
～ ご利用規約 ～

必読願います。
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バケーションレンタル
マウントビュー那須について

タイプは4つございます。
それぞれバケーションレンタルになりますので
施設・設備のみのレンタルとなります。
※基本 15：00～翌10：00

またホテル・旅館ではないためお帰りの際は
必ずご来場いただいた時と同じ状態に
原状復帰をお願いいたしております。

一棟まるごと貸切りとなるので
他のゲスト様との接触が少なく
自分たちのペースで自由に過ごせるのが
特徴の一つとなっております。
現地の大自然に溶け込みながら
暮らす感覚で旅を満喫する
そんな旅のスタイル
バケーションレンタルをお楽しみください。

■住所
〒325－0115
栃木県那須塩原市百村（もむら）2977－1
※Googleマップで検索する場合は住所ではなく
【バケーションレンタル マウントビュー那須】で検索ください。



■営業時間
チェックイン：15：00
チェックアウト：翌10：00

■HP

https://mv-nasu.com/

■LINE
ID：＠mvnasu

■Facebook
＠mvnasu

■Instagram
mvnasu

https://mv-nasu.com/


料金プランについて①

■一棟貸の料金となります。
4タイプそれぞれ料金が異なります。
またシーズンによっても料金が変わるため
詳細はHPをご確認ください。

https://mv-nasu.com/

■棟ごとに定員があり、定員までは同料金となりま
す。定員を超える場合は追加料金がかかります。
定員追加料金もシーズンによって変わるため
詳細はHPをご確認ください。

■諸経費
宿泊料金以外に諸経費がかかります。
水光熱費・ゴミ処理代・リネン代・清掃費などが含
まれます。
諸経費もシーズンによって変わるため
詳細はHPをご確認ください。

■小学生未満のお子様は完全無料になります。
ただし、寝具などの設備は各棟上限定員数までのご
用意となります。

https://mv-nasu.com/


料金プランについて②

■早割や連泊割はご予約リクエスト後に
追ってメールでご対応させていただきます。
宿泊日30日以前のご予約：10％OFF
2連泊：10％OFF 3連泊以上：20％OFF
7連泊以上：30％OFF 14連泊以上：50％OFF

※各割引の重複はできません。
※トップシーズン（GW、お盆期間、7～8月の週末）は
割引適用外となります。

■代金の支払い時期および方法
お支払のご案内から72時間以内のご決済でご予約が
確定いたします。

■商品の受け渡し時期および方法
ご予約確定後、当日のチェックイン方法などをメー
ルにてご案内させていただきます。

■商品の取扱い条件、解約条件
キャンセル料が発生いたします。
詳細はHPをご確認ください。

https://mv-nasu.com/

■利用代金以外に必要な手数料
銀行振込みの場合はお振込手数料をご負担いただき
ます。

https://mv-nasu.com/


予約について

■HPの予約フォームからご予約ください。

https://mv-nasu.com/

■ご希望日5日前以降のご予約の場合は
一度LINE、Facebook messenger、お電話の
いずれかでお問い合わせください。

■予約リクエスト時点で
ご利用人数が未確定の場合
おおよその想定人数をご入力いただき
備考欄に人数未確定の旨をご記載ください。

■ご利用当日、日帰りのお客様がいらっしゃる場合
日帰り利用とご宿泊利用の
合計人数でご予約ください。

■人数の変更がある場合は、ご利用日5日前までに
ご連絡をお願いします。
※（差額がある場合）お振込みまたはご返金先
指示のご対応をよろしくお願い致します。

■宿泊日当日の人数の追加はできません。
（入室をお断りする場合がございます。）

https://mv-nasu.com/


非対面利用について

■キーボックスを利用した非対面でのチェックイン
/アウトを行うため、コロナ禍での感染リスクも低
く抑えられ安心してご利用いただけます。

■キーボックス利用でのチェックインだからこそ♪
15時以降であればいつでもチェックインできるため
時間を気にせず旅行を楽しめます☆
※21時以降にチェックインや外出をされる場合は
大きな声を出さないなどの近隣へのご配慮をお願い
いたします。



施設レイアウト

タイプ A

タイプ B

屋根付
BBQテラス

屋根付
BBQテラス

入口

入口



施設レイアウト

タイプ D

タイプ E

シャワー

シャワー

洋室



とんかつ

案内図

那須塩原 黒磯



～ゲストさまへお願いしているお約束事項①～

当施設はバケーションレンタルになりますので
建物・付帯設備のみをレンタルさせていただいてお
ります。
※基本 15：00～翌10：00

ホテル・旅館などのサービス提供事業ではないため
ご来場いただきました状態でのご退室をお願いいた
しております。

ゴミはすべて分別し下記のゴミステーションへ捨て
てお帰り下さい。
①燃えるゴミ（生ゴミ、プラスチックなど）
②ビン類
③カン類（潰して捨ててください）
④ペットボトル類（潰して捨ててください）
⑤その他（ガラス、陶磁器など）



～ゲストさまへお願いしているお約束事項②～

ワンちゃんなどペットが遊べるのは屋根付テラスな
ど屋外のみです。ゲージへ入れても屋内は厳禁です。

イスやテーブルなど屋内用の設備を屋外で、また屋
外用の設備を屋内で使用しないでください。

当施設の設備や備品を敷地外へ持ち出さないでくだ
さい。

近隣のご迷惑となってしまいますのでテラスのご利
用は21時（午後9時）までとさせて頂きます。

当バケーションレンタルは原則敷地内火気厳禁とな
ります。特にテラスでの使用はお控えください。
※屋外では蚊取り線香使用と喫煙のみ可能です。

屋内禁煙です。喫煙は屋外でお願いします。
※吸殻はお持ち帰りをお願いします。

設備やインテリア、リモコンなどを壊したり持って
帰ったりしないでください。

ＢＢＱコンロやホットプレートを洗う際は屋外の洗
い場が広いのでお勧めです。
※絶対にお風呂場やシャワー室で洗わないでください。

以上の事をお守りいただけない場合は、利用停止や弁償などが
発生してしまいます。ご協力よろしくお願いします。



～施設利用上の注意事項～

必ずご確認をお願いします。

当施設は

ホテル・旅館などの

サービス提供事業ではないため

ご来場いただきました状態での

ご退室をお願いいたしております。

ゴミはすべて分別し敷地内のゴミス
テーションへ捨ててお帰り下さい。

①燃えるゴミ（生ゴミ、プラスチックなど）

②ビン類

③カン類（潰して捨ててください）

④ペットボトル類（潰して捨ててください）

⑤その他（ガラス、陶磁器など）

ご協力誠にありがとうございます。



カギについて

■チェックイン時
ご利用前日にメールにてお送りする内容を確認の上、
入口扉を開錠してください。

■滞在中
キーボックス内のカギをご利用ください。

■チェックアウト時
窓や扉を全て施錠し入口の扉をキーボックスのカギ
で施錠してください。
※チェックアウト「確認シート」を確認後✓し送付
ください。

キーボックス

タイプ A ＆ B タイプ D ＆ E

※注 鍵穴
タイプ D ＆ E は
サッシ側面



チェックアウトについて

■当施設はホテル・旅館ではないため
お帰りの際は必ずご来場いただいた時と同じ状態に
原状復帰をお願いいたします。
※チェックアウトの際は簡単な清掃とご利用の設備
の原状復帰の上、朝10時までに入口付近にある「確
認シート」を確認後✓しその写真データをお送りく
ださい。

■当施設は現地スタッフやコンシェルジュは配置し
ておりません。

■有料にて12時までのレイトチェックアウトが可能
です。
※1時間当たりご利用料金の10％がプラスでかかり
ます。ご希望のゲスト様はご予約リクエスト時にお
知らせください。



チェックアウト「確認シート」について



確認シートの送付先について



コロナ対策

以下対策をしております。

■清掃時の除菌徹底

■清掃時の換気作業

■お客様用の除菌アルコールの設置

■一棟まるごと貸切り
※他のお客様との接触が少ないので
感染リスクが抑えられます。

■キーボックス利用
※非対面でのチェックイン、チェッ
クアウトです。



ゴミ分別のお願い

ゴミは全て以下5種類に分別し敷地内の
下記ゴミステーションへ捨ててお帰り下さい。

①燃えるゴミ（生ゴミ、プラスチックなど）
※生ゴミはビニール袋などに入れてから燃えるゴミへ入れてください。

②ビン類
③カン類
④ペットボトル類
⑤その他（ガラス、陶磁器など）

ご協力よろしくお願いいたします m(__)m



寝具について
敷布団は通常タイプとマットレスタイプがあり
各棟約半数ずつご準備させていただいております。
その他、枕、掛布団、タオルケットがございます。

■使用前
敷布団、枕には必ずシーツやカバーをセットしてご
使用ください。
※掛布団をご利用される場合はカラダと掛布団の間
にシーツを挟んでご使用ください。
（夏場：7月～9月は掛布団分のシーツは基本準備がございませ
ん。必要なゲスト様は予約時にお申し出ください。）

■使用後
シーツやカバーは外して1階にまとめておいてくだ
さい。使用後の寝具はファブリーズ（入口付近のア
イテムボックスに入ってます）をかけて使用前と同
じ場所へしまってください。
■冬場寒い場合は、カラダと掛布団の上にタオル
ケットを掛けると熱が逃げにくくなります。

次にご利用のゲスト様が気持ちよく使用できるよう
に、ご協力よろしくお願いいたします m(__)m

マットレスタイプ イメージ



お風呂について

給湯器のスイッチはタイプＢのみ室内にございます。
利用前にスイッチを入れてください。
■お風呂の種類
タイプＡ・Ｂ：ユニットバス
タイプＤ・Ｅ：広めのシャワー室
■タオルやシャンプー、リンス、ボディーソープな
どはございません。ご持参ください。
※お忘れの場合、近隣のコンビニやスーパーでお求
めください。（詳細場所はGoogleマップで検索を）

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
当施設は『下野の薬湯』として名高い板室エリアに
ございます。
周辺には日帰り利用できる温泉もあり、ゲスト様に
はぜひ温泉をお楽しみいただきたいという想いから
当施設のお風呂はシンプルな作りとなっております。

周辺のオススメ温泉
・幸乃湯温泉
・グリーングリーン
・加登屋旅館

板室エリアではありませんが
・あかつきの湯

幸乃湯温泉 イメージ

http://www.satinoyu-onsen.com/index.html
http://www.alsok-shiobara.jp/greengreen/html/newstop.html
https://www.itamuro.com/ryokancat/%E5%8A%A0%E7%99%BB%E5%B1%8B%E6%97%85%E9%A4%A8/
http://www.acatsuki.co.jp/shiobara/


キッチンについて

基本的な調理器具や食器はございます。

使用された調理器具や食器は

必ず洗って元の場所へお戻し下さい。
※水けを切ってからしまってください。濡れている
場合はダイニングテーブルの上に出しておいてくだ
さい。

ゴミは必ず分別の上まとめて、お帰りの際に敷地内
のゴミステーションへ捨ててください。
※生ゴミはビニール袋などに入れてから燃えるゴミ
へ入れてください。

残った食材や調味料は必ずお持ち帰りください。

次にご利用のゲスト様が
気持ちよく使用できるように
ご協力よろしくお願いいたします
m(__)m



お持物について

バケーションレンタル マウントビュー那須は
施設・設備のみのレンタルです。
適宜必要なものをお持込みいただけます。
※現地スタッフやコンシェルジュのサービスはござ
いません。

以下、お持込みされると便利なモノの例です。

■洗面関係
歯磨きセット・フェイスタオル・バスタオル・石鹸やシャン
プー、リンス

■調理をする場合
食材・飲み物・調味料・油・サランラップ・アルミホイル・
キッチンペーパー・紙皿・紙コップ・割りばし（食器類も設備
にはございますが、テラスでお食事をされる場合は持込みの割
りばしをご利用ください。）

■その他
パジャマ・ティッシュペーパー・虫除けグッズ・懐中電灯

※当敷地内へのお客様側での火気類（BBQコンロ、七輪、
ランタン等）のお持込みは禁止とさせていただいており
ます。

常にメンテナンスを行っておりますがトイレット
ペーパーなど備え付けの消耗品がなくなった場合は
ゲスト様で調達をお願い致します。



タバコ

屋内禁煙です。
喫煙は屋外でお願いします。

※吸殻はお持ち帰りをお願いします。
※吸殻のポイ捨ても厳禁です。



屋外設備について①

■屋外用ホットプレート

屋内にビニール袋に入って置いてあります。

※トングはキッチン内にあるゴム製トングをご利用
ください。
※たこ焼きをする場合はキッチン内にあるたこ焼き
用ピックをご利用ください。
※網焼き風プレートを利用しない場合は油受けは外
してご利用ください。
※ご利用後のホットプレートは洗って、ビニール袋

に入れない状態で元の場所に置いておいてくだ
さい。

洗う際は屋外の洗い場が広いのでお勧めです。
※絶対にお風呂場では洗わないでください。
※翌朝に洗物をする場合でも、食材などは屋内に入

れてください。野生動物が荒してしまう危険がご
ざいます。



屋外設備について②

■ロゴスＢＢＱグリル（タイプＤ・Ｅのみ）

テラスにたたんでビニール袋に入って
置いてあります。

※トングはキッチン内にあるゴム製トングをご利用
ください。
※ご利用後のロゴスＢＢＱグリルは洗って、ビニー

ル袋に入れない状態でテラスに置いておいてく
ださい。

洗う際は屋外の洗い場が広いのでお勧めです。
※絶対にお風呂場では洗わないでください。
※翌朝に洗物をする場合でも、食材などは屋内に入

れてください。野生動物が荒してしまう危険がご
ざいます。

次にご利用のゲスト様が気持ちよく使用できるよう
に、ご協力よろしくお願いいたします m(__)m



屋外設備について③

■屋外用テーブル
テラスにたたんでビニール袋に入って
置いてあります。
組立ててご利用ください。

ご利用後のテーブルは拭いて、たたまずにその
ままテラスに置いておいてください。

■その他
屋外用のホウキやバケツがございます。
常にメンテナンスを行っておりますがイスの汚れや
クモの巣などが気になった場合はホウキ等ご利用く
ださい。

※テラスはウッドデッキとなっておりま
す。隙間に物を落とすと取るのが難しい
のでご注意ください。

タイプ A ＆ B タイプ D ＆ E



掃除道具

屋内用の掃除道具はお風呂場周辺にまと
めてございます。

ぜひ、ご利用ください。

ご来場いただいた時よりもキレイにして
頂けますと助かります。

キレイにお使いいただいたゲスト様には
素敵な特典があるかもしれませんよ！？
(^o^)



～ Free WiFi ～

全棟にゲスト様専用のFree WiFiがござ
います。

2.4Ｇ、5Ｇがございます。

ネットワーク名やパスワードなど
ご利用前日にメールにてお送りいた
します。



近隣情報

■「板室」をキーワードに付けて
google検索してみてください

・スーパー池上
車で約5分
食材・飲料・炭・虫除けグッズなど

・セブンイレブン 那須塩原木綿畑店
車で約10分
色々ございます

・コメリ 那須高原店
車で約15分
炭・虫除けグッズなど

・ホームセンター カンセキ黒磯店
車で約15分
炭・虫除けグッズなど

・ダイユー若松店
車で約15分
食材・飲料・炭・虫除けグッズなど



駐車場
下記マップを参照の上、次の通り駐車してください。
Ａ：①をご利用ください
Ｂ：②、③をご利用ください
Ｄ：⑤、⑥、⑦をご利用ください
Ｅ：⑧、⑨をご利用ください
※必ず前向き駐車でお願いします。
※駐車場内での盗難、事故等につきましては当施設
では一切の責任を負いません。

AB

DE

ゴミステーション

屋外洗い場

①②

③
④
⑤

⑥⑦

⑧

⑨



虫について
当施設のエリアは自然豊かな地域です。
虫が苦手なゲスト様もいらっしゃるかと思いますの
で普段の清掃時、特に気を付けておりますが
小さな隙間やゲスト様入室の際に侵入してくる虫も
います。

当施設では虫の苦手なゲスト様が少しでも居心地良
くお過ごし頂けるよう以下アイテムを入口付近のア
イテムボックスに準備させていただいております。
※直前のゲスト様が大量に使用した場合など、ごく
たまに切らしている場合もございますがご了承くだ
さい。（他のゲスト様がご厚意でアイテムを置いて
いってくださる場合もございます m(__)m）
※あくまでも施設側で準備させていただくアイテム
は厚意の範囲とお受け止め下さい。

【屋外用】
蚊取り線香
虫コナーズ 玄関用
【屋内用】
ベープ
キンチョール
虫コナーズ アミ戸用

虫の苦手なゲスト様はご自身で虫よけアイテムのご
準備をお願いいたします。

参考アイテム



カメムシについて
当施設のエリアは自然豊かな地域です。
時期により虫の種類は異なるのですが
秋口に特に多いのがカメムシです。
カメムシは刺激を与えると強いニオイを発するため
苦手なゲスト様もいらっしゃるかと思います。

カメムシ対策のポイントをいくつかお知らせいたし
ます。

■侵入経路
・ゲスト様の入室に合わせて侵入してくる
▶扉や窓を開けっぱなしにしない。
▶入室の際に洋服や持ち物をはらう。

▶テラスで食事をする際は屋内の照明を暗く。
・窓の隙間から侵入してくる
▶秋口～冬（9月～11月）の比較的涼しい時期の

特に夕方から夜は網戸の利用を控える。※冬を越す
ために建物へ侵入してきます。

■侵入してきた場合
・たたいたり刺激をあたえるとニオイを発します。
▶入口付近のアイテムボックス内のガムテープで

『つぶさぬよう優しく』貼り付けてそのまま丸めて
ゴミ箱へ。
▶入口付近にある屋内用のホウキとチリトリを利

用して優しく屋外へ逃がす。



施設に関する注意事項
快適なバケーションレンタルライフをお過しいただくため
善良且つ良心的なゲスト様のために失礼を承知の上であえてお願い申し上げます。

▶当施設は一棟貸しタイプのバケーションレンタルです。
▶食材や調味料等はございません。適宜必要なものをお持込みください。
▶使用した「調理器具や食器」などは必ず洗って元の場所に戻してください。
▶施設内は全棟禁煙です。
▶当施設は原則敷地内火気厳禁となります。ゲスト様ご本人や他の人への危害、財産の
損害を未然に防止するためにも厳守願います。特にテラスでの使用はお控えください。
※屋外では蚊取り線香と喫煙のみ可能とさせて頂きます。ただしタバコの吸殻は必ずお
持ち帰りください。お客様の故意または過失などにより損害が発生した場合は、損害賠
償を請求される場合もあります。
▶当敷地内へのお客様側での火気類（BBQコンロ、七輪、ランタン等）のお持込みは禁
止です。
▶花火はゲスト様の管理責任の元で、手持ち花火のみ駐車場エリアで可能です。ただし、
21時までと致します。音の出る花火やロケット花火、打上げ花火などは絶対に使用しな
いでください。周辺には落葉が多く火災の危険性があります。また近隣にお住まいの方
のご迷惑となります。花火をする際は水を張ったバケツを必ずご準備ください。※テラ
ス備え付けのバケツをご利用ください。
▶テラスのご利用は21時（午後9時）までとさせていただきます。
▶大音量での音楽鑑賞など、近隣住民への迷惑行為はしないでください。
▶ご利用者以外の出入りを固く禁じます。
▶未成年者のみの当施設の利用を固くお断りいたします。
▶当施設の設備や備品を敷地外へ持ち出すことを固く禁じます。
▶当施設の設備や備品及び建物、敷地に損害があった場合は、速やかにご連絡ください。
ゲスト様の故意、過失にかかわらずその損害を保証していただきます。連絡のないまま
お帰りになると、次にご利用されるゲスト様に迷惑がかかるばかりでなく、休業補償金
や割増料金などが請求されます。
▶ゴミは指示に従い正しく処理をお願いします。
▶諸経費には光熱費用（電気、ガス、水道）が含まれておりますが、社会通念上常識を
超えた過度の使用があった場合は別途請求させていただきます。
▶当施設内での事故、病気、ケガ、盗難、紛失等が発生しても一切の責任は、負いかね
ます。
▶貴重品の管理におかれましてもゲスト様の責任のもと管理を徹底してください。一切
の責任を負いかねます。
▶当施設のエリア一帯は、大変自然環境豊かな場所であり、それと同時に自然植物およ
び生物も大変多くおります。そのことを踏まえ行動していただければと思います。タバ
コや空き缶などの投げ捨ては絶対にしないでください。
▶世間の常識を守れない方や公序良俗に反する方のご利用は固くお断りします。
▶ゲスト様の違反行為が発覚した場合、利用を停止させていただくと共に、宿泊料金等
は返金はいたしません。また今後の当施設のご利用をお断りさせていただく場合もござ
います。



ペットご同伴に関する注意事項

近年では犬や猫などペットも大切な家族の一員です。
ここではあえてペットと表現いたしております。

▶ご同伴されるペットは、ゲスト様の責任と管理のもとで行動を共にし
てください。万一お連れしたペットの原因による事故、近隣住民への損
害が発生した場合などは、当施設は一切の責任を負いかねます。
▶ご同伴のペットの滞在中のケガ、逃走、死亡事故などが発生しても当
施設は一切の責任を負いかねます。
▶ご同伴のペットはゲージへ入れても屋内利用はできません。駐車場、
屋根付ＢＢＱテラスはＯＫです。
▶生理中、近く生理になるおそれのあるペットはマナーパンツを履くな
どの適切なご配慮をお願いします。
▶必要な予防接収などを確実に済ませてください。
▶闘犬、狩猟などを目的としたワンちゃんは当施設をご利用できません。
▶皮膚疾患その他疾病に伝染しているペットは当施設をご利用できませ
ん。
▶ゲスト様の言いつけを守れず制止のきかないペットは当施設をご利用
できません。
▶マーキング癖のあるペットは当施設をご利用できません。
▶万一テラスでマーキングした場合はすぐに水で流してください。
▶屋外ではご自由に遊ぶことができます。ただし、ゲスト様の監督下に
ないペットの一人遊び、お留守番は絶対におやめください。
▶ゲージ内でのお留守番も屋外でも絶対におやめください。
▶万一ペットに粗相があった場合は、早急なゲスト様の対応をお願いし
ます。またチェックアウトの際には必ずその事実を私共にご報告願いま
す。
▶屋外にウンチなどの放置がないよう確認の徹底をお願いします。
▶万一ペットによる損害（テラス、外壁、室内壁、壁へのひっかき傷、
家具などの汚れ、その他）が生じた場合は実費を請求させていただきま
す。
▶ゲスト様の違反行為が発覚した場合、利用を停止させていただくと共
に、宿泊料金等は返金はいたしません。また今後の当施設のご利用をお
断りさせていただく場合もございます。



設備故障等に伴う免責事項

災害などに伴い下記が故障し、修復がご利用までに
間に合わなかった場合の保証内容になります。

■当施設の負担や返金が発生するケース
▶津波、震災に伴う宿泊不可能と
当方が判断した場合
後日全額返金

※振込手数料：当方にて負担

▶ユニットバス、シャワーの故障
（お湯が出ないなど）
近隣温浴施設（幸乃湯温泉orグリーングリーン）

の利用料を人数分当方にて負担
※ご利用前に必ずスタッフまで故障のご連絡をお願いします。
※一時金の立替をお願いしております。

■当施設の負担や返金が発生しないケース
▶屋外設備の故障・不良
（屋外用ホットプレート/ロゴスＢＢＱグリル/屋外
テーブルや椅子などの故障）
※故障が発生しないよう常にメンテナンスを行っておりますが、
万が一天災などで故障の際は上記事前ご了承を宜しくお願いい
たします。

▶ゲリラ豪雨や想定外の大雨の際のテラス部分の雨
漏り



困ったときは

▶お湯が出なくなった
⇒当施設のスタッフまでご連絡ください。

▶ブレーカーが落ちた
⇒当施設のスタッフまでご連絡ください。

▶病気・ケガをした
⇒菅間（カンマ）記念病院 0287－62－0733
那須赤十字病院 0287－231122
いたむろクリニック 0287－69－0316 など
もしくは119番

▶設備や食器、備品などを破損してしまった
⇒チャックアウトまでに当施設のスタッフまで
ご連絡ください。

緊急避難場所：緊急避難マップを事前にご確認ください。

〒325－0115
栃木県那須塩原市百村（もむら）2977－1

バケーションレンタル
マウントビュー那須



お帰りの際に
衣類やお財布、携帯、充電器などのお忘れ物は
ございませんか。

使用した設備・備品は元の位置へお戻しいただけま
したか。（テラス部分含む）※食器や調理器具は
洗って拭いてからお戻しください。

ゴミは分別し、捨てていただけましたか。

エアコン、換気扇、電気、ガスなどのスイッチはお
切りいただけましたか。

窓を閉めて鍵を施錠していただけましたか。

確認シートをお送りいただけましたか。

またのご利用をお待ちしております(^^)



〒325－0115
栃木県那須塩原市百村（もむら）2977－1

バケーションレンタル
マウントビュー那須

■HP
https://mv-nasu.com/

■LINE
ID：＠mvnasu

■Facebook
＠mvnasu

■Instagram
mvnasu

https://mv-nasu.com/

