金城学院軽井沢スマイスハウスの利用案内
（1997 年４月１日制定）
最終改正 2020 年２月 27 日
※スマイスハウスは教職員・学生・卒業生の福利厚生を目的として設置された施設のため、その
目的から逸脱すると判断される場合には、利用をお断りすることがあります。
◆

利用期間（４月 27 日～11 月 26 日）
＊ただし、ゼミでの利用は年間を通し可能です。
宿泊日数 ・サマーシーズン（７月 15 日～９月 30 日）
[３泊４日以内]
・オフシーズン （４月 27 日～７月 14 日、10 月１日～11 月 26 日）
[２週間以内]
＊利用期間中の定休日については人事担当までお問い合わせください。

◆ 利用資格
資格者

本人

専任教職員
金城学院大学・大学院

学生

金城学院中学校・高等学校
金城学院幼稚園

〇
生徒

利用範囲
家族

知人

〇

〇注２
×

〇注１

園児

みどり野会員

〇注２

旧専任教職員
非常勤講師

〇

〇注２

非常勤職員
その他理事長が認めた者
注１
注２

専任教職員・非常勤講師の引率または家族同伴の場合のみ
資格者本人が同行する場合のみ

◆ 利用料金【１泊２食付】

（

）内は食事なしの料金
和室

スタンダード
洋室

デラックス
洋室

専任教職員及びその家族

6,500 円
（4,000 円）

7,000 円
（4,500 円）

7,500 円
（5,000 円）

本学院学生・中高生・園児

5,500 円
（3,000 円）

6,000 円
（3,500 円）

6,500 円
（4,000 円）

8,500 円
（6,000 円）

9,000 円
（6,500 円）

9,500 円
（7,000 円）

利用資格

みどり野会員（本学院卒業生）
その他

＊ 小人（４～10 歳）の宿泊料金は半額です。３歳以下は無料ですが、和室をご利用願います。
＊食事料金 大人 朝食 860 円 夕食 1,640 円
小人 朝食 430 円 夕食
820 円 （利用可能年齢…10 歳まで）
※食事のアレルギー対応はしておりませんので各自でご対応ください。
（飲食物の持ち込みは自由です。）

金城学院軽井沢スマイスハウスの利用案内
◆

宿泊施設（34 名収容）
◇デラックス洋室（２名、バス・トイレ・洗面）
・・・ ２部屋
（あざみ あじさい）
◇スタンダード洋室（２名、トイレ・洗面）
・・・ ３部屋
（のいばら みやこぐさ やなぎらん）
◇和室（最大５名、トイレ・洗面）
・・・・・・・・・ ６部屋
（れんげ いわかがみ ななかまど
おだまき かたくり ちごゆり）
＊チェックイン 14：00～18：00（夕食なし 20：00） チェックアウト 10：00
＊食事時間 朝食 8：00～9：00 夕食 18：00～19：00
＊入浴時間 17：00～22：00 洗面具、タオル、寝間着はご持参ください。

◆ 申込方法
予約申込受付開始日
宿泊日

学生・教職員

みどり野会員・その他

4/27～ 4/30

２月１日

5/ 1～ 5/31

３月１日

6/ 1～ 6/30

４月１日

7/ 1～ 7/31

４月１日

５月１日

8/ 1～ 8/31

５月１日

６月１日

9/ 1～ 9/30

６月１日

７月１日

10/ 1～10/31

８月１日

11/ 1～11/26

９月１日

連絡先

総務部人事担当
052-798-0180

みどり野会事務局
052-931-4480

＊みどり野会員以外の方は総務部人事担当へご連絡ください。
１．申込受付開始日は、上記の通り、先着順で受け付けます。
（１日が土・日・祝日の場合は、その翌日又は翌々日に順次繰り下がります。）
２．サマーシーズン（７月 15 日～９月 30 日）の期間分については、申込受付開始日 15 時まで
の予約で利用日が重なった場合、抽選とします。ゼミ合宿と重なった場合はゼミ合宿を優
先します。また、ゼミ合宿同士で重なった場合も同様に抽選とします。
３．申込受付締切は、利用日の２日前の 12 時までとします。ただし、11 月 27 日～４月 26 日
の期間のゼミ合宿の申込受付締切は、２週間前の 12 時までとします。
４．申込は、みどり野会員についてはみどり野会事務局へ、それ以外の方は総務部人事担当へ
空室確認の上、申し込んでください。申込書受付後、利用券を発行いたしますので、必ず
スマイスハウスへ持参してください。なお、３歳以下の小人につきましては宿泊は無料で
すが、和室をご利用願います。（食事料金は別途必要となります。）
５．利用日等が確定していない仮の申込は、かたくお断りします。

金城学院軽井沢スマイスハウスの利用案内
◆ 利用取消等
宿泊日前日から起算して７日目にあたる日以降よりキャンセル料が発生いたします。
キャンセル料は以下のとおりになりますのでご注意ください。
【予約取消日】
【キャンセル料】
宿泊日の前日から起算して８日目にあたる日以前

無料

宿泊日の前日から起算して７日目にあたる日以降

利用料金の 30％

宿泊日前日

利用料金の 40％

宿泊日当日

利用料金の 50％

宿泊日当日連絡なし

利用料金の 100％

ただし、食事のみのキャンセルの場合は宿泊日の２日前の正午までとします。
それ以降の食事のキャンセルは食事料金を頂きます。
キャンセル料はお振込にてお支払いいただきます。
その際の振込手数料は、利用者様のご負担となります。
＊キャンセル等連絡先
【平 日】総務部人事担当（9：00～16：45）
【土日祝】スマイスハウス（9：00～16：00）

052-798-0180（代表）
0267-42-4807

◆

利用上の注意
１．スマイスハウス到着の際は、利用券を受付に提出し、入室の許可を受けてください。
利用券を持参しない人及び申込書に記載されていない人は利用できません。
２．利用料金のお支払い（現金のみ）は、チェックアウト時にお願いします。
３．スマイスハウスのチェックインは 14 時から 18 時まで（夕食なし 20 時まで）、チェックア
ウトは 10 時までです。
４．到着がチェックインの時間を過ぎる場合は、必ずスマイスハウス（TEL 0267-42-4807）へ
ご連絡ください。
５．手荷物等の管理上の責任が負えないため、お預かりはいたしません。駅の構内及び軽井沢
町内のコインロッカーをご利用ください。
６．スマイスハウスの門限は 22 時です。それまでにお帰りください。
７．食堂・入浴・ラウンジ等の利用時間は 22 時までとなっております。厳守してください。
８．食事の配膳はしますが、下膳は各自でお願いします。
９．飲食物の持ち込みは自由です。各自で責任を持って管理してください。
10. 宿泊者以外への食事は提供できません。
11． 布団カバー、シーツは各自必ずご使用ください。カバーなしでのご使用はご遠慮ください。
12．大声をあげる等、他の利用者に不快感を与える迷惑行為はしないでください。特に 22 時以
降は話し声などにもご注意いただき、引率の方は学生・生徒を指導してくださいますよう
お願いします。
13．スマイスハウスの建物内は全面禁煙です。喫煙は、所定の場所でお願いします。
また、吸い殻の始末に十分注意してください。
14．ペット等をスマイスハウス内へ入れることは厳禁とします。
15．讃美歌プレーヤーを無料で貸し出します。
16. 学習室にはプロジェクタ、ポータブルスクリーン（80 インチ）を無料で貸し出します。
17. 洗面具、タオル、寝間着はご持参ください。ドライヤーは各部屋に１台設置しています。
18. コピー機は有料でご利用いただけます。
※ 自然災害及び施設使用に支障が生じた場合、臨時休業とする場合があります 。
＜金城学院軽井沢スマイスハウス＞
※緊急時以外、スマイスハウスへの直接の連絡はご遠慮ください。
住所 〒389-0102
長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢 845－１
TEL
0267-42-4807
FAX 0267-42-8348

