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（パーム・ピクニック）

− まるへいペット館併設・海辺の小さなドッグラン「Palm Picnic」利用規約書 −

ドッグラン Palm Picnic ご利用に際するご案内
〜 快適にご利用いただくために必ずご一読ください 〜

§１.はじめに
【表記に関する定義】

（パーム・ピクニック）

本利用案内において、当該ドッグラン【Palm Picnic】を以降【当施設】と表記します。
愛犬、愛猫など、飼い主様がお連れになる動物類を以降【ペット】として表記します。
★本文表記の「当施設」とは人が滞在する“まるへい民宿の宿泊棟（民宿施設）”の意味ではありません。解釈にご注意ください。

【当施設のご案内】

（所在地：千葉県館山市沼985-10 ／ 以降“まるへい民宿”と表記）

当施設は、千葉県館山市にある宿泊施設「海辺の小さなお宿 まるへい民宿」が運営する、
セルフペットホテル「まるへいペット館」に併設された小規模なドッグランです。
お連れのペットが所定の予防接種を済ませており、尚且つ本書記載の規約をお守りいただく
ことを前提に「まるへいペット館」をご利用中のお客様は「無料」、対象となる一部の付帯
サービスをご利用中のお客様（ビジター）は「有料」でご案内しております。
★予防接種の種類については、本書記載項目「§３内“ご利用条件（必須条件）”」をご参照ください。
★ビジター用チケットは１頭毎に「1時間券：500円、3時間券：1,000円、1日券（9:00～閉場迄）：1,500円」です。

ご利用希望のお客様は、本書記載の規約をご確認いただき、全ての内容・項目に対しご了承
いただきますようお願い致します。
★本書記載の規約において、１点でもご了承いただけない内容・項目がある場合はご利用をお控えください。

尚、ご利用にあたっては「まるへい民宿」のフロントにて所定の手続きが必要となります。

§２.ペットの扱いと管理責任について
● ペットを同伴できるのは当施設内に限ります。
★セルフペットホテル「まるへいペット館」をご利用のお客様は、ペット館も同伴いただけます。

飼い主様がご滞在される客室ならびに宿泊棟（民宿施設）へのペットの連れ込みならびに
同伴はできませんので、予めご了承ください。
● 当施設はペット連れでご旅行をお楽しみになられているお客様に対し、一時的にペット
を屋外で遊ばせる場所として、便宜を図った「まるへい民宿」の付帯設備です。
一般的なドッグランとは異なり、当施設側によるペットのトレーニング・散歩・その他
お世話をする等のサービスではございません。
★ペットの訓練や管理を代行するサービスは取り扱っておりません。

● 当施設をご利用中のペットの管理は、飼い主様の責任（セルフ）でお願い致します。
● 設備の管理・整備は当施設が責任を負いますが、ペットの管理は飼い主様の責任となります。
慣れない土地柄ですので、事故・トラブルの無いように十分にご注意ください。
● 当施設をご利用中において「ペットが他者や他の動物に噛み付くなどして危害を加える、
威嚇する、吠えたりする」などして、他の利用者（ペット含）に対し、不快感を与えることが
ないように飼い主様におかれましては、常に心掛けをお願い致します。
● 当施設をご利用中において「天災・不慮の事故・ペット（動物）同士の喧嘩・急病」など
によりペットが負傷をしたり、死亡した場合、また意図せず「逃亡」した場合、更には、
利用中から帰宅後において感染症などを疾病した場合などに関して、当施設ならびに運営元
の「まるへい民宿」は一切その責任を負いかねます。
またそれらに伴う「補償・慰謝料」などの請求についても応じかねます。
● ペットの引き取りを忘れて帰路についてしまった場合、チェックアウト日（帰宅日）より
起算して２日間を限度に当施設側にて一時預かり（有料｜*料金表-特別サービス料金参照）を承ります。
意図的，または故意による預け（置き去り行為）は承りかねますのでご了承ください。
★意図的・故意による預け（置き去り行為）は、愛護動物の遺棄として動物愛護法に抵触します。

所定の預かり期間を過ぎても無連絡の場合は、飼い主様の意向を確認せず当施設側にて
ペットの処遇を決めさせていただきます。決定後のペットの処遇について、飼い主様から
異議申し立てがあった場合について、当施設は理由を問わずその一切を棄却致します。
尚、当該ペットの預かり期間中において「負傷・死亡・逃亡など」が発生した場合は、
当施設ならびに運営元の「まるへい民宿」は、その責任を負いかねます。
またそれらに伴う「補償・慰謝料」などの請求についても応じかねます。
● 当施設ご利用中のペットが「急病・負傷」状態にあることを確認した場合で、尚且つ
飼い主様が一時的にご不在、または、その状態にあることに気づいていない場合は、至急
飼い主様にご連絡（お伝え）するよう努めます。万が一、ご連絡が着かない場合は、状況
に応じて、飼い主様の承諾を得ず、施設側にて動物病院へ搬送し治療を受けさせる場合がざ
います。その際、飼い主様に対し、治療費に加えて特別サービス料を申し受けます。

§３.当施設をご利用いただけるペット
当施設のご利用に際し、受入は下記のご利用条件を満たしているペットに限らせて頂きます。
但し、下記条件を満たしていても、他の利用者（ペット含む）に対し、激しい威嚇や危害
を加える恐れがある場合、また利用中に支障をきたす恐れ（健康不安・著しい機能障害）
があると当施設側で判断した場合については、ご利用のお断り、ならびにご利用中であっても
強制的に退去を要請させていただく場合がございます。
尚、ビジター（有料）でご利用されているお客様において、利用規約に抵触する事項があり、
当施設側より強制的に退去の要請をさせていただいた場合、返金・代替サービスへの振替
対応は致しかねます。ご利用に際し、予めご了承ください。
★利用条件の虚偽申請につきましては、強制退去はもとより【偽計業務妨害罪】として警察への通報対象
となりますので、申告の際はご利用条件に偽りがないようご注意ください。

【ご利用条件（必須条件）】
＊ 当施設をご利用いただけるペットの種類は「犬（超小型～中型）・猫」に限らせていただきます。
但し、「闘犬」として育てた犬はサイズを問わずご利用をお断りいたします。
その他のペットに関しても理由を問わず、受入できかねますのでご了承ください。
★当施設においてペットのサイズ（体重）は次のように定めます。
【超小型：5kg未満、小型：5kg～10kg、中型：10kg～15kg】

＊ 当施設をご利用される際は、下記の予防接種を受けているペットに限ります。

★ 予防接種内訳…犬の場合：狂犬病 ＋ 混合ワクチン６種以上
猫の場合：混合ワクチン３種以上
また、接種後２週間以上１年未満のペットとさせていただきます。
尚、ご利用の際は、予防接種の「接種証明書」の提示を必須としてお願いしております。
＊ 人畜共通伝染病（注1）に感染している恐れがないこと。
（※注1）狂犬病・サルモネラ症・トキソプラズマ症、他、動物から人へ、またその逆に感染する可能性のある病気

＊ ノミ・ダニ等の外部寄生虫、回虫・条虫等の内部寄生虫の駆除対策を済ませてあることが必用です。
＊ 免疫力の定着が不確実な生後１０ケ月未満のペット（特に犬）のご利用は承りかねます。
＊ 手術を伴う入院を１ヶ月の内に経験しているペットは、傷口の完治ならびに体力の回復
に対する猶予（養生期間）の観点よりご利用を承りかねます。
＊ 未去勢のペットの場合、発情期および妊娠状態等でのご利用をお断り致します。
尚、メス犬の場合は、ヒート（生理）開始日から１ヶ月以上経過していることが必要です。
＊ 健康状態が芳しくない状態、病気療養中、および環境のストレスに耐えられない可能性の
あるペット（注2）のご利用はお断り致します。他の動物に過敏に反応する場合もお断り致します。
（※注2）環境変化などに起因する無駄吠え、他の動物（ペット含）に遭遇した際に過剰に反応（興奮・威嚇・
攻撃）、10歳令以上の高齢など。

＊ 他の利用者・ペットに対し、著しい迷惑行為（注3）をかける恐れがあるペットのご利用はお断り致します。
（※注3）闘犬として飼育されたペット・普段から激しく威嚇をする・気性が強く、他の動物に襲い掛かって
ケガをさせた経験がある他。

＊ 当施設ご利用中は、必ず「首輪」・「胴輪」いずれかの着用をお願い致します。（注4）
（※注4）次の首輪・胴輪は禁止です。「鎖のついた物、極端な突起がある物、装飾が多い物（アクセサリー含）」

§４.当施設利用に際する注意事項
当施設のご利用に際し、下記の注意事項（ご了承いただきたい内容）をご一読ください。
全ての内容に対してご了承いただける場合のみ、当施設のご利用を承ります。
尚、当施設をご利用いただくにあたり「利用同意書」に署名を頂戴いたします。
その署名をもって、当施設の定める利用規約ならびに注意事項（ご了承いただきたい内容）に
対し、異論無く承知していただいたものとします。

【ご利用にあたってご了承いただきたい内容】
＊ 当施設は、ペット連れのお客様で、運営元の「まるへい民宿」にご宿泊中、または対象
となる一部の付帯サービスをご利用中のお客様のみご利用いただけます。
＊ まるへい民宿のフロントにて所定のご利用手続きを済ませていただければ、本規約の下、
まるへいペット館にご宿泊の場合「チェックイン時～チェックアウト日の午後１３時迄」、
デイユース（休憩）の場合「所定のコース時間内」にてご利用いただけます。（注5）
★開放時間内（デイユースの場合は所定のコース時間内）の入退場であればフロントへの申告は不要です。
（※注5）当施設への入退場は開放時間内でお願い致します。（開放時間はオフィシャルサイト参照）
開放時間外は保安の関係で、原則ご利用いただけません。
やむを得ない理由で開放時間外に入場を希望される場合には、フロントへお申し付けください。
尚、併設のセルフペットホテル「まるへいペット館」への用事で、一時的に立ち入る分については、
開放時間外であってもフロントへの申告は不要とします。

＊ 当施設は、ペットの一時的な「お預かり」、「トレーニング（しつけ・訓練）」、「散歩」
などのお世話を代行するサービスは取り扱いがございません。
★ペットの宿泊（滞在）をご希望の場合、併設のセルフペットホテル「まるへいペット館」をご利用ください。

＊ ペットのお世話・管理は飼い主様の責任でお願い致します。
尚、ご利用中に不測の事態が発生した場合、飼い主様は当施設ならびに運営元の「まる
へい民宿」に対して責任追及の一切を行わないことを前提にご利用ください。
ご心配な方は、事前にペット保険等の補償制度へのご加入をお勧め致します。
＊ 当施設には動物取扱に関する資格を所有するスタッフが在籍しております。
但し、施設内において常駐しての業務は行っておりません。（基本的にドッグランは無人です）
＊ 当施設の保守・管理については、当施設スタッフによる巡回時に、ドッグランの清掃ならびに、
設備に異常がないか、ルールを守ってご利用いただけているか等、確認を行わさせていただきます。
＊ 当施設内におけるペットの管理方法について、マナー違反・利用規約違反などを確認した
場合、当施設スタッフより飼い主様へお声かけをさせていただく場合がございます。
その際は、指示に従っていただきますようご協力をお願い致します。尚、指示に反した行動
をされた結果、予期せぬ状況となっても当施設ならびに運営元の「まるへい民宿」はその責任を
負いかねます。またそれらに伴う「補償・慰謝料」などの請求についても応じかねます。
＊ 当施設をご利用中のペットに【負傷・病気・死亡・逃亡】などがあった場合、当施設ならびに、
運営元の「まるへい民宿」は一切責任を負いかねます。
またそれらに伴う「補償・慰謝料」などの請求についても応じかねます。
＊ 当施設は、種別・サイズ（体重）別など区分の関係を問わない「フリーエリア」のみの
ご案内となります。犬用・猫用など、それぞれ種別毎の専用のゾーン設定、ならびに、
サイズ（体重）毎のゾーン設定がある訳ではありません。また、ネットやパーテーション
などを用いての仕切りもご用意しておりません。
１つのフィールドに対し、様々なサイズ（体重）の犬・猫が混在する形式でのご利用となります。
＊ ペットは大変デリケートです。長時間の移動で体調を崩すこともあります。
また慣れない環境でストレスを抱え元気がなくなってしまう場合があります。
ご利用の際は、数日前からの体調管理の徹底をお願い致します。
★当施設のご利用寸前で、ペットの様子が普段と違う場合は、安全をとってご利用をお控えください。

＊ 人間同様に、ペットの間においても「相性」というものが存在します。相性が悪い場合、
既に入場しているペットならびに、これから入場前しようとするペットの双方または、
いずれか片方が怯える仕草であったり、逆に威嚇する仕草をとる場合があります。
そのような仕草を確認した場合は、先に利用しているペットが優先となりますので、対象
のペットが退場してからご利用ください。
＊ フィールド内の雰囲気が悪い時（ペットが興奮状態で激しく吠えている、威嚇している
など）の、入場は危険が伴います。その際は、入場を一旦見送っていただき、対象のペ
ットが退場してからご利用ください。
＊ 必要と思われる用品につきましてはご持参ください
特に、いつも使っている食器（フード用、給水用など）、食べ慣れたフード（飲料含む）・
アメニティ・常備薬・お気に入りの玩具他、飼い主様やペット自身の臭いのついた用品
などをお持ちいただくことを推奨致します。
＊ フード以外で臭気の強いもの、中型～大型什器、薬品、危険物（刃物、火器、爆発物など）の
持ち込みはご遠慮ください。
＊ 当施設のフィールド地面はターフ（姫高麗芝）を導入しています。
基本的には平坦ですが、完全な平坦という訳ではなく、場所によっては小規模な凹みであ
ったり、凸（つばく）む場所がありますので、足元には十分にご注意ください。
＊ 当施設内では「首輪」または「胴輪」の着用を義務として必須でお願いしております。
但し、事故防止の観点より、鎖のついた首輪・胴輪、極端に突起物が多い首輪・胴輪、
アクセサリーの着用は禁止しております。もし、上記のような首輪・胴輪を着用されて
の利用を見かけた場合、ならびに、首輪・胴輪を着用せず利用している状況に立ち合
わせ場合は、直ちにフロントへご連絡ください。
ご連絡を受け現場状況を確認次第、当施設スタッフより対象のペットをお連れの飼い主様へ
お声かけをさせていただく場合がございます。その際、お声かけを受けた飼い主様は、スタ
ッフの指示に従っていただきますようご協力をお願い致します。
★闘犬ではないものの、噛み癖があることが事前に判っている場合は、他のペットが利用している際は
入場をお控えください。他のペットの利用が無く、自身のペットだけでご利用される場合であっても、
口輪ならびにリードを必ず装着してご利用ください。

＊ 当施設への入場の際に、ベビーカーや、ペットキャリーなどを用いる場合は、安全面を
考慮し、利用状況に応じて制限させていただく場合がございます。
＊ 当施設への入場の際は、必ず大人が同伴するようにしてください。
子供（中学生未満）とペットだけでの入場ならびに当施設のご利用はお断り致します。
★２歳未満のお子様（人）の入場は、ベビーカーの搭乗・非搭乗を問わず、安全を考慮しご遠慮ください。

＊ 当施設への入場の際は、飼い主様１名に対し、ペット１頭を基本とさせていただいて
おります。飼い主様１名に対し、複数のペットの入場を希望される際は、必ず飼い主様
側で監視できることを前提に同時に「最大２頭」までの入場を許可します。
＊ ２頭以上のペットの入場をご希望の際は、ペットの監視役として、ペット２頭毎に対し
保護者となる大人が１名同伴するようにしてください。（例：ペット４頭の場合、大人２名同伴）
★他のペットの利用が無い場合は、この限りではありません。他のペットが後から入場した際はご配慮ください。

＊ 飼い主様１名に対し、同時に「２頭」のペットを入場させ、尚且つお子様（中学生未満）を
連れてのご利用となる場合は、ペットならびにお子様の監視役として、保護者となる大人
が２名以上同伴するようにしてください。
＊ 当施設を同時にご利用いただけるペットの最大頭数（超小型～中型の犬・猫いずれか）は、
「６頭」迄を限度とします。入場される前に、既にフィールド内において最大頭数の
ご利用がある場合は、先のご利用者様（ペット含）が退場されるまで入場をお待ちください。
★当施設においてペットのサイズ（体重）は次のように定めます。
【超小型：5kg未満、小型：5kg～10kg、中型：10kg～15kg】

＊ 当施設のゲートは、予期せずペットが外に飛び出さないように二重ゲートを採用しています。
入場の際は、１つめのゲートを開いて（開錠して）ペットと一緒に中に入ったら、即時、
１つめのゲートを閉めて（施錠して）ください。その後、２つめのゲートを開いて（開
錠して）施設内に入場ください。入場されましたら、即時、２つめのゲートを（施錠し
て）ください。退場される際は、入場とは逆の順序でお願い致します。
★入退場の際、当施設を利用している他のペットが一緒に飛び出さないよう周囲にご注意ください。

＊ リードは、当施設内に入り、ゲートを確実に閉めたことを確認した後に、ペットが十分に
フィールドの環境に慣れて、落ち着いた状態になってから外すようにしてください。少しでも
興奮している状態でリードを外すと、思わぬ事故や他の利用者（ペット含む）とのトラブル
の原因となりますため、そのような状態でリードを外す行為は固くお断り致します。
＊ フィールド内に入場する際が、一番リスクが高まります。既に先に利用しているペット
が居る場合は、片時も自身のペットから目を離さないようにしてください。また、自分
の後から入場してくるペットを確認した場合は、自身のペットが興奮状態に陥らないか
とりわけ監視を強めてください。興奮状態に陥ってしまった場合は、直ちにペットにリード
を装着して、飼い主様の指導の下その場でクールダウンさせるか、一旦、退場いただき
他のペットが見えない場所で十分にクールダウンさせてください。
＊ 執拗に他のペットを追い掛け回している場合、ならびにペット同士の激しい接触など、一時的に
高い興奮状態にある際は、直ちにリードを装着し、犬をクールダウンさせてください。
＊ ペット同士のマウンティング行為は危険を伴うため禁止しております。マウンティングがあった
場合は、マウンティングした側のペットの飼い主様は、一旦、ペットを連れてご退場
いただき、当施設外（他のペットが見えない場所に移動）にてクールダウンを行って
ください。クールダウン後、再入場した際にまた興奮状態に陥り、マウンティング行為
に至ってしまった場合は、ご利用をご遠慮いただくか、他のペットが利用していない時
を見計らってご利用ください。
尚、後者利用時で、他のペットが後から入ってきた際は動向にご注意ください。
＊ 当施設のご利用中は、予期せぬトラブルを防止するため、常にご自身のペットから目を
離さないでください。利用者様同士で会話に没頭される、またはペットだけを残して一時
不在とすることがないようお願い致します。
＊ 飼い主様は、ご自身のペットのコンディション確認のため、定期的にペットを呼び戻して
いただき、疲労や脱水の具合など細目に健康状態をチェックするようにしてください。
呼び戻した際に、いつもと様子が違う（コンディションが悪そう）な場合は、直ちに利用
を中止の上、涼しい場所に退避し、水分を与えるなどして十分に休憩させてください。

＊ 当施設の屋外流し場にマーキングを洗浄するためのジョウロをご用意しております。
ご利用中にペットが周囲にマーキングを行った場合、飼い主様はすぐに、ジョウロに
水を張っていただき、そのジョウロにてマーキング箇所を洗い流してください。
快適かつ衛生的な環境維持のため、マーキングの放置は固くお断り致します。
＊ 当施設をご利用中にペットが排泄（糞）をした場合、飼い主様側で必ず回収して所定の
排泄用ダストボックスへ破棄するようお願い致します。
尚、排泄物（糞）を回収するためのサニタリー袋につきましては、併設のセルフペット
ホテル「まるへいペット館」をご利用のお客様は、無料アメニティ―としてご用意がご
ざいます。「まるへいペット館」はご利用にならず、当施設のみご利用のお客様におか
れましては、サニタリー袋をご持参いただきますようお願い申し上げます。
★衛生管理上、専用に用意してある排泄用ダストボックス以外への廃棄は固くお断り致します。
★サニタリー袋をご持参されなかった場合、フロントにてサニタリー袋をご購入ください。

＊ ペットを当施設外に連れ出す場合（施設駐車場内での移動、周辺エリアへの散歩など）は、
必ずリードを装着してください。また、サニタリー袋も携帯するようにしてください。
★サニタリー袋はペットの排泄（糞）を回収する用途の袋です。

＊ 当施設以外（宿泊棟・客室・食事処等）にペットを連れ込むことはお断り致します。
★運営元「まるへい民宿」の敷地内において、ペットの同行可能な範囲は、当施設ならびに併設の
セルフペットホテル「まるへいペット館」に限らせていただきます。

＊ 当施設内においてペットと危険性を伴わない玩具（柔らかいボールや、ソフトタイプ
のフリスビーなど）で遊ぶことは禁止しておりませんが、他に利用しているペットが居る
場合は、そのペットが反応（巻き添え）しないようにご留意ください。意図せず、他の
ペットが反応してしまい一緒に遊びに参加してきてしまう場合は、必ずその飼い主から承諾
を得てください。その逆の際（他のペットの遊びに自身のペットが参加してしまう場合）は、
遊んでいるペットの飼い主に、必ず一緒に参加してよいか承諾を得てください。尚、玩具
でも固い物や突起物が激しい物は使用はもとよりお持ち込みもご遠慮ください。
＊ 当施設内においてペットの利用が無い場合は、人同士が遊ぶスペースとしてご利用いた
だけますが、あくまで主たる用途は「ドッグラン」であり、ペットの利用が優先となります
ので、ペットが後から入ってきた際は、直ちに遊びを中止し退場をお願い致します。
＊ 当施設内において「グルーミング・トリミング」行為は禁止とさせていただきます。
（屋外設置の流し場（温水シャワー）でのペット洗浄は可）
★温水シャワーはペットを対象とし設置してあるものです。利用者がシャワー入浴する行為はお断り致します。

＊ 当施設内の水道は飲用が可能な「上水道」を引いてあります。水道を利用された際は、
蛇口の栓を閉め、確実な止水をお願い致します。また、他者の利用であっても、水の
出しっぱなしを確認した場合は、止水にご協力をお願い致します。
＊ 当施設ご利用中において、ペットの繁殖および繁殖に関わる行為の一切を禁止致します。
また、ペット同士の婚活（お見合い）パーティーなどの催しもお断り致します。
＊ 当施設での、営利目的・勧誘・布教など、周囲を巻き込む活動の一切をお断り致します。
また、運営元の「まるへい民宿」の許可なく、オフ会・競技会など占有する使用は固くお
断り致します。他の利用者の迷惑と成りうる利用を確認した場合、強制退場を要請します。

＊ 当施設は全面禁煙です。
タバコの煙りによるペットへのダメージ、ならびに火気による事故を防ぐため、喫煙は
固くお断り致します。喫煙の際は、運営元「まるへい民宿」の喫煙コーナーをご利用ください。
★併設のセルフペットホテル「まるへいペット館」の館内も禁煙です。

＊ 当施設内において飼い主様のご飲食は、禁止事項ではありませんが「食べ（飲み）残し、
食べ（飲み）こぼし」の放置がないように十分ご配慮いただきますようお願い致します。
「残した飲食」については、当施設外にて保管または所定のゴミ箱へ破棄してください。
「こぼした飲食」については、必ず全て回収して、所定のゴミ箱へ破棄してください。
飲食物（こぼした物も含）の放置は、ペットが拾い食いをしてしまう可能性があります。
食べ慣れない飲食物を口にした際に、喉に詰まらせたり、また後々体調不良を起こした
りする危険性も否定しきれません。同時に、飼い主様ご自身のペットに対し、飼い主様
が承知の上で飲食物を与える行為はお任せ致しますが、他の利用者のペットに対し飲食
物を与える行為は、絶対におやめください。万が一、食べ慣れない飲食物を与えたこと
により、予期せぬ状況となった場合の責任は、与えたお客様側が追うこととなります。
尚、その際、当施設ならびに運営元の「まるへい民宿」はその責任を負いかねます。
またそれらに伴う「補償・慰謝料」などの請求についても応じかねます。
＊ 当施設内に万が一、飲食物が放置（こぼれた飲食物を含）されている場合おいて、飼い
主様は、ペットが拾い食いをしてしまわないよう常にペットから目を離さないでください。
尚、飲食物が放置（こぼれた飲食物を含）を確認された場合、直ちにフロントへご連絡
をお願い致します。もし、拾い食いをしてしまった結果として、予期せぬ状況となった
場合、責任の所在は飼い主様となります。当施設ならびに運営元の「まるへい民宿」は
その責任を負いかねます。またそれらに伴う「補償・慰謝料」などの請求についても応じかねます。
＊ 雨天時ならびに荒天時において、足場が悪く開場が困難（もしくは利用に危険を伴う）
と当施設側で判断した場合、天災・事故・その他の不可抗力により当施設が破損して
しまい使用できない状態、緊急の設備点検（修理）が必要となった場合につきまし
ては、事前の告知（断り）無く「休場」とさせていただく場合がございます。
＊ 当施設・設備（併設施設・設備含）を故意に破壊・破損（またその状況を放置した場合
も含）は、修繕に関わる実費を破壊行為をした当事者にご請求させていただきます。
＊ 他のお客様のペットにみだりに干渉することはご遠慮ください。
特にお子様連れの際はご注意をお願い致します。
尚、干渉により不慮の事故が発生した場合の責任は、その干渉をされたお客様側が追う
こととなります。当施設は一切の責任を負いませんのでご了承ください。
★お子様を連れて当施設に入場される場合、保護者様は絶対にお子様から目を離さないでください。

＊ 万－、ペットが“急病”・“ケガ”等により体調不良に陥った際は、信頼のおける近隣
の動物病院をご紹介致します。尚、病院までの搬送は飼い主様ご自身でお願い致します。
＊ その他、ご不明な点、ご相談等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

【海辺の小さなお宿 まるへい民宿】
お問い合せ窓口 ｜℡.0470-22-2803 ／ 開設時間 9:00～21:00
※宿泊者専用セルフペットホテル“まるへいペット館”のお問い合わせも上記窓口で承っております。

§５.開場時間・閉場時間について
・ 開場時間・・・ご宿泊利用の場合 ７：００〜
ビジター利用の場合 ９：００〜
・ 閉場時間・・・ご宿泊利用＆ビジター利用共通
1 月 〜 3 月 ／ 9 月〜 10 月・・・9：00 〜 17:00
4 月 〜 8 月・・・・・・・・・・ 9：00 〜 18:00
11 月〜 12 月・・・・・・・・・・ 9：00 〜 16:30
★表記「ご宿泊利用」とは「まるへいペット館」を宿泊利用している場合を意味します。
デイユースの「滞在」は意味に含まれません。尚、ビジター利用の場合、所定のコース時間内での利用となります。
★閉場時間は季節毎の日没時間に応じて変動します。閉場時間が早い場合もビジター利用の料金は同額です。
★利用者のプラン毎に開場時間・閉場時間の設定がある場合は、そちらが優先されます。

§６.キャンセルポリシーについて
当施設のご利用は予約制ではないため、キャンセルポリシー（ご予約取消）の設定はございません。
但し、ビジター（有料）でご利用されているお客様において、利用規約に抵触する事項があり、
当施設側より強制的に退去の要請をさせていただいた場合、または、お客様のご都合（天候不順
含）でお申込みコースより実際の利用時間が短くなってしまった場合、返金・代替サービス
等への振替対応は致しかねます。また、当施設のご利用手続き（申込）後に、ご利用時間の
長いコースから、短いコースへの切り替えは承りかねます。予めご了承ください。
★短いコースから長いコースへの延長変更は承れます。その際は、各コースの差額分を申し受けます。

§７.規約の改定について
本規約は、法令等の要請・施設サービスの向上・情報の保守管理体制の改善などのため、
適宜、見直し、改定を進めてまいります。本規約の大幅な改定、または重要項目の改定
を行う場合は、合理的な方法で利用者に通知します。軽微な改定は、利用者に通知なく
行う場合があります。尚、本規約が変更された場合、変更後の内容が直ちに適用されます。

【規約の制定・改定暦】
（平成 28 年）
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