９１９ヴィラ・ロングビーチ/ドッグフレンドリー利用規約
皆様が快適に過ごせますよう、下記の決まりをお守りください。
９１９ヴィラ・ロングビーチ/ドッグフレンドリー利用規約をご滞在中はお守り頂く事に同意されたもの
とさせていただきます。
「利用規約」の並びにあります「宿泊同意書」は、チェックイン時にご記入いた
だきます。愛犬のワクチン注射の接種証明書および狂犬病予防注射済証のコピーとともにご提出いただ
きます。
第１項【利用規約の目的】
９１９ヴィラ・ロングビーチ/ドッグフレンドリー（以下当ヴィラ）が運営する、愛犬と同伴で特別な時
間を過ごしていただくことを目的としたドックランのある屋外プール付き１棟貸切、６名様定員の宿泊
施設（貸別荘）です。
第２項【要件・資格】
当ヴィラをご利用いただける愛犬は、次の利用条件を満たしていることを前提といたします。
１.室内で飼われている小型・中型・大型の愛犬であること。他の動物は持ち込まないこと。
２.トイレのしつけができており、飛びつき、施設破壊などをしない愛犬であること。
３.狂犬病とウィルス性伝染病の予防接種を受けていること。
４.前項３.を証明する狂犬病及びウィルス性伝染病の予防接種の証明書コピーをチェックイン時までに
提出すること。
５.夜は持参されたマット（ベッド）で寝ることが出来ること。使い慣れたベッドをご持参ください。
６.ノミ・ダニ・寄生虫が駆除されていること。
７.雌犬で発情期又は妊娠状態ではないこと。
８.保健所で畜犬登録が完了されていること。
９.宿泊同意書にご登録いただいた愛犬であること。
第３項【愛犬同伴可能数・料金】
愛犬最大４頭までとさせていただきます。３頭までは無料です。４頭目は一泊につき税別５，０００円
です。受入れ設備、お客様と当ヴィラ相互の安全面の理由から場合によりご相談の上ご宿泊をお断りさ
せていただくことがございます。
第４項【備え付け愛犬用備品】
ワンちゃん用の備え付けの備品類はご利用後 元の位置へお戻しください。
■備え付け備品
粘着テープ（コロコロ）
・愛犬用足拭き用タオル・消臭剤・トイレシート、糞用袋、食器※
※フードボールは用意していますが、普段使い慣れたものをお持ちください。
■ お持ちいただくもの
食事・食器・タオル・寝具・おもちゃ・その他普段利用しているもの
※日常お使いの愛犬用備品をご持参ください。

第５項【宿泊マナー・愛犬の宿泊マナー】
当ヴィラ内で皆様が快適に過ごしていただけますよう、ご利用時は次の点をお守りください。お守りい
ただけない場合または、虚偽の内容があった場あいには、当ヴィラのご利用をお断りすることがござい
ます。
１.ご入室の際には、足の汚れを落としてください。
２.当ヴィラの浴室で、愛犬のシャンプーや入浴を行わないでください。
３.当ヴィラの浴室と２階のシモンズ・ベッドの愛犬の使用はご遠慮ください。
４.散歩中や当ヴィラ内での愛犬の糞は各自責任を持って処理ください。
５.愛犬の糞をトイレに流すことはご遠慮ください。糞用袋をご利用ください。
６.食事や買物など愛犬だけを残して外出されることはご遠慮ください。
７.愛犬と外出される場合、近隣の方々のご迷惑となりませんよう必ずリードをお付けください。
８.愛犬の食事はご持参ください。
９.当ヴィラ周辺には住居や別荘がありますので、音楽やテレビなどの音量には十分な配慮をお願いいた
します。屋外での音楽は禁止です。また、深夜２２時以降の屋外での会話や携帯電話でお話すること、
愛犬をドックランで遊ばせることは禁止です。
１０.建物、家具、備品、及びその他に破損、損傷並びに紛失した場合は、損害を賠償していただきます。
第６項【ご利用について・禁止事項】
１.ご宿泊登録者以外の方のご宿泊はできません。
２.ご宿泊登録者以外の方及び、ご宿泊登録以外のわんちゃんのご利用は禁止とさせていただきます。
３.当ヴィラの未成年者のみのグループ、及び学生のみのグループでのご宿泊は固くお断りします。
４.当ヴィラは全室禁煙です。屋外の所定場所以外での喫煙はご遠慮ください。
５.当ヴィラの敷地内での花火は禁止とさせていただきます。
６.当ヴィラへのプール、テント、ＢＢＱセット等のお持込み、または、水風船の使用は禁止とさせてい
ただきます。
第７項【屋外プールのご利用について】
１.必 ず水着を着用 してプール をご利用くだ さい 。
２.オ ムツの お子様 は「遊泳用 オムツ」を着用の上、水着を着用し入水し て下さい。
３.お 子様の 利用中 は、保護者 の方は必ず目を離さないようにして下さい 。
４.プー ル 入 水前後 、トイレ利用の前後はシ ャワーで体 を洗い 流して 下さい。
５.医師か ら水泳 を禁止されている方や、感染 症の疑 いのあ る方 、泥酔されて いる方などは
プー ルをご 利用できません。
６.プー ル ご 利用のワンちゃんはチェックイン時に 、1 年 以内 の 5 種 以上の混合 ワクチン及び
狂犬 病予防 接種の証明書（写し可）を必ずスタッフにご提出下さ い。（ワク チンの証明書
は、 次回接 種日が１年後の日付が記載されている証明書をご持参 ください）
７.ワン ち ゃ んから目を離さず、いつでも速やかに 対応できる十分な気配 りをお願いします 。
８.頻 繁にド ッグランとプール の出入りはお避け下さい。
９ .病気を 患っている、また は治療中のワンちゃんはご利用でき ません 。

第 8 項【屋外プールのご利用における衛生・保健上のマナー】
１ . 海か ら帰っ て体に砂がついている場合は必ず砂をシャワー で洗い 流してから プール をご
利用 くださ い。
２ . プー ル入水 前に、ワンちゃんの排泄をさせ、専用シャワー で足・ お尻をきれ いに洗 って
から ご利用 ください。
３ . ドッ グラン 利用後、ワンちゃんをプールで遊ばせる場合は 、必ず プールサイ ドにあ るシ
ャワ ーで体 を流してからプールに入るようにして下さい。
４ . ドッ グラン 及びプールサイドでワンちゃんがオシッコ等し た場合 は水で流し て下さ い。
第９項【プール利用における禁止行為】
１ . プー ルサイ ドはすべりやすく危険ですから絶対に走らない で下さ い
２ . 飛び 込み
３ . 潜水
４ . 肩車 、組み 合い、人や犬、物を投げる
５ . プー ルを傷 つける行為 (ガラスや釘など 鋭利な 石や金 物など にて 傷をつけるこ と含む )
６ . 裸、 または 水着以外の服での利用
７ . 履物 を着用 したままの入水
８ . 飲酒 後の遊 泳
９ . 遊泳 中の飲 食全般（ガム、タブレットを含む）
10.オムツ を着けたままの利 用※遊泳用オムツは可
11.お風呂 、シャ ンプー代わ りでの利用
12.深夜 22 時以 降の入水
第 10 項【プール利用時期・時間】
プー ルの利 用可 能期間は 4 月 下旬～11 月 上旬（ 天候 等によ り前後 する可能性 があります）
です 。また 、利 用時間は深夜 22 時までとさせ ていた だきま す。
第 1１項【チェックアウト】
チェックアウトの際には、簡単なお部屋チェックに同行していただきます。１０分程度となります。
紛失、破損物、愛犬の粗相などがあった場合はご報告ください。
第 1２項【賠償責任】
当ヴィラは、愛犬とご一緒に過ごされる空間を提供するものであり、愛犬をお預かりするものではござ
いませんのでお客様ご自身の責任において当利用規約を遵守のうえ管理されますようお願いします。
万一、当ヴィラ施設ご利用中にお客様及び愛犬が不測の事故・トラブル等に遭われましても、当ヴィラ
に故意または重大な過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。また愛犬に起因するト
ラブルに関しても、同様に当該損害に対する責を負いません。
また、館内や屋外設備等の備品などを破損（プールに傷をつける行為も破損の原因となるため含みます）、
紛失、又は汚損があった場合は実費にてご請求させていただきますのでご了承ください。
お申込み（ご登録）内容に虚偽があった場合や、ご滞在中にご宿泊者及び愛犬が本規約に反し、著しく
迷惑や事故を引き起こした場合は、ご宿泊をお断りする場合がありますので予めご了承ください。

最後になりましたが、当ヴィラでは２０１９年９月の台風１５号の教訓から、お客様の安全をお守りす
るため、ご予約日に台風が接近する恐れがある場合や当施設の被害が予想される場合は、恐れ入ります
が、当施設の判断により、ご予約をキャンセルとさせていただきます。その場合のキャンセル料は頂き
ません。予めご承知いただければ幸いです。
以上
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