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◆スポーツカルチャーセンターペアーレでは安心・安全なキャンプ場運営のため、いくつかのルールを定めております。ご利用に際して
は以下に定める規定、禁止事項、注意事項ほか、公序良俗をお守りくださいますようお願いいたします。

❚キャンプ場使用規定
●チェックイン（15 時～19 時）、チェックアウト（～11 時）の時間はお守りください。
●22 時以降は、お静かにお願いいたします。
●芝生内への車両の乗り入れは固くお断りいたします。車両は所定の場所へ駐車してください。
●場内に穴や溝を掘ることは、禁止といたします。
●花火、カラオケ、発電機、およびエンジンをかけての電源使用、オーディオプレーヤー、ラジオ、楽器、その他機械等、騒音により
他のお客様に迷惑となるような行為は禁止です。
●木炭の使用は固くお断りいたします。
●未成年者のご利用に際しては、保護者の方または、成人の責任者の同伴が必要です。
●ペット（盲導犬を除く）の同伴はご遠慮いただいております。
●チェックアウトされる前に区画内のゴミ（タバコ、紙くず、食材等）を確認し、各自お持ち帰りください。やむを得ず持ち帰りできな
い場合はごみ処理料負担金を申し受けます。
●故意に施設の破損を招いたと見られる場合、損害賠償を請求させていただくことがございます。

❚その他お願い・注意事項
●安全管理および施設管理上、好ましくない行為が行われた場合は、ご利用をお断りし退場をお願いすることがございます。キャ
ンプ場内ではスタッフの指示に従ってください。
●場内での盗難、事故等に関しては、責任を負いかねますので十分にご注意ください。
●キャンプ場内から緊急時以外の携帯電話でのお問い合わせはご遠慮ください。
●過度の飲酒にご注意ください。
●ご指定場所以外の使用は固くお断りいたします。
●敷地面積が広く、またその現場に遭遇しなければ直接ご注意できない関係上、スタッフによる管理が行き届かない場合がござい
ます。お客様がマナー違反を見かけた際には、お手数をおかけいたしますがスタッフまでご一報いただきますようお願い申し上げます。
※上記事項の内容をご理解の上、ご利用いただきますようお願いいたします。
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※ご記入いただきました個人情報は法律に基づいた行政機関の要請があった場合を除き
第三者への提供はいたしません。
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TEL 098-947-0111（代表）/098-947-6897（ペアーレ直通）
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◆Sports Culture Center Peare sets some rules to ensure a safe and pleasant camping, we ask for your
cooperation in observing the Terms of Use.

❚Terms of Use
●Campers are allowed to use the campsite from 3pm to 11am of the next morning.
●Please keep the noise level down after 10pm.
●Do not pull your vehicle into the lawn. Please park your vehicle in a designated place.
●It is prohibited to dig a hole or a groove in the campsite.
●we ask your cooperation not to disturb the other guests by making a big noise; such as fireworks, karaoke, audio
players, radio, instruments, generators or using electric power by filling up a car engine and etc.
●Charcoal cannot be used.
●Minors are not able to apply for the campsite by themselves without a responsible adult person.
●We kindly ask you to refrain from bring pets but guide dog.
●Please check your camping area before check-out and bring back your garbage by yourself. If you are not able
to bring it back with you, we accept fees (¥500) for refuse disposal.
●When we recognize the camp facility is damaged on purpose, we may ask for compensation to the guest.

❚Requests and Notes
●In case of unfavorable conduct in safety and facility management, we may refuse to use and ask you to leave.
Please follow the staffs’ instructions at the campsite.
●We cannot assume responsibility for theft and accidents in the campsite.
●We kindly ask to refrain from calling to us by cell phone during camping except emergency.
●Please avoid excessive alcohol.
●It is strictly prohibited to use for activity any other place except in a designated area.
●Because of our site area is huge, and we are able to warn the guest directly, only when we encounter the
situations. We kindly ask your cooperation to inform us, if you happen to see any breach of manners.
*Please enjoy camping with your fully understanding written above.
*We do not provide your personal information and ID copy to a third party except the government agencies’ request based on the law.
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1688 Shinzato Sashiki Nanjo City, Okinawa, Japan 901-1412
TEL 098-947-0111（Hotel）/098-947-6897（Peare）

