
１．ご宿泊対象とさせていただいているワンちゃん猫ちゃん

２．次の場合はご宿泊をお断りさせていただきます

３．ご宿泊中万が一、当店の管理不足により事故などが発生した場合は直ちに適切な対応をした上で、お客様へ
　　ご連絡を致します。但し事故状況によっては責任を負いかねる場合がございますので、予めご了承ください。

４．ご宿泊中に万が一、発病・異常を発見した場合は、お客様にご連絡の上で当店より動物病院へ連絡・診察の
　　処置をとらせていただきます。尚その際は当店管理不足以外での治療費につきましては、お客様のご負担と
　　なります。賠償・損害補償等の責任は負いかねますので予めご了承ください。

５．ご宿泊期間終了後３日以内にご連絡またはお引取りのない場合は、理由の如何に関わらずワンちゃん
　　猫ちゃんの管理を行政に委託させていただきます。その際の費用及び３泊分の費用は全額お客様のご負担
　　になります。

６．上記に明記されていない事項が発生した場合、または条項の解釈について疑義が生じた場合は、お客様と
　　当店との協議によって解決するものとします。従って第三者との話し合いはないものとします。
　

ご利用上の注意

・　ご宿泊中の食餌は、普段ご家庭で与えているものを、１食分ずつ袋に分けてご持参ください。

・　ご宿泊前１年以内に接種した混合ワクチンの証明書を確認させていただきます。証明書のない場合は
　  いかなる理由であってもご宿泊をお断りさせていただきます。

・　ノミ・ダニ等がいる場合お預かりをお断りする場合がございます。

※　上記すべてお読みになり、ご了承頂けましたら下記に記入をお願い致します。

Villa teddy　宿泊約款

　本日は、ペットサロンteddy house内宿泊施設villa teddyをご利用いただき誠に有り難うございます。

　　① 小型犬　　　② 中型犬　　　③ 室内飼いの猫　　　④ 大型犬・超大型犬は応相談 

① ご予約のない場合　② 満室の場合　③ 混合ワクチン未接種の場合　④ 持病のある場合　⑤ 負傷している

　当店ではご宿泊中の安全管理に万全を期しておりますが、万が一の事態に備えて「宿泊約款」をご用意させていただいて
　おります。
　ご宿泊前に下記の条項をお客様にご理解いただいた上で、大切な家族であるワンちゃん猫ちゃんをお預かり致します。

お客様ご署名欄
上記の内容に異存ありません

平成　　　　　年　　　　月　　　　日

住所 〒　　　　　－

　　　場合　⑥ 生後６ヶ月未満の場合　⑦ １２歳以上の場合
※ 上記の条項に該当しない場合であっても当店が宿泊困難と判断した場合はお断りさせて頂きます。

氏名 連絡先

　誠に恐れ入りますが、内容をご確認いただきすべてご了承いただけましたらご署名をお願い致します。

※本文書内容の無断転載・無断使用を固く禁じます。

ペットサロン テディーハウス
〒400-0117 山梨県甲斐市西八幡672　TEL. 055-267-9100　URL. https://teddyhouse.jp/



1, Scope of animals

2, We have to decline to provide our service in case of following situation.

    is not included in above 7 subjects.
3, We urgently take an appropriate action and contact you if some accident happened to your lovely pet due to 
     our carelessness. But we may not take responsibility depending on the accident situation.
     Please kindly understand in advance.
4, During a stay, we inform to you and then ask animal doctor in case any disease or unusual symptoms was 
     found on your lovely pet. All the fee of medical treatment shall be charged to you if the matter was NOT
     based on our carelessness. We cannot take responsibility against damages and compensation.

5, Please inform to us certainly if you cannot pick your lovely pet up within staying period.
   We have to hand over your lovely pet to government agencies if you have NOT contact us more than 72 hours.
   All the expense of above operations and the stay charge for 72 hours shall be paid by you.

6,Troubles except for above chapters and discrepancy of understanding about above terms and conditions 
　 shall be discussed and solved by both parties. Therefore third party cannot involve to our discussion.
　

NOTICE

I : Please bring usual food for your lovely pet which were packed for several one meal portion.

II : Please show a certificate of mixed vaccine which is issued within a year. Without it we have to decline 
    the stay of your lovely pet in any reason.

III : We may decline the stay if fleas or ticks parasitic to your lovely pet.

* Please read above details and make your signature if you accept all the contents.

* We may decline to provide our services if we determine your lovely pet is hard to stay. Even if the situati

Villa teddy　Terms and conditions of accommodation service

Thank you for choosing our accommodation "villa teddy" in inside of pet salon "teddy house" today.

 We always take care of your lovely pets carefully and safety but it is necessary for us to receive your 
  kind agreement with your signature at the time of check-in to avoid any future trouble between us.
 Please kindly read following details of terms and conditions and make signature on below.

   1, Small size dog  2, Middle size dog  3, Indoor breeding cat  4, Large and Super-large dog is to be discus

   1, Without booking  2, Room is fully booked  3, Mixed vaccine not yet performed 4, Having chronic
    5, Injured  6, Less than 6months age 7, More than 12 years old

Name Phone

Your signature
I fully read above terms and conditions and
hereby agree all the contents.

Date:         /           /                 

Address 〒　　　　　－

*Unauthorized reproduction prohibited.

Pet salon Teddy house
678 Nishihachiman, Kai City, Yamanashi Prefecture, 400-0117

TEL. 055-267-9100　URL. https://teddyhouse.jp/


