当館に持ち込み宿泊客が、当館に持ち込み宿泊客が、当館に持ち込みにににになった物品又は現金並びなった物品又は現金並びなった物品又は現金並びなった物品又は現金並び

に貴重品に貴重品に貴重品に貴重品で、当館窓口で、当館窓口で、当館窓口で、当館窓口に預けなかったものについて、当館に預けなかったものについて、当館に預けなかったものについて、当館に預けなかったものについて、当館

の故意又は過失により滅失、損壊等の故意又は過失により滅失、損壊等の故意又は過失により滅失、損壊等の故意又は過失により滅失、損壊等のののの損害が生じた時は、損害が生じた時は、損害が生じた時は、損害が生じた時は、

当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客から予め種当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客から予め種当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客から予め種当館はその損害を賠償します。ただし、宿泊客から予め種

類及び価格の明告のなかったものについては、類及び価格の明告のなかったものについては、類及び価格の明告のなかったものについては、類及び価格の明告のなかったものについては、５５５５万円を限万円を限万円を限万円を限

度として当館はその損害を賠償します。度として当館はその損害を賠償します。度として当館はその損害を賠償します。度として当館はその損害を賠償します。    

宿泊客の荷物携帯品の保管宿泊客の荷物携帯品の保管宿泊客の荷物携帯品の保管宿泊客の荷物携帯品の保管    
第１第１第１第１７７７７条条条条    宿宿宿宿泊者の手荷物が、宿泊に先だって当館に到着泊者の手荷物が、宿泊に先だって当館に到着泊者の手荷物が、宿泊に先だって当館に到着泊者の手荷物が、宿泊に先だって当館に到着

した場合、その到着前に当館が了解したときに限って責任した場合、その到着前に当館が了解したときに限って責任した場合、その到着前に当館が了解したときに限って責任した場合、その到着前に当館が了解したときに限って責任

をもって保管し、をもって保管し、をもって保管し、をもって保管し、当館窓口当館窓口当館窓口当館窓口においてにおいてにおいてにおいてチェックチェックチェックチェックインする際におインする際におインする際におインする際にお

渡しします渡しします渡しします渡しします。ただし、。ただし、。ただし、。ただし、現金並びに貴重品現金並びに貴重品現金並びに貴重品現金並びに貴重品はお預かりできませはお預かりできませはお預かりできませはお預かりできませ

ん。ん。ん。ん。    

２．宿泊客が２．宿泊客が２．宿泊客が２．宿泊客がチェックチェックチェックチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携アウトした後、宿泊客の手荷物又は携アウトした後、宿泊客の手荷物又は携アウトした後、宿泊客の手荷物又は携

帯品が当館に置き忘れられていた場合帯品が当館に置き忘れられていた場合帯品が当館に置き忘れられていた場合帯品が当館に置き忘れられていた場合でででで所有者が判明した所有者が判明した所有者が判明した所有者が判明した

ときはときはときはときは、当館は当該所有者に連絡をするものとします。、当館は当該所有者に連絡をするものとします。、当館は当該所有者に連絡をするものとします。、当館は当該所有者に連絡をするものとします。    

所有者が判明しない所有者が判明しない所有者が判明しない所有者が判明しない場合は利用規則、第場合は利用規則、第場合は利用規則、第場合は利用規則、第９条９条９条９条の規定によりの規定によりの規定によりの規定により

処理させていただきます。処理させていただきます。処理させていただきます。処理させていただきます。    

    

    

    

近江富士花緑公園近江富士花緑公園近江富士花緑公園近江富士花緑公園    
指定管理者指定管理者指定管理者指定管理者        

近江近江近江近江富士花緑公園富士花緑公園富士花緑公園富士花緑公園    ゆうゆうパートゆうゆうパートゆうゆうパートゆうゆうパートナーズナーズナーズナーズ    


