
サウナご利用案内
■通常プランにても無料でサウナがご利用頂けます。

■サウナは時間制での一枠ごとのご予約・貸切でのご利用となります。
　※宿泊棟３棟での共用利用となりますので、独占での利用がないようにご協力をお願い
　　いたします。
　※ご予約は一枠のみとし、ご予約の一枠のご利用が終了した後に新たに一枠のご予約を
　　お願いいたします。

■サウナのご予約は、各宿泊棟のチェックインタブレットよりご予約頂きます。
　※ご予約後、使用されない場合は、ご予約のキャンセルを必ず行って下さい。

■ご予約・利用の枠（時間帯）は、下記となります。
  ① 06：00 A.M. ～ 07：20 A.M.　　② 07：30 A.M. ～ 08：50 A.M.　　③ 09：00 A.M. ～ 10：20 P.M.

  ④ 10：30 P.M. ～ 11：50 P.M.　　⑤ 13：00 P.M. ～ 02：20 P.M.　　⑥ 02：30 P.M. ～ 03：50 P.M.

  ⑦ 04：00 P.M. ～ 05：20 P.M.　　⑧ 05：30 P.M. ～ 06：50 P.M.　　⑨ 07：00 P.M. ～ 08：20 P.M.

  ⑩ 08：30 P.M. ～ 09：50 P.M.

■悪天候の場合など、速やかにご利用を中止して下さい。

■サウナのご利用は２名様以上でご利用下さい。
　※お子様のみでのご利用は禁止しております。

■サウナご利用時は必ず水着を着用して下さい。

■ご利用時間の終了１０分前には、サウナ室内など清掃を行って下さい。

■ご利用時間を必ずお守り下さい。

■サウナストーブは、「電気式」のストーブがご利用頂けます。
　※「薪式」ストーブはご利用いただけません。。

■万一事故等が発生した場合、当施設では一切の責任を負いかねます。
　お客様の自己責任の元、上記内容を同意された上でご利用下さい。

■ルールを必ず守り、ご利用下さい。

ご質問などは「ワットリゾート ひだいちのみやの件」とお伝えください。
接客中はお電話に出られないことがございます。あらかじめご了承くださいませ。

TEL 0577-57-5570 〈ワットホテル飛騨高山直通〉



SAUNA USAGE GUIDE
■You can use the sauna for free even with the regular plan.
■The sauna can be used by reservation or charter for each frame on a 
　time system.
　※Since it will be shared use in 3 accommodation buildings, please cooperate so that 
　　there is no exclusive use.
　※Please make a reservation for one slot only, and make a new reservation for 
　　one slot after the reserved slot has been used.

■Reservations for the sauna can be made from the check-in tablet in 
　each lodging building.
　※After making a reservation, if you do not want to use it, please be sure to cancel the 
　　reservation.

■Reservation and use frames (time slots) are as follows.
  ① 06：00 A.M. ～ 07：20 A.M.　　② 07：30 A.M. ～ 08：50 A.M.　　③ 09：00 A.M. ～ 10：20 P.M.

  ④ 10：30 P.M. ～ 11：50 P.M.　　⑤ 13：00 P.M. ～ 02：20 P.M.　　⑥ 02：30 P.M. ～ 03：50 P.M.

  ⑦ 04：00 P.M. ～ 05：20 P.M.　　⑧ 05：30 P.M. ～ 06：50 P.M.　　⑨ 07：00 P.M. ～ 08：20 P.M.

  ⑩ 08：30 P.M. ～ 09：50 P.M.

■In case of bad weather, please stop using it immediately.
■Please use the sauna with a minimum of 2 people.
　※Use by children is prohibited.

■Please be sure to wear a swimsuit when using the sauna.
■Please clean the sauna room 10 minutes before the end of the usage time.
■Please be sure to observe the usage time.。

■You can use an electric stove for the sauna stove.
　※"Wood-burning" stoves cannot be used.。

■In the unlikely event that an accident occurs, the facility will not be 
　held responsible.
　Please use it after agreeing to the above contents based on the customer's 
　self-responsibility.
■Please be sure to follow the rules and use it.

If you have any questions, please tell "Wat Resort Hidaichinomiya".
We may not be able to answer the phone while waiting on customers. 
Thank you for your understanding.

TEL 0577-57-5570 〈WAT HOTEL & SPA HIDA TAKAYAMA〉


