
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

このたびは、ロフォス湘南をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 

私どもは、お客様ひとりひとりに、より快適な時間をお過ごしいただけますよう、 

きめ細かなおもてなしを常に心掛けております。 

ご要望やお気付きの点は、お気軽にお申し付けくださいませ。 

                                 総支配人 

 

We would like to take this opportunity to welcome you to LOFOS SHONAN.  

We provide' a variety of personal services in order to full fill your individual needs and 

 adapt to your life style. 

Please do not hesitate to contact us shoud you have any requests or inquires. 

We hope that your stay with us will be a pleasant one. 

General Manager 

 

 

 

 

 

 

 

LOFOS SHONAN 







【サービスのご案内 / General Information】 
 

○ お部屋の鍵 / Room Key 
お部屋のドアは自動ロックとなっております。お出かけの際は必ずカードキーをお持ちください。
お部屋の中の壁に備え付けのカードキーホルダーが、お部屋の電源となっておりますので、在室
中はホルダーにカードキーをお入れください。 
Doors to the room lock automatically. When leaving your room, please bring the card key 
with you. While in your room, please insert the card key into its holder on the wall. This will 
activate the electricity in your room. 

 
○ 現金・貴重品 / Valuables 
現金・貴重品の保管は、クローゼット内に備え付けの金庫をご利用になるか、フロントへお預け
ください。それ以外での現金・貴重品の紛失、盗難などにつきましては、その賠償を致しかねま
すのでご了承ください。 
Please store cash and valuable articles in the safe located in side the closet, or in the Safety 
Deposit Box at the Front Desk. The Hotel shall not be liable for any damages caused by loss 
or theft of valuables not deposited in either. 

 
○ 冷蔵庫 / Refrigerator 
電源スイッチを入れてご使用ください。 
Please turn on the power switch and use it. 

 
○ 自動販売機 / Vending Machine 
各階にジュース・コーラ・ビール等のお飲物、３階には軽食の自動販売機コーナーを設けており
ます。また、４階には自動製氷機のご用意もございます。 
Vending machines for soft drinks and beer are located on each floor. 
Snacks may also be purchased from vending machines on the 3rd Floor, and an ice machine is 
located on the 4th Floor. 

 
○ ルームサービス / Room Service 
ルームサービスは致しておりません。 
We regret that Room Service is not available. 

 
○ モーニングコール / Wake-up Calls 
ナイトテーブルに備え付けの目覚まし時計、もしくは客室電話で設定することができます。 
Wake-up calls can be set on your telephone. 
An alarm clock is also furnished in every room. 

 
○ お洗濯物 / Laundry Service 
備え付けの伝票に必要事項をご記入のうえ、ランドリーバッグに入れてフロントへご用命ください。 
午前１０時までにご依頼いただきましたお品物につきましては、同日午後５時頃に仕上がります。 
日曜日は休ませていただきます。 
Please fill out your laundry slip, and drop off your laundry at the Front Desk. 
Laundry brought in by 10 am. Will be ready around 5 pm. the same day. 
Closed on Sunday.



















お知らせ 

 

夜間の駐車場利用について 

 

防犯の為下記の時間駐車場からの出入りを制限いたします。 

※ 駐車場入口にポールを設置いたします。 

 

時間 24：00～06：00 迄 

 

尚、外出のご予定がある方はフロントへお申し付け下さい。 

 

ロフォス湘南 

総支配人 

 


