
SO Fushimi Inari   館内利⽤ガイド

【館内規約-Ⅰ】 

■ チェックイン  PM03:00

チェックアウト AM10:00

※チェックイン・チェックアウトの時間を変更される場合は、予めご連絡

下さい。（規定のルールがございます。）

※チェックアウトについて

・時間厳守でお願いします。

・10 時のチェックアウト時間を過ぎますと 15 分毎\500 を加算

致しますので、予めご了承下さい。

■ 喫煙について

当館内は、全面禁煙でございます。

※喫煙されるお客様は、所定の設置場所がございますのでご利⽤下さい。

■ ゴミについて

ご宿泊時のゴミは、客室内に保管いただきチェックアウトの際に確認のうえ

処理しますが、その他のゴミについてはスタッフまでお問い合わせ下さい。

■ 駐⾞場・駐輪場について

※駐⾞場･駐輪場について

・当施設には、駐⾞場はございませんので、近隣の有料駐⾞場をご利⽤

下さい。

※送迎による駐停⾞について

・原則、付近へのお⾞の駐停⾞は禁⽌としておりのますので、スタッフまで

お問い合わせ下さい。（規定のルールがございます。）



【館内規約-Ⅱ】 

■ 騒音について

・施設内外で他のお客様や周辺住⺠のご迷惑となるような会話や演奏⾏為

はご遠慮下さい。

・旅⾏バッグのキャスター音が、周辺住⺠のご迷惑となりますのでご注意

下さい。

■ 禁⽌⾏為について

・宿泊者以外の入館はお断りしております。

・公序良俗に違反する⾏為は、ご遠慮下さい。（賭博、ノミ⾏為など）

・ペットの持ち込みは、ご遠慮下さい。

・危険物、違法な薬物等の持ち込みは、ご遠慮下さい。

■ 施設ルールについて

・早朝、深夜にチェックイン・チェックアウトされる際は、周辺住⺠の

ご迷惑にならないようにご注意願います。

・送迎⽤のタクシーなどをご利⽤する場合も同様です。

・所定場所以外で、－喫煙された場合、違反⾦をご精算のうえチェック

アウトしていただきます。

・施設内や周辺住⺠にご迷惑となる⾏為を発⾒した場合も同様です。

・施設内は防災設備を完備しております。万一火災等が発生した場合は、

警報音が鳴りますので速やかに施設外に避難して下さい。また、火災

等を発⾒された場合は、報知器のボタンを押して下さい。

※詳細については、フロント、係員にお問い合わせ下さい。
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SO Fushimi Inari House Rules

【Rule-Ⅰ】 

■ Check-in   PM03:00

Check-out  AM10:00

※Please contact the reception in advance if you wish to change

the check-in/check-out time. (There is a special procedure to arrange it.)

※Check-out

・On the day of departure, rooms must be vacated by 10 am.

・For any overstay after the check-out time (10 am),

there will be an additional fee of \500 per 15 minutes.

■ Smoking

Smoking is prohibited throughout the entire building.

*Please use designated smoking areas nearby.

■ Garbage

Please keep the garbage during the stay in the guest room- our cleaning staff

will take care of it. If you wish to discard anything else, please contact the

hotel staff to consult.

■ Parking

※Parking

・There is no parking space at the hotel property.

Please use toll parking lots nearby.

※Drop off and pick up parking

・Parking is forbidden around the hotel property. Please contact the

reception to consult. (There is a special procedure to arrange it.)



 

 

 

【Rule-Ⅱ】 

■ Noise 

  ・Out of consideration for other guests and our neighbours, please avoid noise 

such as loud conversation or music in the rooms, corridors and all hotel 

premises. 

  ・Out of consideration for other guests and our neighbours, please keep the 

noise caused by carrying suitcases as little as possible. 

■ Prohibitions 

  ・Visitors who are not a hotel guest is not allowed to enter the hotel property. 

  ・Please refrain from any action which are contrary to public order and 

morality (ex. gambling and bookmaking). 

  ・Pets must not be taken into the hotel property. 

  ・It is strictly forbidden to bring illegal drugs or weapons into the hotel. 

 

■ Other rules 

  ・Out of consideration for other guests and our neighbours, please refrain 

from making noise if you check in/check out early in the morning or late at 

night. 

  ・The above applies for the cases when you hire a taxi for drop off and pick up.  

  ・A breach of the non-smoking rule shall entitle the hotel to charge an extra 

fee at the check out. The same applies to any actions which disturb the hotel 

property, other hotel guests and our neighbours.  

  ・In case of fire: Our hotel is fully equiped with disaster prevention facilities. 

However, in case of fire, please evacuate the property immediately as you 

hear the fire alarm. If you find a fire or any other disasters, please push the 

button on the nearest alarm box to activate the alarm.  

 

We wish you a pleasant stay in our hotel. 

Please contact the reception desk and our staff for more information. 
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