
 

＜ホテルインフォメーション＞ 

＜酒店資訊＞ 

＜酒店资讯＞ 

 

 

1－1 「チェックイン 15：00」  「チェックアウト 10：00」  

・早朝のチェックアウトのお客様は、チェックイン時にご精算をお願いしております。 

・お部屋から出られる際は必ず施錠してルームキーをフロントにご持参ください。 

1－1 「入住 15：00」「退房 10：00」  

・預定於早上退房的住客，請於入住時繳交所需費用。 

・離開客房時請務必關好房門，並把門匙存放於服務台保管。 

1－1 「入住 15：00」「退房 10：00」  

・预定於早上退房的住客，请於入住时缴交所需费用。 

・离开客房时请务必关好房门，并把门匙存放於服务台保管。 

 

1－2 「フロント業務」は夜 22：00まで。 

ＰＭ10:00〜ＡＭ8:00 の間はスタッフ不在 

1－2 「服務台業務」到晚上 22：00為止。 

PM10:00‐AM8:00 的時間內沒有員工駐守。 

1－2 「服务台业务」到晚上 22：00 为止。 

PM10:00‐AM 8:00 的时间内没有员工驻守。 

 

 



1－3 「夜間緊急連絡先 090-8707-4059(タツグチ)」又は「警察 110」「救急 119」 

1－3 「晚間緊急聯絡電話 090-8707-4059 (Tatsuguchi)」或「警察 110」「緊急求救 119」 

1－3 「晚间紧急联络电话 090-8707-4059 (Tatsuguchi)」或「警察 110」「紧急求救 119」 

 

1－4 「フロント貸出し品」 爪切り/アイロン/アイロン台/スマートフォン充電器など 

1－4 「服務台可供借用備品」 指甲鉗/熨斗/熨衣板/智能電話充電器等。 

1－4 「服务台可供借用备品」 指甲钳/熨斗/熨衣板/智能电话充电器等。 

 

1－5 「コピー、FAX」をご希望の方はフロントにお申し付けください(有料)。 

1－5 「復印，FAX」有需要的住客請向服務台查詢(需要收費)。 

1－5 「复印，FAX」有需要的住客请向服务台查询(需要收费)。 

 

1－6 「宅急便やタクシー」はフロントにお申し付けください。由布院駅までタクシー約 5

分(640円～)。 

1－6 「運輸服務或計程車」有需要的住客請向服務台查詢。乘坐計程車到由布院車站約 5

分鐘(640日圓～)。 

1－6 「运输服务或计程车」有需要的住客请向服务台查询。乘坐计程车到由布院车站约 5

分钟(640 日圆～)。 

 

1－7 「館内は禁煙（102号室を除く）」となっています。喫煙の方は２Ｆバルコニーとラ

ウンジ外の喫煙コーナーをご利用ください。 

1－7 「本酒店是全面禁煙（102號室除外）」吸煙的住客請利用 2樓陽台或設於休息室外的

吸煙區。 

1－7 「本酒店是全面禁烟（102 号室除外）」吸烟的住客请利用 2 楼阳台或设於休息室外的

吸烟区。 

 

1－8 「ランドリー」は内風呂の前室にあるのでご利用ください。洗剤と柔軟剤を御用意

しております。 

1－8 「洗衣房」設於浴場的前方，請隨便使用。附有洗衣粉及柔順劑。 

1－8 「洗衣房」设於浴场的前方，请随便使用。附有洗衣粉及柔顺剂。 

 

1－９ 「湯布院グルメ＆お散歩ルートマップ」を御用意しているのでお出かけの際はご利

用ください 

1－9 預備了「湯布院美食＆觀光路線圖」，外出時歡迎索取使用。 

1－9 预备了「汤布院美食＆观光路线图」，外出时欢迎索取使用。 

 



 

＜お部屋について＞ 

＜有關客房＞ 

＜有关客房＞ 

 

 

2－1 「貴重品」はご自分でお持ちいただくようお願い致します。紛失、盗難などの事故

につきましては、当館では責任を負いかねます。 

2－1    請住客各自妥善保管自身的「貴重物品」。如有任何失竊，盜難等的事件發生，本酒

店恕不負責。 

2－1    请住客各自妥善保管自身的「贵重物品」。如有任何失窃，盗难等的事件发生，本酒

店恕不负责。 

 

2－2 「エアコン（冷暖房）」がお部屋にございますのでリモコンで 22－26℃に調節して

下さい。 

2－2 各客房內備有「冷暖氣設備」，請以搖控調節適中溫度 22℃‐26℃。 

2－2 各客房内备有「冷暖气设备」，请以摇控调节适中温度 22℃‐26℃。 

 

2－3 「冷蔵庫」をご利用の方はコンセントをさしてご利用ください。 

2－3 如要使用「冰箱」，請住客自行插上電源插座使用。 

2－3 如要使用「冰箱」，请住客自行插上电源插座使用。 

 

2－4 「水道水」はお飲みいただけます。 

2－4 「自來水」可直接飲用。 

2－4 「自来水」可直接饮用。 

 

 



2－5 「和室のお布団」は御自分でひいて頂いております。 

2－5 請住客自行拉出「和室的被褥」使用。 

2－5 请住客自行拉出「和室的被褥」使用。 

 

2－6 「部屋着」お部屋や館内は浴衣、草履でお気軽にお過ごしください。 

  寒い場合は、お部屋に羽織がありますのでご利用ください。 

2－6 「室內便服」住客可穿上浴衣和拖鞋在客房或酒店內活動。 

如感到寒冷，在客房內備有外褂，請隨便使用。 

2－6 「室内便服」住客可穿上浴衣和拖鞋在客房或酒店内活动。 

如感到寒冷，在客房内备有外褂，请随便使用。 

 

2－7 「フリーノート」をテーブルの上にご用意しています。旅の思い出や、当館の感想

を綴ってください。 

2－7 在客房枱上備有「筆記本」。住客可隨意寫下旅途的回憶或對本酒店的感想和意見。 

2－7 在客房枱上备有「笔记本」。住客可随意写下旅途的回忆或对本酒店的感想和意见。 

            

 

 

＜お食事について＞ 

＜有關餐飲＞ 

＜有关餐饮＞ 

 

3－1 「朝食付き」のお客様は、ご希望時間をスタッフにお知らせください。 

ラウンジ、又はお部屋でお召し上がりいただけます。 

3－1 「附設早餐」的住客請通知服務員希望的用餐時間。 

亦可於休息室或客房內用餐。 

3－1 「附设早餐」的住客请通知服务员希望的用餐时间。 

亦可於休息室或客房内用餐。 

 



 

 

3－2 「夕食＆昼食」は湯布院グルメ＆お散歩ルートマップを参考にしてください。ご予

約も承ります。 

3－2 「晚餐＆午餐」請參考湯布院美食＆觀光路線圖。如有需要酒店可為住客預約。 

3－2 「晚餐＆午餐」请参考汤布院美食＆观光路线图。如有需要酒店可为住客预约。 

 

3－3 当館の「オープンキッチン」は持ち込み料金は無料でご自由にご利用いただけます。 

3－3   住客可自備食材，自由使用本酒店的「開放式廚房」。費用全免。 

3－3   住客可自备食材，自由使用本酒店的「开放式厨房」。费用全免。 

 

3－4 バルコニーにて「バーベキュー」も可能です。 

3－4 亦可於陽台「燒烤」。 

3－4 亦可於阳台「烧烤」。 

 

3－5 夜は「カップ麺無料サービス（期間限定）」をご利用ください。 

3－5 晩上提供「免費杯麵（期間限定）」，歡迎各位住客利用。 

3－5 晩上提供「免费杯面（期间限定）」，欢迎各位住客利用。 

 

 

 



＜オープンキッチンのご案内＞ 

＜開放式廚房指南＞＜开放式厨房指南＞ 

 

4－1 「キッチン」はご自由にお使いいただけます。 

4－1 「廚房」供住客自由使用。 

4－1 「厨房」供住客自由使用。 

 

4－2 「無料貸し出し品」 炊飯器、トースター、オーブンレンジ、電子レンジ、湯沸か

しポット、ホットプレート、鍋、フライパン、IHコンロ、食洗器、トレイ、各種食器、割

り箸、コーヒーカップ、グラス 

4－2 「免費借用備品」飯煲，烤箱，焗爐，微波爐，電熱水爐，電烤盤，鍋，煎鍋，lH電

磁爐，洗碗盤機，托盤，各種食器，方便筷，咖啡杯，水杯。 

4－2 「免费借用备品」饭煲，烤箱，焗炉，微波炉，电热水炉，电烤盘，锅，煎锅，lH 电

磁炉，洗碗盘机，托盘，各种食器，方便筷，咖啡杯，水杯。 

 

4－3 「調味料」塩、胡椒、砂糖、油、醤油、本だし、ガーリックパウダー、ケチャップ、

マヨネーズを常備しております。 

4－3 常備有「調味料」，如塩，胡椒粉，砂糖，油，豉油，日式湯汁，香蒜調味粉，蕃茄醤，

蛋黃醤。 

4－3 常备有「调味料」，如塩，胡椒粉，砂糖，油，豉油，日式汤汁，香蒜调味粉，蕃茄醤，

蛋黄醤。 

 

4－4 「食材調達」はグルメシティー（ダイエー）又はＡコープをご利用ください。 

営業時間 AM8：00～PM11：00 

4－4 「自備食材」可到附近超市 Gourmet City（Daiei）或 A-coop。 

營業時間 AM8：00‐PM11：00 

4－4 「自备食材」可到附近超市 Gourmet City（Daiei）或 A-coop。 

营业时间 AM8：00‐PM11：00 



＜インターネットについて＞ 

＜有關互聯網＞ 

＜有关互联网＞ 

 

5－1 当館は「Wi-Fi完備」です 

 「ID」TABI-Guest-11ac  or  TABI-Guest-11bgn 

  「PW」 tabinokura 

5－1 本酒店備有「Wi-Fi」。 

 「ID」TABI-Guest-11ac  or  TABI-Guest-11bgn 

  「PW」 tabinokura 

5－1 本酒店备有「Wi-Fi」。 

 「ID」TABI-Guest-11ac  or  TABI-Guest-11bgn 

  「PW」 tabinokura 

 

5－2 「有線 LAN」ご利用いただけます。フロントにてケーブルを貸出ししております。 

5－2 可利用「有線 LAN」。住客可向服務台查詢借用網纜。 

5－2 可利用「有线 LAN」。住客可向服务台查询借用网缆。 

 

5－3 「お客様用無料パソコン」が１Ｆラウンジにございます。 

5－3 於 1樓休息室內設有「供客戶使用的電腦（免費）」。 

5－3 於 1楼休息室内设有「供客户使用的电脑（免费）」。 

 

5－4 「当館ホームページサイト」  http://www.tabinokura.asia/ 

「当館フェースブックサイト」  https://www.facebook.com/tabinokura 

「当館インスターグラムサイト」 https://instagram.com/tabinokura/  

5－4 「本酒店網站」  http://www.tabinokura.asia/ 

「本酒店 Facebook網頁」  https://www.facebook.com/tabinokura 

「本酒店 Instagram網頁」 https://instagram.com/tabinokura/ 

5－4 「本酒店网站」  http://www.tabinokura.asia/ 

「本酒店 Facebook网页」  https://www.facebook.com/tabinokura 

「本酒店 Instagram网页」 https://instagram.com/tabinokura/  
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https://instagram.com/tabinokura/
http://www.tabinokura.asia/
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https://instagram.com/tabinokura/


＜ラウンジのご案内＞ 

＜休息室指南＞ 

＜休息室指南＞ 

 

6－1 「ラウンジ」では、ビリヤード、ダーツ、ジュークボックス(3曲 100円)や、レコー

ド、懐かしの雑誌、各種ゲームとミニ BAR、オープンキッチンをご自由にご利用いただけ

ます。 

6－1 「休息室」內，備有卓球，飛磦，・點唱機 (3曲 100日圓)，唱片，懷舊雜誌，各種遊

戲，小型酒吧，開放式廚房可供自由使用。 

6－1 「休息室」内，备有卓球，飞磦，点唱机 (3 曲 100 日圆)，唱片，怀旧杂志，各种游

戏，小型酒吧，开放式厨房可供自由使用。 

 

6－2 「ミニ BAR」では、ウェルカムドリンクとして、コーヒー・お茶・紅茶一杯無料と

なっております。二杯目からは 100円、その他にも、缶ビール、サイダー、焼酎、日本酒、

ウイスキー等も有料でございます(セルフサービス)。 

6－2 在「小型酒吧」內，每位住客附送一杯咖啡，茶或紅茶作為歡迎飲料。 

第二杯起是 100日圓一杯。其他還有售賣罐裝啤酒，梳打水，燒酒，日本酒及威士忌等(自取

服務）。 

6－2 在「小型酒吧」内，每位住客附送一杯咖啡，茶或红茶作为欢迎饮料。 

第二杯起是 100 日圆一杯。其他还有售卖罐装啤酒，梳打水，烧酒，日本酒及威士忌等(自取

服务）。 

 

6－3 「利用時間」ご利用は原則 23：00 までとさせていただきます。ジュークボックス、

レコードは原則 22：00までとします。お休みのお客様もいらっしゃいますので深夜のご利

用の際はご配慮ください。 

6－3 有關「利用時間」。原則上到晩上 23：00 為止。点唱机及唱片到晚上 22：00 為止。

為顧及其他住客，請勿於深夜時段使用。 

6－3 有关「利用时间」。原则上到晩上 23：00 为止。点唱机及唱片到晚上 22：00 为止。

为顾及其他住客，请勿於深夜时段使用。 



＜レンタサイクルのご案内＞ 

＜借用單車指南＞ 

＜借用单车指南＞ 

 

7－1 当館にはレンタル自転車を御用意しておりますが数に限りがございます。 

1日 300円で貸し出しておりますのでご利用のお客様はフロントまでお申し付けください。 

7－1 本酒店備有可供借用的單車，但數量有限。租借費用為 1 日 300 日圓。有需要的住客

請向服務台查詢。 

7－1 本酒店备有可供借用的单车，但数量有限。租借费用为 1 日 300 日圆。有需要的住客

请向服务台查询。 

 

7－2 自転車をご利用の際の事故は、当館では責任を負いかねますので予めご了承くださ

い。 

7－2 使用單車時，如發生任何意外或事故，本酒店恕不負責。敬請留意。 

7－2 使用单车时，如发生任何意外或事故，本酒店恕不负责。敬请留意。 

 

 

 

 

 

 



＜温泉のご案内＞ 

＜溫泉指南＞ 

＜温泉指南＞ 

 

 

 

8－1 当館には「2つの貸切タイプの内湯」と屋外に貸切タイプの「寝湯露天風呂（寝なが

ら入る）」が一つあります。泉質は単純温泉です。効能は神経/リウマチ/腰痛/五十肩/冷え性

/打ち身/疲労回復など 

8－1 本酒店內設有「2個包間形式的浴池」及於屋外的包間形式「寝湯露天浴池（躺臥著浸

浴）」。泉質是單純溫泉。對神經痛／關節痛／腰痛／肩周炎／手腳冰冷／跌打損傷／消除疲

勞等有功效。 

8－1 本酒店内设有「2 个包间形式的浴池」及於屋外的包间形式「寝汤露天浴池（躺卧着浸

浴）」。泉质是单纯温泉。对神经痛／关节痛／腰痛／肩周炎／手脚冰冷／跌打损伤／消除疲

劳等有功效。 

 

8－2 お風呂は「源泉かけ流し」となっています。温度計が常備されているので、38－44

度の範囲で水及びお湯で調整をお願いします。 

8－2 本酒店的浴池是源泉湧出的天然溫泉。常備有溫度計，請住客使用前以水或溫水調節

水溫到 38度‐44度。 

8－2 本酒店的浴池是源泉涌出的天然温泉。常备有温度计，请住客使用前以水或温水调节

水温到 38 度‐44 度。 

 

8－3 お風呂はそれぞれ「貸切タイプ」なので施錠してお入りください。フロントにて空

き状況をご確認の上、1時間以内でご利用お願いします。 

8－3 因各浴池是包間形式的，請住客關門上鎖，然後內進使用。使用前請到服務台確認預



留情況，利用時間約為 1小時。 

8－3 因各浴池是包间形式的，请住客关门上锁，然后内进使用。使用前请到服务台确认预

留情况，利用时间约为 1 小时。 

 

8－4 ご利用の際は、客室に御用意しております「バスタオル、フェイスタオルとアメニ

ティ」をお持ちください。 

8－4 使用浴池時請攜帶準備好於客房內的「浴巾，臉巾及備品」。 

8－4 使用浴池时请携带准备好於客房内的「浴巾，脸巾及备品」。 

 

8－5 お風呂の「ご利用時間」は 17：00～22：00 朝は 6：00～8：00  

8－5 浴池的「開放時間」是 17：00‐22：00 早上 6：00‐8：00  

8－5 浴池的「开放时间」是 17：00‐22：00 早上 6：00‐8：00  

 

8－6 「寝湯露天風呂」は 3名様以上となっているので、2名以下や平日はご利用できない

場合があります。詳しくはフロントにお尋ねください。 

8－6 「寝湯露天浴池」可供 3 位以上的住客使用。如是 2 位以下住客或平日的情況下有機

會不能使用。請向服務台查詢詳情。 

8－6 「寝汤露天浴池」可供 3 位以上的住客使用。如是 2 位以下住客或平日的情况下有机

会不能使用。请向服务台查询详情。 

 

 

 

 

 

 



＜バーベキューのご案内＞ 

＜燒烤指南＞ 

＜烧烤指南＞ 

 

9－1 「2Fバルコニー」にてバーベキューが出来ます。スタッフまでお申し付けください。 

・バーベキュー内容 バーべキュー器具、網、鉄板、着火剤、バーナー、 

炭、炭ばさみ、トング、テーブル、椅子、お皿やコップ、はし、おしぼり等も準備しております。（レン

タル代 一式 540円） 

9－1 住客可於「2F陽台」燒烤。請向服務台查詢。 

・燒烤内容 燒烤用具，網，鐵板，着火劑，噴燒器，炭，炭鉗，夾鉗，餐枱，椅子，碟子，

杯子，筷子，濕毛巾等（借用費 一式 540日圓） 

9－1 住客可於「2F 阳台」烧烤。请向服务台查询。 

・烧烤内容 烧烤用具，网，铁板，着火剂，喷烧器，炭，炭钳，夹钳，餐枱，椅子，碟子，

杯子，筷子，湿毛巾等（借用费 一式 540 日圆） 

 

9－2 「バーベキュープラン」ご利用のお客様は料金不要です。 

9－2 預約「燒烤方䅁」的住客是費用全免。 

9－2 预约「烧烤方䅁」的住客是费用全免。 

 

9－3 「ご利用は 21：00まで」とさせていただきます。中に煙が入りますので扉は必ずお

閉めください。 

9－3 「利用時間到 21：00為止」因燒烤的煙霧會飄進館內，請關閉窗戶。 

9－3 「利用时间到 21：00 为止」因烧烤的烟雾会飘进馆内，请关闭窗户。 

 

9－4 「火の取り扱い」には十分注意してください。 

9－4 「小心火種」，注意安全。 

9－4 「小心火种」，注意安全。 

     



１０ ＜その他＞ 

１０ ＜其他＞ 

１０ ＜其他＞ 

 

この度は、湯布院ロッジ旅の蔵にご宿泊頂き誠に有難うございました。湯布院での旅はいかがで

したでしょうか？ 

非常感謝這次入住湯布院小屋 旅之蔵。在湯布院的旅程感到滿意嗎? 

非常感谢这次入住汤布院小屋 旅之蔵。在汤布院的旅程感到满意吗? 

 

お時間がある時で構いませんので、当館にご宿泊頂いた感想や、気づいたこと、改善すべき点な

どを、ご帰宅後、今回ご予約頂いたインターネット予約サイトの口コミ投稿から、お知らせいた

だけると嬉しく思います。 

住客回國後若有時間的話，希望能透過預約網站對本酒店作出評價，把這次入住本酒店的感

想，意見或需改善的地方等告訴我們，將深表感謝。 

住客回国后若有时间的话，希望能透过预约网站对本酒店作出评价，把这次入住本酒店的感

想，意见或需改善的地方等告诉我们，将深表感谢。 

 

お客様からのお言葉が、私たちの力になりますし湯布院ロッジ旅の蔵がもっとお客様に寄り添う

宿になるためのヒントになります！『また来たい』と思っていただける宿を目指しております。 

住客的每一個意見對我們都非常重要，因可提供啟示讓我們多加改進，使湯布院小屋 旅之蔵

成為客戶喜愛的酒店!期望每位住客在本酒店都有賓至如歸的感覺。 

住客的每一个意见对我们都非常重要，因可提供启示让我们多加改进，使汤布院小屋 旅之蔵

成为客户喜爱的酒店!期望每位住客在本酒店都有宾至如归的感觉。 

 

お力添え頂けると大変うれしく思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

またお会いできますことを心より願っております。お気をつけていってらっしゃいませ！ 

如能得到各位住客的意見及指導，深感榮幸。請多多關照。 

希望將來能再為大家服務。敬祝旅途安全愉快！ 

如能得到各位住客的意见及指导，深感荣幸。请多多关照。 

希望将来能再为大家服务。敬祝旅途安全愉快！ 

 

                 湯布院ロッジ旅の蔵 スタッフ一同 

                 湯布院小屋 旅之蔵 全體員工敬上 

                 汤布院小屋 旅之蔵 全体员工敬上 

 

 



           １１ ＜フェースブック「いいね!」のお願い＞ 

           １１＜Facebook網頁按「Like」＞ 

１１＜Facebook网页按「Like」＞ 

 

湯布院ロッジ旅の蔵にご宿泊頂き誠に有難うございました。旅の蔵からのお知らせです。 

ご宿泊中の旅の蔵のフェースブックページに「いいね!」して頂いたお客様に、ささやかなが

らプレゼントを御用意しております。 画面をフロントにご提示ください。 

非常感謝這次入住湯布院小屋 旅之蔵。這是本酒店的告示。 

於湯布院小屋 旅之蔵 Facebook 網頁按「Like」的住客，將會獲贈一份小小的記念品。請

向服務台出示有關畫面。 

非常感谢这次入住汤布院小屋 旅之蔵。这是本酒店的告示。 

於汤布院小屋 旅之蔵 Facebook 网页按「Like」的住客，将会获赠一份小小的记念品。请

向服务台出示有关画面。 

 

URL：https://www.facebook.com/tabinokura  

 

 

 


