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ヴィラ ポルト アジュール 那須 ご利用案内 

 

 

ご予約いただきましたユニットのご利用案内を申し上げます。 

ご利用前に必ず内容をご確認の上ご利用ください。 

 

 

■ チェックインタイム 

① チェックインタイム 

  当ユニットのチェックインタイムは下記の時間帯となっております。 

 

チェックインタイム 午後３：００～午後６：００ 

 

② チェックインのお手続き 

チェックインにあたりましては、ユニットオペレーターまで一度お越しいただき、チェックインお手

続きをお願いいたします。なお、ユニットオペレーターは当ユニットとは別の場所にありますのでご

注意ください。（本ご利用案内最後のページに詳細地図がございます。） 

お手続き後、フロントスタッフが当ユニットまでご案内させていただきます。 

恐れ入りますが、ご到着予定時刻が予約時間より３０分以上前後する場合はご連絡いただけますよ

うお願いいたします。 

 

ユニットオペレーター 

 栃木県那須郡那須町湯本２１３番地（平和郷那須販売センター内） 

      ヴィラ ポルト アジュール 那須 フロントオフィス ０８０－９２５３－７９４５ 

    受付時間 午前９：００～午後６：００ 

※それ以外の時間は、事件、事故、病気、ケガ、設備の故障等の緊急時対応のみとさせていただき

ますので、予めご了承ください。 

 

 

■ チェックアウトタイム 

 ① チェックアウトタイム 

当ユニットのチェックアウトタイムは下記の時間となっております。 

 

  チェックアウトタイム 午前１０：００ 

 

（時間を過ぎますとルームキーパーが入室し、清掃を始めさせていただきますのでご了承ください。 

お時間内での退出をお願いいたします。） 

 

ご退出時の鍵のご返却方法については、現地にてフロントスタッフよりご案内申し上げます。 
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② チェックアウト時のお願い 

・施設内の備品はお持ち帰りにならないようお願いいたします。 

・退室時は火の元の確認と電気の消灯をお願いいたします。 

・施設建物および什器備品を破損してしまわれた場合はユニットオペレーターにご連絡ください。 

 

 

■ 戸締りについて 

お出かけになる際は全ての窓と扉を戸締したうえで入口鍵を施錠してお出かけください。 

お休みになる際は全ての窓と扉を戸締りしたうえでお休みください。 

 

 

■ 駐車場（屋根なし３台） 

・夜間の出入りの際にはエンジンの空ふかしや、大音量でカーステレオをかけられますと周辺住民のご

迷惑となりますのでおやめください。 

・駐車場内での事故や車両の破損につきましては当施設は責任を負いませんので予めご承知おきくださ

い。 

 

 

■ 温泉・浴室 

当施設の半露天風呂は温泉を引いております。どうぞお楽しみくださいませ。 

[温泉の泉質] 

黒羽温泉「五峰の湯」アルカリ性単純泉 PH9.9 

 

[温泉供給システム] 

当ユニットでは浴槽内の衛生と温度管理のため、温泉の循環および消毒を行っております。 

ご滞在中はいつでもご入浴いただけるよう、浴槽内の温度が適温となるよう設定を行っておりますが、

事前に必ず備え付けの湯かき棒にてお湯を攪拌してからご入浴ください。 

お湯が熱い場合は浴槽右側吐水口内の青色の蛇口、お湯が冷たい場合は赤色の蛇口を開き温度調整を

お願いいたします。尚、あまり注水をいたしますと、温泉成分が薄まり、効能が得られなくなります

のでご注意ください。 

 

ご滞在中はリモコンによる温度設定の変更は行わないでください。また、浴槽の栓は絶対に抜かない

ようお願いいたします。 

 

尚、連泊の場合は2泊目以降、毎日、浴槽の清掃と温泉の入替を行います。 

午前10：00～11：00の間にスタッフがお伺いし、作業時間を1時間ほどいただいております。 

 

[かけ湯] 

ご入浴に際しまして浴槽からでなく、浴室内のシャワーで、かけ湯を行ってからご入浴ください。 

 

[温泉成分] 

現地備え付けの「温泉成分等掲示表」をご確認ください。 

 

[注意事項] 

1、 飲酒されてのご入浴はご遠慮ください。 

2、 体調がすぐれない方のご入浴はご遠慮ください。 

3、 お子様だけでのご入浴はご遠慮ください。 

4、 長時間入浴されますと湯あたりを起こす場合がありますのでご注意ください。 

5、 その他の事項につきましては「温泉成分等掲示表」をご確認ください。 
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■ 什器備品について 

ユニットには快適にお過ごしいただくためのアイテムを多数ご用意しております。 

ご滞在中は各アイテムをご自由にご利用いただけます。 

各アイテムの利用方法につきましては下記内容をご確認ください。 

 

1、家具 

素材感を楽しめる家具をご用意しております。 

傷つき易かったり壊れやすいものもございますのでご利用の際はご注意ください。 

 

2、家電 

色々な種類の家電をご用意しております。 

ご利用方法につきましては備え付けの取扱説明書をご参照ください。 

ご利用になられた調理家電につきましては、水洗いが必要な器具につきましては水洗いいただき

キッチン天板の上に出してお帰りください。 

 

3、アメニティ 

色々な種類のアメニティをご用意しております。 

 

4、リネン類 

タオルやシーツなどのリネンをご用意しております。 

ご使用済みのタオルは浴室にあります脱衣かごへお入れください。 

 

5、調理器具・食器類 

    各種調理器具、食器類やグラス類のご用意をしております。 

ご利用後は、手洗い用の食器用洗剤をご使用のうえ洗浄をお願いいたします。 

退室の際は、洗浄した食器類はキッチン天板の上に置いてお帰りください。 

   

6、調味料 

キッチンに調味料のご用意をしております。 

ご利用になられた際には元の場所にお戻しください。 

    ご用意のある調味料 

     塩・胡椒・砂糖・醤油・ソース・オリーブオイル・ケチャップ・マヨネーズ 

 

7、バーベキューグリル 

バーベキューグリルにつきましては有料オプションでご注文いただいているお客様のみがご利

用いただけます。 

 

 

■ 寝具について 

ユニットには寝具のご用意がございます。 

1階の寝室につきましてはベットメイキングがされております。 

2 階ロフトのソファーベッドは、大変お手数とは存じますが、お客様ご自身でロフト奥にあります押

し入れ内のお布団およびベッドパット・シーツを敷き御利用ください。 

また、ソファーベッドをご利用されても寝具が足りない場合は、ソファーベッド手前のスペースに、

同じくロフト奥にあります押し入れ内のマットレス、敷布団、お布団およびシーツをご利用ください。 

ご利用後はお布団などを敷いたままお帰りいただいてかまいません。 
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■ インターネット 

ユニットにはWIFI設備のご用意があります。 

お持ちのパソコンなどで、下記のパスワードをご入力の上、ご利用ください。 

※通信状態によって繋がりにくい場合がございます。 

 

ID：VILLA  PORTE  AZUR  NASU 

PASS WARD：vpan0001 

 

 

■ サービスドリンク 

冷蔵庫内に飲料水のペットボトルをご用意しております。 

コーヒーはご用意しておりますコーヒー豆をコーヒーメーカーにて抽出しご利用ください。 

紅茶・緑茶はティーパックでのご用意となります。コーヒーを含め無料でご利用いただけます。 

※機器の不具合により、利用できない場合があります。 

 

 

■ 注意事項 

ユニット利用に関しては以下の内容を禁止しています。 

 

（利用者関係） 

・ご連絡いただいているご利用人数を超えた人数での利用 

・外来者を引き入れる行為 

・反社会的勢力に属する方の利用 

・未成年者だけでの利用 

 

 （ペットの同伴） 

  ・当施設ではペットのご同伴はできません。 

 

（防犯） 

・外出時および就寝時には必ず、窓や扉の施錠をお願いいたします。 

 

（火気関係） 

・ユニット敷地内で花火の利用はできません。 

 

（静粛の維持について） 

当ユニットは別荘地内にあり、周辺に多くの住民の方が居住されています。 

別荘地内の静粛を維持するために下記行為は禁止とさせていただきます。 

・夜間に大きな声を出す行為 

・午後９：００以降のデッキでの歓談 

・建物内、敷地内でのカラオケ 

 

（その他） 

・立木での木登り 

 

ユニットのご利用は、貸別荘（宿泊施設）として常識的なご利用をお願いいたします。 

詳細につきましては誓約書をご確認ご納得のうえ、代表者様よりサインをいただきます。 

破損・紛失・約款違反 等、損害賠償請求の対象になる場合がありますことを、何卒お含みおきいた

だきますようお願いいたします。 
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■ 当ユニットの住所 

郵便番号 325-0301 

住  所 栃木県那須郡那須町大字湯本字ツムジケ平213-1200 

  ※電話の設備はありません 

 

 

■ 各種連絡先 

1、ユニットオペレーター 

    ヴィラ ポルト アジュール 那須 フロントオフィス 

    ０８０－９２５３－７９４５ 

 

2、救急病院 

    ・菅間記念病院（当施設から車で約30分） 

     栃木県那須塩原市大黒町2-5   TEL 0287-62-0733 

 

    ・那須赤十字病院（当施設から車で約45分） 

     栃木県大田原市中田原1081-4  TEL  0287-23-1122 

 

3、タクシー・運転代行 

    〇タクシー 

     ・那須合同自動車         TEL 0287-62-0001 

     ・黒磯観光タクシー       TEL 0287-62-1526 

 

    〇運転代行 

     ・桃太郎代行          TEL 0287-60-0023 

 

 

■ お食事その他 

 【和食】 

  ・うどん匠人 岡本  

    那須町髙久丙1147-236     TEL 0287-76-6567 

  ・ほし 

    那須町湯本206-839       TEL 0287-76-1737 

  ・瑞穂蔵 

    那須町湯本新林357-32     TEL 0287-76-7550 

 

【蕎麦】 

 ・清流の里 

   那須町髙久乙2714-2      TEL 0287-78-0337 

 ・石心 

   那須塩原市西岩崎232-308    TEL 0287-68-1075 

 ・そば処 菊屋 

   那須塩原市高林138-1      TEL 0287-68-0072 

 

【ステーキ】 

 ・ステーキハウス寿楽 本店 

   那須町湯本379        TEL 0287-76-3844 

 ・あ・かうはーど 

   那須町髙久乙593-146     TEL 050-5869-3464 
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【イタリア料理】 

 ・ジョイア・ミーア 那須本店 

  那須町湯本493-3       TEL 0287-76-4478 

 ・ダイニングカフェ・ボリジ 

  那須町高久乙2731-12     TEL 0287-78-2776 

 ・ラ・ヴィータ・エ・ベッラ 那須高原店 

  那須町湯本新林206-167 那須高原ミッシェルガーデンコート TEL 0287-76-7303 

 

【喫茶】 

 ・ナス・ショウゾウ カフェ 

  那須町髙久乙2730-25     TEL 0287-78-3593 

 

【パン】 

 ・ペニー・レイン 

  那須町湯本656-2       TEL 0287-76-1960 

 ・NAOZO 

  那須塩原市西岩崎232-454   TEL 0287-68-0192 

 ・ラクダ 

  那須塩原市本町2-11      TEL 0287-63-2986 

 

  【精肉店】 

   ・ミートショップ鶏春 

    那須町湯本200-47        TEL 0287-76-2326 

 

  【酒屋】 

   ・とちぎの地酒 月井酒店 

那須町湯本200-28       TEL 0287-76-2825 

 

  【スーパーマーケット】 

   ・ダイユー那須高原店 

    那須町高久2865-1       TEL  0287-78-1271 

 

■ アクティビティ 

【ゴルフ】 

 ・白河メドウゴルフ倶楽部 

  福島県岩瀬郡天栄村羽鳥湖高原 TEL 0248-85-1000 

 ・那須国際カントリークラブ 

  那須町高久丙1792        TEL  0287-76-2800. 

 

  【スキー】 

   ・マウントジーンズ那須 

栃木県那須郡那須町大字大島  TEL 0287-77-2300 

 

  【パラグライダー】 

   ・KPS那須高原パラグライダースクール 

    那須町湯本弁天 那須高原ファミリースキー場内 TEL0287-76-4740 
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  【サップ】 

   ・Spesアクティビティ那須 

    那須塩原市佐野152-3 TEL 070-1569-0808 

 

  【乗馬】 

   ・ライディング クラブ ジョバールナス 

    那須町豊原丙5228-1 TEL 0285-75-0065 

 

  【キャニオリング】 

   ・那須アウトバックツアーズ 

    那須町髙久乙23-106 TEL 0287-74-2290 

 

  【マウンテンバイク】 

   ・パレナスオフロードパーク 

    那須塩原市金沢1420 TEL 04-2923-0375 

 

  【フィッシング】 

   ・那須白河フォレストスプリングス 

福島県西白河郡西郷村小田倉字金子石16 TEL 0248-25-3535 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:0248253535
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誓約書 

 

この度は、ヴィラポルトアジュール那須をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

皆様が快適にお過ごしいただくため、各条項に従ってご案内いたします。ご協力のほど、宜しくお願い申

し上げます。 

 

（ご利用の際に） 

1、 滞在中に起きたお客様の不注意によるけがや不祥事は自己責任でお願いいたします。 

2、 建物内は全て禁煙です。喫煙は屋外にございます灰皿をご使用ください。 

3、 バーベキューやデッキでの歓談は夜９：００時までとなります。近隣の方のご迷惑にならないよう、

ご協力をお願いいたします。クレーム・通報がありました場合は、お時間に関わらず即時退室いただ

きますので、お含みおきください。 

4、 屋内・屋外ともに、カラオケのご利用は禁止とさせていただきます。 

5、 森林火災予防のため花火は手持ち花火を含め禁止とさせていただきます。 

6、 デッキやガーデンに食料やゴミを放置しますと、野生動物の襲来被害の可能性がありますので、必ず

室内へお入れください。就寝の際は特にご注意ください。 

7、 宿泊者名簿をご用意しておりますので、全員のお名前のご記入をお願いいたします。 

  定員を超えての宿泊、来訪者の入室は、旅館業法・消防法規定違反のため、固く禁止させていただき、

違反が認められた場合は、一律１０万円罰金をその場で徴収させていただきますので、厳守ください。 

8、 お客様の不注意による建物の損傷・破損・備品取り替え等の場合は損害賠償を後日ご請求させていた

だきます。予めご了承ください。 

 

（お帰りの際に） 

1、 お使いになった食器類、調理器具類はご使用後、洗浄し、キッチンの上に置いてください。 

2、 ゴミ類は ① 燃えるゴミ ② 燃えないゴミ ③ ビン・缶類・ペットボトルの分別にご協力をお

願いいたします。 

3、 デッキやガーデンに食材やゴミを放置しますと、野生動物の来襲被害の可能性がありますので、必ず

室内に入れてください。 

4、 レンタル機器のＢＢＱコンロ、網、鉄板等はそのまま置いてお帰りください。洗浄の必要はありませ

ん。 

※ＢＢＱで使用した残り食材、焼き肉等はテーブルに置かず、全てお持ち帰りいただくか、ゴミ箱に

お入れください。 

5、お帰りの際、室内灯・テレビ・エアコン等を消し、忘れ物の確認をお願いいたします。 

6、チェックアウト時刻は午前１０：００時です。午前１０：００までにご退出をお願いいたします。 

7、施設内のすべての備品、バスタオル、フェイスタオル等のお持ち帰りは、固くお断りいたします。お持

ち帰りされた場合は、損害賠償のご請求をさせて頂きますので、予めご了承ください。 

 

上記、厳守することを約束いたします。 

 

 

令和  年  月  日  

                        代表者サイン               

 

                        連絡先電話番号              

 


