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A & A 滞在のご案内

10:00から17:00

チェックイン：10:00から17:00

チェックアウト：12:00
※お部屋へは15時よりご入室いただけます。
※チェックアウトの際はフロントデスクへお立ち寄りいただく必要はございません

フロントとの通話は客室に備え付けのタブレットから、フロントにご連絡ください

夜間の緊急時はフロントまでご連絡ください。

コンシェルジュ営業時間

A & Aではタブレットの通話アプリを使用した内線通話をご用意しております。

ご用の際はフロントボタンを押してご連絡ください。 

コンシェルジュへの内線通話の利用方法について

みなさまにお願い

皆様がご宿泊いただいておりますお部屋周辺は住宅街になります。

周囲には多くの方が生活しておりますので、音量には常に配慮するよう心がけを

お願いします。パーティーや大音量でのテレビの視聴などはお控え下さいますよ

う重ねてお願い申し上げます。A&Aでは、宿泊者以外の方を招いてのパーティー

利用はご遠慮頂いております。

近隣・周囲住民の方へのご配慮のお願い

ヴィラ内はもちろん敷地内は全館禁煙です。ご協力くださいませ。

なお客室内で喫煙された場合、消臭対応にかかった日数分を営業補償代金とし、

チェックイン時にお預かりしましたクレジットカードへ請求をさせていただきます。

全館禁煙

両備タクシー  086-264 -1234
タクシーは、両備タクシーをご利用ください。

下記のヴィラ名と住所をお伝えいただければ、お迎えにあがります。またハイヤー

サービスも手配可能ですので、ご用命の際は直接タクシー会社へお問い合わせく

ださい。玄関正面までお迎えが難しいヴィラもございます。待ち合わせ場所など

に関しては、コンシェルジュまで声をおかけください。

A&Aジョナサンハセガワ：岡山市北区出石町1丁目6番7-1号
A&Aリアムフジ：岡山市北区天神町9番2 -1号

タクシー配車のご用命

フロントデスクにてお荷物お預かりいたします。

※お荷物は、チェックイン日・チェックアウト日のフロント営業時間内のお預かりとなります

※手荷物に関しては当施設の故意または重大な過失がない限り滅失、毀損などの損害

     が生じても責任を負いかねます。

※ フロントデスク、ヴィラ共に宅配便、郵送でのお荷物のご配送・お受け取りはいたし

    かねます。近隣のコンビニエンスストア・郵便局より自身でご配送をお願いします。

お荷物預かりサービス

。

。

。

A & A 客室のご案内

全館で無線Wi -Fiがご利用いただけます。

SSID：aanda-guest
パスワード：aandaguest

A&Aのネットワークに接続してご利用ください。パスワードは全て共通です。

無線Wi-Fi接続について

テンキーロック

扉を閉めるとき

扉を閉じた状態で、お好みの4桁の暗証番号を押し、最後にLOCKボタンを押します 

自動的に鍵がかかります。

扉を開けるとき

指定した暗証番号を押します。もし間違った番号を押した場合はCLEARを押し、再

び正しい暗証番号を入れ直します。

貴重品は必ず金庫に保管ください

冷蔵庫内のお飲み物、お部屋にご用意しているボトルワイン・スナック類は全て無

料でお楽しみいただけます。

ウェルカムワイン・冷蔵庫に関し

A &Aのお部屋のタイプによっては、IHコンロ・調理道具をご用意しております。

全客室にご用意しているカトラリー・食器類とともにご自由にご利用ください。

連泊時やご出発の際は、洗って元の位置に戻す必要はございません。

また調味料は、衛生上ご用意がございませんので、予めご了承ください。 

キッチン・調理器具・カトラリー・食器類に関し

。

室外でドアを開ける

①〔テンキー〕をタッチ
②〔テンキー〕にランダムに数字が点灯するので全ての
    数字を押す
③〔テンキー〕の数字が全て点灯したら暗証番号を入力
    して〔＊〕ボタンを押す

室内でドアを開け閉めする

①〔OPE N / CLOSEボタン〕を押す
②〔サムターン〕を回す

室外でドアを閉める

室内側マグネットセンサーが感知して自動施錠する

室外リーダーの名称 室内ボディの名称

スマートロック解鍵・施錠方法

テンキーランプ消灯 テンキーランプ点灯

テンキーにタッチ

カード
リーダー

テンキー

非常用
電源端子

リセット
ボタン

電池
カバー

G U I D E  T O  S TAY I N G  AT  A & A

From 10:00  to 17:00

Check In : From 10 :00  to 17:00
Check Out : 12 :00
※Access to your lodging is from 15:00
※There is no need for you to call at Reception when you check out.

To contact Reception, please use the tablet provided in your lodging.
In the event of a night-time emergency, please contact Reception.

CONCIERGE BUSINESS HOURS

At A&A internal line calls are made via the calling app installed 
on the tablet. To call, please press the ‘Reception’ button.

CALLLING THE CONCIERGE (INTERNAL LINE)

R E Q U E S T S  T O  A L L  O U R  G U E S T S

The lodging in which you are staying is located in a residential area. 
As many people live in the surrounding area, you are requested to 
always be careful with respect to noise.

You are particularly requested to refrain from holding parties, watch- 
ing TV with the volume turned high, etc. Please refrain from using 
A&A accommodation to hold parties to which persons who are not 
A&A guests are invited.

RESPECTING NEIGHBOURS

All accommodation, including the grounds as well as the villa, is a 
no-smoking area. 

Your cooperation is appreciated. Should any smoking occur indoors,
the credit card tendered at the time of check-in will be charged a 
fee to compensate for business lost, according to the number of 
days it takes to deodorize the property. 

SMOKE-FREE PLICY

Ryobi Tax i 086-264 -1234

For taxi services, please use Ryobi Taxi.
Give the name and address of the lodging as given below to have a 
tax i come to pick you up. Limousine service can also be arranged: 
please contact the taxi company directly. Pick-up at the door is not 
possible at some lodging. Please ask the concierge regarding a pick- 
up point. 

A&A Jonathan Hasegawa: 6-7-1 1-Chome Izushicho, Kita-ku, Okayama
A&A Liam Fuji: 9-2-1 Tenjincho, Kita-ku, Okayama

TO CALL A TAXI

Baggage may be left at Reception.

※ Baggage may be left at Reception dur ing business hours on the day
   of check-in and check-out.

※Other than in the event of wilful or gross negligence, A&A cannot 
   accept any responsibility for damage caused to luggage, including 
   loss or breakage.

※ Pick-up or acceptance of luggage by delivery service or postal 
   service cannot be handled either by Reception or at your villa. 
   Please make your own arrangements at the local convenience 
   store or post office.

BAGGAGE STORAGE SERVICE

A & A  A C C O M M O DAT I O N  G U I D E

Free Wi-Fi is available throughout the building.
SSID：aanda-guest
Password : aandaguest

Use by connecting to the A&A network. The password is the same for all.

FREE WI-FI CONNECTION

NUMERIC KEYPAD LOCK

To Close The Door

With the door shut, enter a 4-digit code number of your choice, and 
then press the LOC K button. The lock will automatically engage.

To Open The Door

Key in your 4-digit code number. Should you happen to press the 
wrong key, press CLEAR and then key in the correct code number. 

STORING VALUABLES IN THE SAFE

The drinks in the refrigerator as well as the wine and snacks set out 
in your room are all complementary. We hope you will enjoy them.

COMPLIMENTARY BOTTLE OF WINE AND DRINKS

Some room types at A&A are provided with an induction heated 
cooking element / cooking equipment. All rooms are provided with 
cutlery and tableware. Please feel free to use them. There is no need 
to wash or return the items to their original position when staying 
more than one night, or when departing. Please note that seasonings 
are not provided, for reasons of hygiene. 

COOKING EQUIPMENT AND CUTLERY

Openning The Door from Outside

①  Touch the keypad keypad.
② The numbers on the keypad light up at random; 
    press each number as it lights up.
③ When all the numbers on the keypad are lit, en- 
    ter the code number and press the ＊.

Opening & Closing the Door from Inside

① Press the Open / Close button. 
② Turn the thumb-turn.

Closing the Door from Outside

The magnetic sensor on the inside of the door 
senses that the door is closed and the lock en- 
gages automatically.

Front Panel (Outside) Front Panel (Inside)

HOW TO LOCK/UNLOCK THE SMARTLOCK

Numeric Keys Not Lit Numeric Keys Lit

Touch the Panel
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