客室 Guest room
全室個室バストイレ付きの和室（7.5畳)
4名様までお入り頂けます。
テレビ、Wiﬁ、冷暖房、ポット、小型冷蔵庫、金庫有り
お部屋からは熊野の森の緑がご覧頂けます。
All private, Japanese style rooms (12.15㎡)
with bath, toilet, Wifi, TV(CNN, BBC), fridge,
safety box on each rooms. Air-conditioned.
All rooms are green forest view.
Maximum capacity 4persons each.

キッチン Kitchen

ランドリー Laundry

お客様が自炊可能な共用キッチン
にはガス台・電子レンジ・冷蔵庫・
鍋・食器などがございます。
（夜9時まで）

洗濯機（無料）
と乾燥機（90分300円)
ご利用頂けます。(夜10時まで)

Washing machine (free) and
Kitchen for guest has oven,
microwave, Fridge, pot, pan,
plate and so on. (〜9pm)

dryer (300JPY for 90mins)
are available. (〜10pm)

当館のご案内

General information

◆客室数：全4室 ◆共用設備:食堂・お客様用キッチン・冷蔵庫・洗濯機・
衣類乾燥機・インターネット端末・旅の情報コーナー・飲料自動販売機・
無料駐車場 ◆お食事について:当館は朝食のみご提供しております。
夕食は
お近くの飲食店にて、
または当館のキッチンにて自炊ができます（近隣のお店
の閉店時間が早いのでご注意下さい）
◆チェックイン：午後3時 ◆チェックアウト：午前10時
◆ご承知おき頂きたいこと：
「げすとはうす」
という名前ですが実際は民宿です
お部屋は個室でご用意致します（相部屋ではございません）。手取り足取りの
サービスはできませんが、お困りの際はお気軽にお声かけ下さい。
チェックイン時間前の日中（午後3時まで）は不在のため玄関は施錠されて
おります。荷物をチェックイン前にお預けになられたい場合は必ず前もって
お知らせ下さい。 浴衣の貸し出しは有料となっております。館内は禁煙です。
喫煙所は屋外にございます。 ご送迎のご要望を承ることはできません。

4rooms, ◆common facility: dining room, kitchen, refrigerator, washing
machine, dryer, PC, tourist information, drink vending machine,
parking(free) ◆We are B&B(bed & breakfast) style. Nearby restaurants
and grocery stores are available for dinner. Please note they close earlier
than you thought. Please check our website. ◆Check-in time : 3pm
◆Check-out time : 10am ◆We are running by minimum staﬀs. We are
so sorry that we canʼt oﬀer the luxury service like big hotel. But we will do
our best for our guests. ◆Basically our entrance door is closed before
check-in time, until 3pm. If you would like to leave your luggage before
check-in, PLEASE LET US KNOW IN ADVANCE. ◆Our guesthouse is
NON SMOKING. Outside smoking area is available.
◆Regrettably, we donʼt oﬀer pick up service.

宿泊料金

4名様1室
4psns in a room

￥5,300

2名様1室
2psns in a room

￥6,300

Room fare

3名様1室
3psns in a room

￥6,300

1名様1室
single use

￥7,900

(一名様一泊あたり)

(per person,per night)
2019.4〜2019.12分

詳しくは当館ホームページをご覧下さい

!

朝食・諸費用込 全日同一料金
料金は改定の可能性がございます。
旅行会社・宿泊予約サイトでの販売料金は
異なります。Breakfast and charge are
included. The price may be changed.
Please check our website for the newest
information.

クレジットカード・スマートフォン決済は 当館へ直接頂いた御予約でのみ ご利用頂けます。
Credit card and QR code payment are accepted only for the direct booking to Blue Sky Guesthouse.

For more detail, please visit our website!!
https://www.kumano-guesthouse.com/eng.html

