FIRE AND EARTHQUAKE PRECAUTIONS
TERMS AND CONDITIONS
FOR ACCOMMODATION CONTRACTS

防災の手引き
ご利用規則と宿泊約款

防災の手引き

安全のためのご案内です。
ぜひお読みくださいますようお願い申し上げます。

お部屋にお着きになりましたら……
入口ドアー内側の緊急避難図で、非常口を 2 ヵ所以上確認して下さい。
非常口へは、どのお部屋からも 2 方向の避難路が用意されておりますので、実際
に歩いてお確かめ下さい。
なお、火もとにはくれぐれもご留意下さい。特に、ベットでのご喫煙はご遠慮く
ださいますようお願い申し上げます。

火災を発見された場合には……
ダイヤル 5 を回し、すぐにフロントは通報して下さい。
大声で周囲の人にも知らせてください。
煙または臭いなどで火災と思われる場合も、すぐにフロント（ダイヤル 5）へ連
絡して下さい。

ホテル内で火災が発生した場合には……
非常放送により火災の発生をお知らせいたします。
ホテル従業員が、安全な場所へ誘導しますので、落ち着いて避難して下さい。

避難される場合には……
お部屋から外へ出る際には、延焼防止と煙の拡散防止のために、必ずドアをお閉
め下さい。
タオルを水で濡らして、鼻と口を覆って下さい。
壁にそって姿勢を低くし、煙と反対方向の避難階段を選んで進んで下さい。
避難の際、エレベーターは絶対に使用しないでください。
一度避難されてから、貴重品などを取りにお部屋にもどることは、危険ですから
絶対におやめ下さい。

地震が起きたら……
館内放送の指示に従って下さい。
窓ガラスから離れて下さい。
落下物に注意し、頭を防護して下さい。
タバコの火はすぐに消し下さい。
エレベーターは絶対に使用しないで下さい。

FIRE AND EARTHQUAKE PRECAUTIONS

PLEASEREADFORYOURPERSONALSAFETY

Upon your arrival at your room:
Takealookatthechartontheinnersideofthedoorandmakesureofthelocations
ofatleasttwoemergencyexits.
Eachroomhastworoutesleadingtoemergencyexits.Pleasemakesurethese
directions.
Pleasebecarefulaboutthepotentialcauseofﬁre.Particularly,werequestyou
notsmokeinbed.

If you should notice a ﬁre breaking out:
Callthedesk(Dial5)immediately.
Alerttheoccupantsofotherroomsnearby.
Alsocallthefrontdesk(Dial5)immediatelywhenyousmellorseesmokinglikeaﬁre.

If a ﬁre breaks out within the hotel:
Ouremergencyannouncementwithinthebuildingwillgiveanalarmforaﬁre.
Aswewillleadourguesttothesafetyplace,pleasefollowuscalmly.

When you escape from a ﬁre:
Donotforgettoclosethedoorwhengetoutoftheroominordertopreventsmokeand
ﬂamefromspreading.
Coveryourmouthandnosewithawettowel.
Walkincrouchorcrawlalongthewallandproceedtowardanemergencystaircase
freeofﬂames.
Donotusetheelevators.
Donotgobacktoyourroomtosearchforyourvaluables.Etc.,afterreachingsafety.

If an earthquake occurs:
Obeyinstructionsofourbroadcastingwithinthebuilding.
Keepawayfromthewindows.
Dangeroverhead,protectyourhead.
Putoutcigarettesimmediately.
Donotusetheelevators.
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ご利用規則

HOUSE REGULATION

当ホテルでは、お客様に安全かつ快適にご滞在頂くため、宿泊約款
第 10 条に基づき、次の通り利用規則を定めておりますのでご協力
くださいますようお願い申し上げます。
お守り頂けない場合は約款第 7 条及び 18 条により止むを得ずご宿
泊又はホテル内の諸施設のご利用をお断り申し上げます。かつ責任
をおとり頂くこともございますので特にご留意下さいますようお
願い申し上げます。

Under article 10ofthe“TermsandConditionsforAccommodation contracts”, Sendai Kokusai Hotel has established the
House Regulation which all guests are required to observe in
ordertoensurethesafetyandcomfortofhotelguests.Ifguests
failtocomplywiththisregulation,thehotelreservestheright
to discontinue accommodation contract and to refuse use of
hotelfacilities,Moreover,thehotelreservestherighttorequest
gueststocompensateforlossandordamagessustainedbythe
hotelinaccordancewitharticle7and18ofthesaidcontract.

＜火災予防上お守り頂きたい事項＞
1.客室内では暖房用、炊事用などの火器及びアイロン等を持ち込み
ご使用なさらないでください。
2.火災の原因となりやすい場所（特にベット内）でご喫煙なさならい
で下さい。

<Fire Precautions>
1.Noheatsourcemaybeusedinguestroomsforheating,
cookingorironing.
2.Smokinginbedororderplaceswherefireisapttooccuris
prohibited.

3.その他火災原因になるような行為をなさらないで下さい。

3.Anyotheractthatmaycauseafireisalsoprohibited.

＜保安上お守り頂きたい事項＞
1.ご滞在中お部屋から出られる時は、ドア及び窓の施錠をご確認く
ださい。
2.在室中や特に就寝の時はドアの内鍵、ドアガードをおかけ下さい。
来訪者があった時は不用意に開扉なさらずご確認下さい。
万一不審者と思われる場合は、直ちにフロントデスク（ダイヤル
５）へご連絡下さい。

<Security Measures>
1.Be sure to lock the door and window when going out of the
roomduringyourstay.
2.Lockthedoorandusethedoor-chainwhenretiringorstaying
intheroom.Neveropenthedoorbeforeidentifyingavisitor.
If a visitor is deemed suspicious, immediately contract the
frontdesk(Dial5).

3.ご訪問者と客室内でのご面会はご遠慮願います。
4.宿泊者登録者以外のご宿泊は、堅くお断りします。
5.現金、その他貴重品は、必ず 1 階フロントデスク貸金庫へお預け下
さい。フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの
故意又は過失により滅失、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、当ホテルに故意または重
大な過失がある場合を除き、15 万円を限度として当ホテルはその
損害を賠償します。

3.Visitorsarenotpermitted inguestrooms.
4.Guests who are not registered are not allowed to stay over
night.
5.Moneyandvaluablesmustbedepositedatthefrontdeskon
thelobbyfloorforsafekeeping.Whenloss,breakageorother
damagesiscausedthroughintentionornegligenceonthepart
ofthehoteltothosewhicharenotdepositedatthefrontdesk,
thehotelshallcompensatetheguestforthedamage.

＜お支払いについて＞
1.料金の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手もしくは
クーポン券により、５日毎にお支払い頂きます。但し、５日毎以内
でも 100,000 円を超えた場合もしくはホテルから請求があった場
合は、フロントにてご精算願います。
2.ホテル内のレストラン、バーなどをご署名によってご利用される
場合は、必ず客室の鍵か又は、ご到着時フロントでお渡しするイン
フォメーションカードをご提示下さい。
3.都合により、ご到着時お預り金を申し受けることがございますの
でご了承下さい。
4.旅行小切手以外の小切手でのお支払い及び両替には応じかねます
のでご了承下さい。
5.航空券、列車・バスの切符、タクシー代、郵便切手代、お荷物輸送
等のお立替はお断りさせて頂きます。

＜おやめ頂きたい行為＞
1.ホテルに他のお客様の迷惑になるようなものをお持込にならない
で下さい。犬、猫、小鳥、その他の動物、発火または引火性のもの、
悪臭を発するもの、その他法令で所持を禁じられるものを持ち込
まないで下さい。

<Payment>
1.Payment of hotel charges are to be made at the Front
Cashierincash,traveler’schecks orcouponsrecognized
bythehotel,every5daysorinthecasewhenhotelcharges
exceed￥100,000orwhenrequestedbythehotel.
2.Whensigningrestaurantandbarchitsforchargingtohotel
bills,eithertheroomkeyorguestcardmustbepresented.
3.Thehotelmayrequesttheguesttopayadepositforhotel
chargesuponarrivalundercertaincircumstances.
4.Cashing checks and payment of hotel charges by
checks(otherthantraveler’schecks) shallnotbeaccepted.
5.The hotel will not make payment on behalf of guest for
such expenses as shopping charges, tickets, taxi fares or
portercharges.
<Following Act are Prohibited>
1.To bring into the hotel premise items that may be of nuisancetohotelguests,suchasdogs,cats,birdsorotheranimals, inflammable, explosive, or bad-smelling objects, and
otherillegallypossessedarticles.

2.ホテル内でとばくや風紀、治安を乱すような行為、他のお客様の迷
惑になるような言動はなさらないで下さい。
3.ホテル内の施設、備品を所定の場所、用途以外にご使用にならない
で下さい。施設、備品の現状を変更してご利用なさらないで下さ
い。
4.当ホテルの許可なく客室を営業行為などの宿泊以外の目的にご使
用にならないでください。
5.ホテルで許可なく広告、宣伝物を配布、物品の販売をしないで下さ
い。
6.廊下やロビーなどに所持品を放置なさらないで下さい。
7.ホテル外より飲食物の出前をおとりにならないで下さい。
8.ゆかた、スリッパで廊下、ロビー等客室以外の施設をご利用なさら
ないで下さい。

2.Togamble,tobehaveinamannercontrarytopublicmorals
orpublicorder,ortoannoyotherhotelguests.
3.Torearrangeormovefurnitures andfixturesfromtheset
position or use in a manner other than they are designed
for.
4.To use rooms for commercial activities or purposes other
thanaccommodationwithouttheapprovalofthehotel.
5.To distribute advertising materials or sell goods in the
premiseofthehotelwithoutapproval.
6.Personalbelongingsmaynotbeleftinthelobbyorinhallways.
7.Mealsordrinksmaynotbebroughtinfromestablishments
outsidethehotel.
8.Nightwear(KIMONO)andslippersarenotallowedinthe
hallways.

9.未成年者のみのご宿泊は、特に保護者の許可のない限り、お断りさ
せて頂きます。
10.不可抗力の以外の事由により建造物、備品、その他の物品を損
傷、汚染、あるいは紛失させた場合は、相当額を弁償して頂きま
す。
11.廊下やロビーでの歩行中の喫煙はご遠慮下さい。

9.Minors are not permitted to stay at the hotel without
parentalorguardianconsent.
10.Themanagementreservestherighttoholdguestsresponsiblefordamages,contaminationorlosscausedtoanypart
ofthebuilding,itsfurnitureorfixtures.
11.Pleaserefrainfromsmokinginthelobbyorcorridors.
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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約款及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、法令又は一般に確立された習慣によるものとします。
２.ホテルが法令及び習慣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。

（宿泊契約の申し込み）

第２条 当ホテルの宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項の当ホ
テルに申し出ていただきます。
⑴宿泊者名
⑵宿泊日及び到着予定時刻
⑶宿泊料金（原則として別表第１の基本宿泊料による。
）
⑷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継続の申し入れた場合
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し込みを承諾したときに成立するも
のとします。だたし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したとき
は、この限りではございません。
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（３日を超える
ときは３日間）の基本宿泊料金を限度として当ホテルの定める申込金
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し第６条
及び第１８条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで
賠償金の順序で充当し、残額があれば第１１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。た
だし、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。

（申込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.宿泊契約の申込を承諾するに当たり、当ホテルが前条第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扱います。

（宿泊契約締結の拒否）

第５条 当ホテルは、次の掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないもの
とします。
⑴宿泊申込が、この約款によらないとき
⑵満室により客室の余裕が無い時。
⑶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。
⑷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。
⑸宿泊に関して合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
⑹天災、施設故障、その他やむを得ない事由により宿泊させられること
ができないとき。
⑺宮城県旅館業法施行条例第５条第３号に規定する、宿泊しようとす
る者が泥酔客、精神病者等で他のお客様に著しい迷惑を及ぼすおそ
れがあると認められたとき。
２.当ホテルは、次に揚げる場合、または該当する当ホテルが判断した場合
において、宿泊契約を締結いたしません。
⑴宿泊しようとする者が「暴力団による不当な行為の防止に関する法
律（平成３年法律７７号）」による指定暴力団及び指定暴力団員等又
はその関係者、その他反社会的勢力（以下「暴力団等」という。）で
あるとき。
⑵宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する
法人その他の団体又はその構成員であるとき。
⑶宿泊しようとする者が、法人でその役員のうち暴力団員に該当する
者があるとき。
⑷宿泊しようとする者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をし
たとき
⑸宿泊しようとする者が当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的
要求行為を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したと
き。
⑹「デリバリーヘルス」等のデリヘル嬢を客室に入れる又は電話をして
客室に入れようとするおそれがあると認められるとき。

（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
金の支払い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時を除きます。
）は別表に掲
げるところにより違約金を申し受けます。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したと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当日の午後８時（あらかじめ
到着時刻が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。
４.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、宿泊客が
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、公共機関
の不着又は遅延その他宿泊者の責に帰さないものであることを証明し
たときは、第２項の違約金はいただきません。

（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ものとし
ます。
⑴宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若くしては善良な風俗に
反す行為をするおそれがあると認められたとき、又同行為をしたと
認められたとき。
⑵宿泊客が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
⑶宿泊に関して合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
⑷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。
⑸宮城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。
⑹寝室での寝たばこ、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る)に従わ
ないとき。
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ときは、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。
３.当ホテルは次に揚げる場合、また該当する当ホテルが判断した場合に
おいては、宿泊契約を解除いたします。
⑴宿泊者が「暴力団による不当な行為の防止に関する法律（平成３年法
律７７号）
」による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、
その他反社会的勢力（以下「暴力団等」という。
）であるとき。
⑵宿泊者が、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
団体又はその構成員であるとき。
⑶宿泊者が、法人でその役員のうち暴力団員に該当する者があるとき。
⑷宿泊者が、他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
⑸宿泊者が当ホテルもしくはその従業員に対し、暴力的要求行為を行
い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき。
⑹宿泊者が「デリバリーヘルス」等のデリヘル嬢を客室に入れる又は電
話をして客室に入れようとしている事が認められたとき。

（宿泊の登録）

第８条 宿泊客は、宿泊当日、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
⑴宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
⑵外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
⑶出発日及び出発予定時刻
⑷その他当ホテルが必要と認める事項
２.宿泊客が第１１条の支払いを、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１時から翌日正午
までとします。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。この場合には次に掲げる追加料金を申し
受けます。
⑴超過３時間までは
室料金の３０％
⑵超過６時間までは
室料金の５０％
⑶超過６時間以上は
室料金の全額

（利用規則の遵守）
第 10 条

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いただきます。

（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ご案内いたします。
⑴フロント、キャッシャー等サービス時間
イ門限
なし
ロフロントサービス
２４時間
⑴キャッシャー
２４時間
⑵飲食等（施設）サービス時間
フレンチレストランセラン
（５階） 11：30～14：30
17：00～21：30
和食
貴仙
（５階） 7：00～10：00
11：30～14：30
17：00～21：30
中国料理
翠林
11：30～14：30
17：00～21：30
メインバー
ロイヤルアスコット
（1 階） 17：30～01：00
日祭日 17：30～24：00
ラウンジ
ロビーラウンジ
（1 階） 9：00～20：00
２.前項の時間は、やむを得ず臨時に変更することがあります。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 条

宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第１に掲げるところに
よります。
２.前項の宿泊料金の支払いは、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わり得る方法により、宿泊客の出発
の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきま
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、宿泊者が
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 13 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あたり、又はそ
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。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ん。
２.当ホテルは消防機関からの適マーク受領しておりますが、万一の火災
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。
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の同一の条件による他の宿泊施設の斡旋するもの
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斡旋ができない
ときは、違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
ルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

（寄託物等の取扱い）
第 15 条

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、毀損などの損害が生じた時は、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。ただし、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ときは、当ホテルは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ものについて、当ホテルの故意
又は過失により滅失、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、宿泊客から予め種類及び価額の名告のなかっ
たものについては、当ホテルも故意又は重大な過失がある場合を除き、
１５万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。

（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のち、宿泊客の手荷物又は携帯品が
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に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、所有者の指示が無い場合又は所
有者が判明しないときは、発見日を含めて７日間保管し、その後最
寄りの警察署に届けます。
３.前２項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管について
の当ホテルの責任は、前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項の規定に準ずるものとしま
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ん。ただし駐車場の管理に
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
賠償の責めに応じます。

（宿泊客の責任）
第 18 条

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、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】宿泊料金等の算出内訳
（第２条第１項、第３条第２項及び第１２条第１項関係）
内
宿
泊
宿 料
泊 金
客
が
支 追
払 加
う 料
べ 金
き
総 宿
額 泊
料
金

訳

① 基本宿泊料（室料（又は室料＋朝食料）
）
② サービス料（①×10％）
③ 飲食料（又は追加飲食（朝食以外の飲食料）及び
その他の利用料金
④ サービス料（③×10％）

イ 消費税

備考１.基本宿泊料はフロント・客室に掲示する料金表によります。
２.税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。
【別表第２】違約金（第６条２項関係）
契約解除の通知
を受けた日

不泊

当日

前日

９日前

一般 14 名まで

100％

80％

20％

団体 15～99 名まで

100％

80％

20％

10％

100％

100％

80％

20％

20 日前

契約申込人数

100 名以上

10％

（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１
０日前（その日より後に申込をお引き受けた日）における宿泊日数の１
０％（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、違約
金はいただきません。
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TERMS AND CONDITIONS
FOR ACCOMMODATION CONTRACTS

Scope of Application
Article 1-1 Contracts for Accommodation and related agreements to be enteredintobetweenthisHotelandtheGuesttobeaccommodated
shallbesubjecttotheseTermsandConditions.Andanyparticularsnotprovidedforhereinshallbegovernedbylawsandregulationsand/orgenerallyacceptedpractices.
1-2 InthecasewhentheHotelhasenteredintoaspecialcontractdose
notviolatelawsandregulationsandgenerallyacceptedpractices,
notwithstanding the preceding Paragraph, the special contract
shalltakeprecedenceovertheprovisionsoftheseTermsandConditions.
Application for Accommodation Contracts
Article 2-1 AGuestwhointendstomakeanapplicationforanAccommodation
ContractwiththeHotelshallnotifytheHotelofthefollowingparticulars:
⑴NameoftheGuest(s);
⑵Dateofaccommodationandestimatedtimeofarrival;
⑶AccommodationCharges;(basedinprincipleonthebasicAccommodationChargeslistedintheAttachedTableNo.1);
⑷OtherparticularsdeemednecessarybytheHotel;
2-2 InthecasewhentheGuestrequests,duringhisstay,extensionof
theaccommodationbeyondthedateinsubparagraph(2)oftheprecedingParagraph,itshallberegardedasanapplicationforanew
AccommodationContractatthetimesuchrequestismade.
Conclusion of Accommodation Contracts, etc.
Article 3-1 AContractforAccommodationshallbedeemedtohavebeenconcludedwhentheHotelhasdulyacceptedtheapplicationasstipulatedintheprecedingArticle.However,thesameshallnotapply
whenithasbeenprovedthattheHotelhasnotacceptedtheapplication.
3-2 WhenaContractforAccommodationhasbeenconcludedinaccordancewiththeprovisionsoftheprecedingParagraph,theguestis
requested to pay an accommodation deposit fixed by the Hotel
within the limits of basic accommodation charges covering the
guest’sentireperiodofstay(3dayswhentheperiodofstayexceeds3days)bythedatespecifiedbytheHotel.
3-3 The deposit shall be first used for the Total Accommodation
ChargestobepaidbytheGuest,thensecondlyforthecancellation
chargesunderArticle6andthirdlyforthereparationsunderArticle18asapplicable,andtheremainder,ifany,shallberefunded
at the time of the payment of the Accommodation Charges as
statedinArticle12.
3-4 WhentheGuesthasfailedtopaythedepositbythedateasstipulatedinParagraph2,theHotelshalltreattheAccommodationContract as invalid. However, the same shall apply only in the case
wheretheGuestisthusinformedbytheHotelwhentheperiodof
paymentofthedepositisspecified.
Special Contracts Requiring No Accommodation Deposit
Article 4-1 Notwithstanding the provisions of Paragraph 2 of the preceding
Article, the Hotel may enter into a special contract requiring no
accommodation deposit after the Contract has been concluded as
stipulatedinthesameParagraph.
4-2 InthecasewhentheHotelhasnotrequestedthepaymentofthe
depositasstipulatedinParagraph2oftheprecedingArticleand
orhasnotspecifiedthedateofthepaymentofthedepositatthe
timetheapplicationforanAccommodationContracthasbeenaccepted,itshallbetreatedasthattheHotelhasacceptedaspecial
contractprescribedintheprecedingParagraph.
Refusal of Accommodation Contracts
Article 5-1 The Hotel may not accept the conclusion of an Accommodation
Contractunderanyofthefollowingcases:
⑴Whentheapplicationforaccommodationdosenotconformwith
theprovisionsoftheseTermsandConditions;
⑵WhentheHotelisfullybookedandnoroomisavailable;
⑶WhentheGuestseekingaccommodationisdeemedliabletoconduct himself in a manner that will contravene the laws or act
againstthepublicorderorgoodmoralsinregardtohisaccommodation;
⑷WhentheGuestseekingaccommodationcanbeclearlydetected
ascarryinganinfectiousdisease;
⑸WhentheHotelisrequestedtoassumeanunreasonableburden
inregardtohisAccommodation;
⑹WhentheHotelisunabletoprovideaccommodationduetonaturalcalamities,disfunctionofthefacilitiesand/orotherunavoidablecauses;
⑺When the provisions of Paragraph, Article 5 of Miyagi PrefecturalOrdinanceareapplicable.
Very intoxicated persons, a mental disease and other persons
whoaredeemedlikelytotroubleotherGuest.

5-2 The hotel may not accept the conclusion of an Accommodation
contractunderanyofthefollowingcases:
⑴Whentheguestseekingaccommodationisdeemedtobeamemberoforbelinkedtoacrimesyndicate,organizedcrimegroups
oranyantisocialorganizations.
⑵When the guest seeking accommodation can be detected as a
corporation or other groups of which business activities are
undercontrolofacrimesyndicateororganizedcrimegroups.
⑶Whenanyactsbyantisocialindividuals, organizationsandcorrespondentsateconsideredbythehotel.
⑷When the guest seeking accommodation are deemed likely to
troubleotherguest.
⑸Thepersonwhowasgoingtostayperformedaviolentdemand
actforthishotelortheemployeeorwhenIdemandedaburden
morethanrationalranges
⑹Theguestroomahotelguestsendsprostitutessuchas"Delivery
health"totheguestroomorandtheguesttalkonthetelephone.
Right to Cancel Accommodation Contracts by the Guest
Article 6-1 The Guest is entitled to cancel the Accommodation Contract by
SonotifyingtheHotel.
6-2 InthecasewhentheGuesthascancelledtheAccommodationContractinwholeorinpartduetocausesforwhichtheGuestisliable(exceptinthecasewhentheHotelhasrequestedthepayment
of the deposit during the specified period as prescribed in paragraph 2 of Article 3 and the Guest has cancelled before the payment), the Guest shall pay cancellation charges as listed in the
AttachedTableNo.2.However,inthecasewhenaspecialcontract
asprescribedinParagraph1ofArticle4hasbeenconcluded,the
sameshallapplyonlywhentheGuestisinformedoftheobligation
ofthepaymentofthecancellationchargesincaseofcancellation
bytheGuest.
6-3 InthecasewhentheGuestdoesnotappearby8:00PM oftheaccommodation date (2 hours after the expected time of arrival If
the Hotel is notified of it) without an advance notice, the Hotel
May regard the Accommodation Contract as being cancelled by
theGuest.
6-4 When a reservation has been considered as cancelled in accordanceWiththepreviousParagraph,theHotelwillnotrequirePaymentofthecancellationchargeiftheGuestisabletoprovethat
his failure to appear or notify the Hotel was due to the delay or
non-arrivalofatrain,airplaneorotherpublicconveyanceandnot
toanycauseduetohim.
Right to Cancel Accommodation Contracts by the Hotel
Article 7-1 TheHotelmaycanceltheAccommodationContractunderanyof
followingcases:
⑴When the Guest is deemed liable to conduct and or have conducted himself in manner that will contravene the laws or act
againstthepublicorderandgoodmoralsinregardtohisaccommodation;
⑵When the Guest can be clearly detected as carrying an Infectiousdisease;
⑶WhentheHotelisrequestedtoassumeanunreasonableburden
inregardtohisaccommodation;
⑷WhentheHotelisunabletoprovideaccommodationduetonaturalcalamitiesand/orothercausesofforcemajeur
⑸When the provisions of paragraph, Article 5 of Miyagi PrefectureOrdinanceareapplicable;
⑹When the Guest does not observe prohibited actions such as
smokinginbed,mischieftothefire-fightingfacilitiesandother
prohibitionsoftheHouseRegulationsstipulatedbytheHotel(restrictedtoparticularsdeemednecessaryinordertoAvoidthe
causingoffires).
7-2 InthecasewhentheHotelhascancelledtheAccommodationContractinaccordancewiththeprecedingparagraphtheHotelshall
notbeentitledtochargetheGuestforanyoftheservicesinthe
futureduringthecontractualperiodwhichhehasnotreceived.
7-3 Thehotelwillnotcancelanaccommodationcontractunderanyof
the following cases and in the case when it judges their applications.
⑴Whentheguestseekingaccommodationisdeemedtobeamemberoforbelinkedtoacrimesyndicate,organizedcrimegroups
oranyantisocialorganizations.
⑵When the guest seeking accommodation can be detected as a
corporation or other groups of which business activities are
undercontrolofacrimesyndicateororganizedcrimegroups.
⑶Whenanyactsbyantisocialindividuals, organizationsandcorrespondentsateconsideredbythehotel.
⑷When the guest seeking accommodation are deemed likely to
troubleotherguest.
⑸Thepersonwhowasgoingtostayperformedaviolentdemand
actforthishotelortheemployeeorwhenIdemandedaburden
morethanrationalranges
⑹Theguestroomahotelguestsendsprostitutessuchas"Delivery
health"totheguestroomorandtheguesttalkonthetelephone.

Registration
Article 8-1 TheGuestshallregisterthefollowingparticularsatthefrontdesk
oftheHotelonthedayofaccommodation;
⑴Name,age,sex,addressandoccupationoftheguest(s);
⑵ExceptJapanese,nationality,passportnumber,portanddateof
entryinJapan;
⑶Dateandestimatedtimeofdeparture;
⑷OtherparticularsdeemednecessarybytheHotel.
8-2 In the case when the Guest intends to pay his Accommodation
ChargeprescribedinArticle12byanymeansotherthanJapanese
currency,suchastravelerscheques,couponsorcreditcards,these
credentialsshallbeshowninadvanceatthetimeoftheregistrationprescribedintheprecedingParagraph.
Occupancy Hours of Guest Rooms
Article 9-1 TheGuestisentitledtooccupythecontractedguestroomofthe
Hotel from 1:00p,m. till Noon the next day. However, in the case
whentheGuestisaccommodationcontinuously,theGuestmayoccupyitalldaylong,exceptforthedaysofarrivalanddeparture.
9-2 The Hotel may, notwithstanding the provisions prescribed in the
precedingParagraph,permittheGuesttooccupytheroombeyond
the time prescribed in the same Paragraph. In this case, extra
chargesshallbepaidasfollows:
⑴Upto3hours:30%oftheroomcharge
⑵Upto6hours:50%oftheroomcharge
⑶Motethan6hours:roomchargeinfull
Observance of House Regulations
Article 10-1 TheGuestshallobservetheHouseRegulationestablishedbythe
Hotel,whicharepostedwithinthepremisesoftheHotel.
Business Hours
Article 11-1 Thebusinesshoursofthemainfacilities,etc.oftheHotelareas
follows,andthoseofotherfacilitiesetc.shallbenotifiedindetail
bybrochuresasprovided,noticesdisplayedineachplace,service
directoriesinGuestroomsandothers.
⑴Servicehoursoffrontdesk,cashiersdesk,etc.
⒜Closingtime
open24hours
⒝Frontserviceopen24hours
⒞Cashiersdesk open24hours
⑵Servicehours(atfacilities)fordining,drinking,etc.
FrenchRestaurant “LeS’elan”(5F)11:30～
14:30
17:00～21:30
JapaneseRestaurant“Kisen” (5F)
7:00～10:00
11:30～14:30
17:00～21:30
ChineseRestaurant“ Suirin”(5F) 11:30～14:30
17:30～21:30
MainBar“RoyalAscot”(1F) 17:30～01:00
Sun.&Holidays17:30～24:00
Lounge
“LobbyLounge” (1F) 9:00～
20:00
11-2 ThebusinesshoursspecifiedintheprecedingParagrapharesubjecttotemporarychangesduetounavoidablecausesoftheHotel.
Insuchacase,theGuestshallbeinformedbyappropriatemeans.
Payment of Accommodation Charges
Article 12-1 ThebreakdownoftheAccommodationCharges,etc.thattheGuest
shallpayisaslistedintheAttachedTableNo.1.
12-2 AccommodationChargesetc.asstatedintheprecedingparagraph
shallbepaidwithJapanesecurrencyorbyanymeansotherthan
Japanesecurrencysuchastraveler’scheques,couponsofcredit
cardsrecognizedbytheHotelatthefrontdeskatthetimeofthe
departureoftheGuestoruponrequestbytheHotel.
12-3 AccommodationChargesshallbepaideveniftheGuestvoluntarily
doesnotutilizetheaccommodationfacilitiesprovidedforhimby
theHotelandareathisdisposal.
Liabilities of the Hotel
Article 13-1 TheHotelshallcompensatetheGuestfordamageiftheHotelhas
causedsuchdamagetotheGuestinthefulfillmentorthenonfulfillmentoftheAccommodationContractand/orrelatedagreement.
However,thesameshallnotapplyincasethensuchdamagehas
beencausedduetoreasonsforwhichtheHotelisnotliable.
13-2 EventhoughtheHotelhasreceivedthe
“PASSMARK”(Certificate
of excellence of Fire Prevention Standard issued by the fire station),furthermore,theHoteliscoveredbytheHotelLiabilityInsurance in order to deal with unexpected fire and/or other
disasters.
Handling When Unable to Provide Contracted Rooms
Article 14-1 TheHotelshall,whenunabletoprovidecontractedrooms,arrange
accommodationofthesamestandardelsewherefortheGuestinsofaraspracticablewiththeconsentoftheGuest.
14-2 When arrangement of other accommodation can not be made
notwithstanding the provisions of the preceding paragraph, the
HotelshallpaytheGuestacompensationfeeequivalenttothecancellationchargesandthecompensationfeeshallbeappliedtothe
reparations,However,whentheHotelcannotprovideaccommodationduetocausesforwhichtheHotelisnotliable,theHotelshall
notcompensatetheGuest.
Handling of Deposited Articles
Article 15-1 TheHotelshallcompensatetheGuestforthedamagewhenloss
breakage or other damage is caused to the goods, cash or valu-

ablesdepositedatthefrontdeskbytheGuest,exceptinthe
casewhenthishasoccurredduetocausesofforcemajeure.
15-2 The Hotel shall compensate the Guest for the damage when
loss,breakageorotherdamageiscausedthroughintentionof
negligenceonthepartoftheHotel,tothegoods,cashorvaluableswhicharebroughtintothepremisesoftheHotelbythe
Guestbutarenotdepositedatthefrontdesk.However,forarticlesofwhichthekindandvaluehasnotbeenreportedinadvance by the Guest, the Hotel shall compensate the Guest
within the limits of 150,000yen except in case where loss or
damagewascausedintentionallyorbygrossnegligenceonthe
partoftheHotel.
Custody of Baggage and/or Belongings of the Guest
Article 16-1 WhentheBaggageoftheGuestisbroughtintotheHotelbeforehisarrival,theHotelshallbeliabletokeepitonlyinthe
casewhensucharequesthasbeenacceptedbytheHotel.The
baggage shall be handed over to the Guest at the front desk
atthetimeofhischeck-in.
16-2 WhenthebaggageorbelongingsoftheGuestisfoundleftafter
hischeck-out,andtheownershipofthearticleisconfirmedthe
Hotelshallinformtheownerofthearticleleftandaskforfurtherinstructions.WhennoinstructionisgiventotheHotelby
theownerorwhentheownershipisnotconfirmed,theHotel
shallkeepthearticlefor7daysincludingthedayitisfound,
andafterthisperiod,theHotelshallturnitovertothenearest
policestation.
16-3 TheHotel’sliabilityinregardtothecustodyoftheGuest’s
baggageandbelongingsinthecaseoftheprecedingtwoParagraphsshallbeassumedinaccordancewiththeprovisionsof
Paragraph1ofthePrecedingArticleinthecaseoftheParagraph1,andintheprovisionsofParagraph2ofthesameArticleinthecaseofParagraph2.
Liability in regard to Parking
Article 17-1 TheHotelshallnotbeliableforthecustodyofthevehicleof
the guest when the guests utilizes the parking lot of within
thepremisesoftheHotel,asitshallberegardedthatthehotel
theHotelsimplyoffersthespaceforparking,whetherthekey
ofthevehiclehasbeendepositedtotheHotelornot.However,
the Hotel shall compensate the guest for the damage caused
throughintentionornegligenceonthepartoftheHotelinregardtothemanagementoftheparkinglot.
Liability of the Guest
Article 18-1 TheGuestshallcompensatetheHotelforthedamagecaused
throughintentionornegligenceonthepartoftheGuest.

AttachedTableNo.1
Calculationsbreakdownforaccommodationcharge,etc.
Contents
⑴Basic Accommdation
Acommdationcharges

charge(Roomcharge)
⑵Service charge(⑴×10%)

Total Amount to be

⑶Meals&Drinksand

paid by the Guset
Extra Charges

OtherExpenses
⑷ServiceCharge(⑶×10%)

Tax

⑸ConsumptionTax

(Ref.Paragraph1ofArticle2,Paragraph2ofArticle3andParagraph1of
Article12)
Remarks;
BasicaccommodationchargeispostedattheFrontDeskandineachguest
room.
Individual
NoShow
AccommodationDay
1 DaypriortoAccommodationDay
9 DayspriortoAccommodationDay
20DayspriortoAccommodationDay

Group

1to14

15to99

100andmore

100%

100%

100%

80%

80%

100%

20%

20%

80%

10%

20%
10%

AttachedTableNo.2
CancellationChargeforHotels(Ref.Paragraph2ofArticle6)
Remarks;
1.Thepercentagessignifytherateofcancellationchargetothe
BasicAccommodationcharges.
2.Whenthenumberofdayscontractedisshortened,cancellation
chargeforitsfirstdayshallbepaidbytheGuestregardlessof
thenumberofdaysshortened.
3.Whenpartofagroupbooking(for15personsormore)iscancelled, the cancellation charged for the number of persons
equivalentto10%ofthenumberofpersonbookedasof10days
priortotheoccupancy(Whenacceptedlessthan10daysprior
to the occupancy, as of the date) with fractions counted as a
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