プールのご利用料金
営業期間

9:00~18:00（季節営業/最終受付17:00）

※悪天候、
催事の場合は営業時間の変更がございますので予めご了承ください。

ご宿泊客 無

料

ビジター（7歳以上）1,080円
貸しタオル

200円 コインロッカー 100円

コインランドリー（洗濯機200円 乾燥機100円）

プールのご利用規則

1.次の事項に該当する場合は、
ご入場をお断りいたします。
●
●
●
●
●
●

他のお客様に不快感を与えるような行為があった場合
伝染病疾患の疑いのある方や医師から遊泳を禁止されている方
刺青・タトウーのある方の入場は固くお断りしております。
動物を連れてこられた方
包帯をされた方
酒気を帯びての遊泳

Swimming Pool Fees
9:00~18:00 (Seasonal Operation / Last Admission 17:00)
Operational hours may be subject to change due to bad weather or special events.

Hotel Guests Free of Charge
Visitors ( over 7 years old ) ¥ 1,080
Rental Towel ¥200 Coin Locker ¥100
Coin Operated Laundry ( Washer ¥200 Dryer ¥100 )

Swimming Pool Regulations
1. We reserve the right to refuse use of this Pool to the following individuals:
● Those who are disturbing other guests.
● Those suspected to be suffering from contagious disease or those who are not
allowed to swim due to doctor’s orders.
● We refuse admittance of those with tattoos.
● Those with pets.
● People wearing bandages.
● People under the influence of alcohol.

2.小学生以下のお子さまは保護者同伴になります。

2. Children under 12 years old must be accompanied by an adult.

3.プール内及びロッカー室内での盗難事故はホテルとして責任を負いかねます。
（フロント・キャッシャーにて貴重品をお預かりいたします）

3. Please check your valuables at the Front Desk.
We cannot be responsible for any lost or stolen items.

4.プールサイドへ洋服・靴・ハイヒール等での入場はご遠慮いただきます。

4. Please do not enter the poolside with clothes or shoes on.

5.眼鏡、水中メガネ
（競技用を除く）
・時計・アクセサリー
（指輪・ネックレス・イヤリング等）
の着用、飛び込みは遊泳中に接触した場合、
危険ですのでお断りいたします。
6.喫煙は灰皿のあるところでお願いいたします。

5. Please do not wear watches, glasses,swimming masks(excluding swimming goggles) or
accessories as they may cause injury to others. Diving into the pool is also prohibited.
6. Please use the designated smoking area and use the ashtrays provided.

7.プールサイドにて走りますと危険ですのでご注意ください。

7. Please do not run in the poolside.

8.ご遊泳前に必ずシャワーを浴びてからお入りください。
サンオイル、
ヘアオイル、
お化粧等は、充分に洗い落としてからお入りください。

8. Please shower before entering the pool, and make sure to throughly rinse off sun lotion,
cosmetics, hair oil, etc.

9.ラジオ・携帯音楽器機等のご使用は他のお客様の迷惑にならないよう
イヤホンでお聞きください。

9. Please use earphones when listening to radio or other audio equipments, etc.

10.混み合っている場合、浮輪、
ビーチボール等のご使用はお断りいたします。
11.お帰りの際、
タオル等を所定の位置へお戻しくださいますようお願いいたします。
12.安全を期するため、係員及び監視員の指示に従っていただきますよう
お願いいたします。
13.当該施設は、
お客様ご自身の責任でご利用ください。

10. Please refrain from using pool tubes or playing with beach balls when crowded.
11. Please return used towels to the basket near the locker room.
12. Lifeguards are on duty at all times. Please follow their instructions to ensure your safety.
13. Please use the facility at your own risk.

