
 

 

研修ご利用団体様 

 

 

お願い： 本ご利用案内は団体代表者様もしくは主催者様向けの標準的な「総合ご案内」となって

おりますので、ご参加の皆様に配布の際には、一部ご案内の削除および特定情報の追加等、編

集が必要となる場合もございます。 

 British Hills 

 E-mail: hills@kifl.ac.jp 

 URL: http://www.british-hills.co.jp 

 東京事務所 TEL： 03-3258-5847 

 British Hills現地 TEL： 0248-85-1313 

 

 

 

ブリティッシュヒルズご利 用 案 内 
 

 

企業研修ご利用に向けて、下記のとおりご案内申し上げます。 

 

 人数のご変更  

 ご出発までの人数のご変更は、別紙「人数変更に伴う取消料規定」によります。 

なお、当日の変更は、集合時等確認がとれ次第、お早めに現地までお電話にてお知らせください。

（British Hills現地 TEL： 0248-85-1313） 

 

 お部屋番号  

 お部屋番号は原則として当方にお任せください。なお、研修団体様でお部屋割りが事前に必要

な場合には、担当よりお部屋番号表を代表者様宛にお送りいたします。ご出発 10 日前までに、お

名前（ローマ字）を記入の上ご提出いただきます。 

■ ドミトリーをご希望された場合でもお部屋割の都合上スタンダードルームにアップグレードして

ご利用いただくこともあります。毎回の同様対応はお約束致しかねます。次回への申し送りの際

ご注意願います。 

 

 レッスン受講ご希望の場合  

 グループでレッスンを受講される場合には、レッスンごとに受講者数の事前提出が必要となります。

担当より内容をお打合せの上、「グループ・リスト」および必要に応じて「グループ・ディテールズ（英

語学習歴、年齢構成、レベル等に関する事前お届け）」を代表者様宛にお送り致します。 

 

 周辺提携施設ご利用希望の場合  

 周辺施設のご利用も当方にてお手配いたします。ゴルフ場「白河メドウゴルフ倶楽部」、スキー場

「グランディ羽鳥湖スキーリゾート」、日帰り入浴＆和食「星野屋別館」、露天風呂＆アウトドア･リゾ

ート「レジーナの森」、「大内宿＆塔のへつりツアー」（観光タクシーご利用）等、ご希望の場合には、

事前に担当までお申し付けください。別途資料をご用意しております。 



 バス等のご案内  

１）送迎バスご利用の場合 

 JR 新白河駅西口（高原口）にブリティッシュヒルズのバスが停車しております。直接バスまでご集

合下さい。バスは定刻発車が基本ですので、定刻 5 分前にはご着席くださいますようお願い致しま

す。新白河駅からブリティッシュヒルズまでは約 40 分（冬季 1 時間）かかります。お手洗いを済まさ

れてからご乗車ください。 

※送迎バス利用は往復とも「完全予約制」です。原則として団体様でも他のお客様とご一緒 

となります。なお、ご予約のお客様が全員お揃いになりました場合には、定刻前であっても 

発車とさせていただきます。 

 

２）団体貸切りバスもしくは自家用車ご利用の場合 

 代表者の方は、白河インターチェンジもしくはその前の休憩場所より、現地ホテルまで位置確認

のお電話をください。（British Hills現地 TEL： 0248-85-1313） 

当方でお迎えの準備を致します。また、ご予約のお時間と 30 分以上の差が生じる場合には、調整

のご相談が必要となる場合がございます。早遅によらず、必ずご一報いただけますようにご協力お

願い致します。 

※駐車場は無料にてご利用できます。一旦、マナーハウス前までお乗り入れいただき、レセ 

プションまでお越しください。移動先のご案内をさせていただきます。バス乗務員様ご宿泊 

のためのチェックインについてもレセプションにて承ります。 

 

 ご到着時のご案内  

 マナーハウス正面階段下、コートヤード中央（シェイクスピア像）付近にて降車いただきます。玄

関口にてスタッフがお迎え致します。ご自身のお荷物はすべてお持ちになり、スタッフの誘導に従

ってください。 

 

 館内の施設については、到着後のオリエンテーションにてご案内いたします。 

また、ご到着時にはレセプションもしくは別室でのオリエンテーションにて、館内マップをもとに詳し

くご説明いたします。 

 

お荷物について（宅急便のご利用） 

事前にお荷物をブリティッシュヒルズへ宅急便で送付されることも可能です。その際は、下記 

の住所宛てにご送付ください。 

※ご注意： 

① 宛先は「ブリティッシュヒルズ レセプション気付」と明記してください。 

② 宅急便の伝票の「品名･記事」の欄に、 

 『○月○日到着   団体名：「○○○○」』と明記していただけますようお願いします。 

 

 

 

 

お帰りの際に宅急便をご利用の場合には、「着払い」にてレセプションで承ります。 

なお、団体内で 20個以上のお荷物をご送付の際には、必ず営業担当に事前にお知らせくだ 

さい。お荷物の保管場所・お受け渡しのご相談が必要となります。 

〒962-0622  福島県岩瀬郡天栄村大字田良尾字芝草 1-8 

ブリティッシュヒルズ レセプション気付 

TEL： 0248-85-1313 

 



 持ち物について  

１）標準持ち物リスト： 下記をご用意いただきますようお願い致します。なお、ブリティッシュヒルズ

の周辺には一切お店などがありませんので、事前に必要と思われるものはご持参ください。 

 

 

 

※ご注意： 

①長袖の衣類： ブリティッシュヒルズは標高 1,000ｍの高地に位置し、朝晩は冷え込みま

すので、夏でも必ず長袖の衣類をお持ち下さい。 

②ヘアドライヤー： 個人でお持ちのヘアドライヤーのご利用はご遠慮下さい。電圧不足に

より停電になる恐れがあります。備え付けのものをご利用下さい。スタンダード棟には

各部屋 1本、ドミトリー棟には各フロアー2本をご用意しております。 

③スニーカー： 遊歩道やイングリッシュ・ガーデン散策時には、ぬかるみもあるため革靴

は向きません。スニーカーをご用意ください。 

④室内履き： フリータイムやレッスンで体育館をご利用の方は、体育館用の室内履きをご

持参下さい。レンタルもございます。（サイズ･数に限りがあります。） 

⑤降雪期のお履物： 冬季（通常１１月～４月上旬）には積雪があります。底の平らな滑りに

くい靴でお越し下さい。 

天候（気温・降雪量等）については、下記 URL(Yahoo!天気情報羽鳥湖)をご参照下さい。 

 

http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/leisure/autocamp/7/2029.html 

 

２）客室内備品（標準）： タオル類、バスローブ、スリッパ、ドライヤー、シャンプー、リンス、歯ブラ

シなどはお部屋に備え付けの物がございます。 

※一部の団体様利用や、特別プランでは異なる場合がございます。その際には、事前に担 

当よりご連絡いたします。 

※夏季以外（通常１０月～５月末）には、オックスフォードスタイルのマントをクローゼットに用 

意いたします。 

※スポーツデスクにて用具のレンタル品がございます。なお、数に限りがありますことをご了承 

ください。 

 

３）リフェクトリー夕食時のドレスコード： セミ・フォーマルが基本です。学生の方には全員制服に

着替えていただいております。次の例をご参考にご準備いただければ幸いです。 

 

 

 

 

※ご遠慮いただく服装： 

ジーンズ、パーカー、ショートパンツ、ハーフパンツ、トレーニングウェア等の運動着、ス 

キーウェア・ブーツ等の防寒着、肌着タイプの襟のないシャツ、露出過多の衣類。 

トレーニングシューズ、ゴム草履・つっかけタイプのサンダルや下駄履き。 

 

 なお、朝食・昼食時、授業中はカジュアルな服装でも結構です。トレーニングウェアはご遠慮下

さい。 

着替え（下着類）、寝間着、筆記用具、ノート、辞書類、保険証、水着（ご宿泊の方には無料にてご 

利用頂ける室内プール、ジャクジー、サウナがございます）、常備薬 

スーツ、ジャケット類が基本。男性はできればネクタイ着用が望まれます。 

やや崩される場合には、一般的な「ビジネス･カジュアルもしくはスマート・カジュアル」程度に 

ご理解下さい。女性はワンピースやニットスーツなどでも結構です。 

http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/leisure/autocamp/7/2029.html


 その他注意事項とご案内  

１）事前の保健衛生情報： 健康管理上もしくは運動能力上、特別な配慮が必要な方におかれま

しては、事前に十分な情報提供をいただけますようお願い致します。特に食事・備品等の特別

なご用意については、出発日より３週間前までにはお知らせ下さい。届出用書式をご用意して

おりますので、詳細をご相談させていただきます。 

  例） アレルギー、シックハウス症候群、車椅子のご利用など 

 なお、麓の医療施設までは車で１時間かかります。また、誠に申し訳ございませんが、施設内

はバリアフリー構造ではございません。予めご了承ください。 

 

２）BH ポンド： 施設内での支払いは、ブリティッシュヒルズポンド（BH ポンド）を館内通貨とさせて

いただいております。１BH ポンド＝１００円にて、レセプションで両替いたします。余った BH ポ

ンドは、お帰りの際に日本円にお取り替え下さい。 

 （受付時間  9：00～21：00） ※なお、便宜上日本円のご利用にても結構です。 

 

３）自動販売機およびショップ： 各宿泊棟の入り口正面の奥には、飲み物の自動販売機が設置

しております（日本円使用）。また、リラクゼーションルーム、Ye Shoppe 入り口にも自動販売機

がございます。 

 飲み物のほかに、お菓子･スナック類、オリジナル品、その他お土産品は、Ye Shoppeで販売し

ております。日本円・BHポンドどちらも使えます。 

 （営業時間  8：00～18：00） ※シーズンにより、変更させていただく場合があります。 

 

４）ルームサービスおよびポーターサービス： 誠に恐れ入りますが、当館ではルームサービスお

よびポーターサービスは行っておりません。なにとぞご了承ください。なお、当日の天候やお

身体の具合等で、大きなお荷物の移動などにご不便が生ずる場合には、スタッフがお手伝い

させていただきますので、レセプションまでご相談下さい。 

 

５）インターネット環境： パソコンを持参した場合、お部屋よりインターネットをご利用いただけます。

ご利用のお部屋タイプによって、接続方法が異なります。 

◆スタンダード／デラックス／ラグジュアリー・スイートルームタイプ 

お客様がお持ちのパソコンにて、客室よりインターネットをご利用いただけます。 

・テーブルの引き出し内のパスワードをご確認の上、無線 LAN をご利用下さい。ご事情により無

線がご利用できない場合はレセプションにてＬＡＮケーブルをお貸し出し致します。 

・連泊中、退室時にはPCの電源をOFFにして重要情報は保存してください。ケーブルがお部屋

を横断している場合、細心の注意を払いますが、清掃時に引っ掛ける可能性がありますので、

ご理解とご協力をいただけますようお願い致します。 

 

◆ドミトリールームタイプ 

客室からの接続はできませんが、ラウンジでのご利用は可能です。（下記参照） 

 

※リラクゼーションルーム、ライブラリー、ティールーム、パブ、ショップでも無線 LAN にて、イン

ターネットを無料でご利用いただけます。また、リラクゼーションルーム設置のパソコン（1 台

のみ）も他の皆様とシェアして御利用下さい。 

※２００７年６月の光ファイバー敷設工事により、接続速度が大幅に改善されました。ビジネス用、

およびセミナー等の研修にもおすすめできます。研修室、および宿泊棟ラウンジでの接続も

可能です。但し、ラウンジでのご利用の場合、モデムは貸し出しとなりますので、詳しくはご

相談ください。 



６）貴重品： 貴重品はご自身で管理していただきます。お部屋を出る際には必ず鍵をかけて下さ

い。マナーハウス正面階段の下にセーフティ･ボックスもございますので、ご利用の際はレセプ

ションにてご確認ください。 

 

７）お部屋の鍵： お部屋の鍵は 1 室に 2 本ご用意いたします。ご出発までご自身で管理していた

だきます。最終日は指定のチェックアウト時間までにレセプションへご返却下さい。なお、誠に

恐れ入りますが、万一お部屋の鍵紛失の場合には、新品と交換のため実費 6,300円を頂戴い

たします。 

 

８）客室内の私物： 連泊される場合には、係員がベッドメイクや清掃をさせていただきます。  私

物はベッドの上には置かないようにご協力下さい。私物が置いてある場合には、ベッドメイク･

シーツ交換は致しかねます。なにとぞご了承ください。 

 

９）宿泊棟ラウンジ： 宿泊棟２F ラウンジでは、テレビ、ビデオデッキおよびセルフサービスのお茶

のセットのご用意があります。昼間はレッスンに使用される場合があります。夜間はお静かにお

願い致します。 （利用時間  7：00～23：00） 

 

10）携帯電話： マナーハウス内およびレストラン内での携帯電話のご利用はご遠慮下さい。レッス

ン中は、電源を切るか、マナーモードにてご協力をお願い申し上げます。 

※ご参考まで、当施設内の通信状況は以下のとおりです。（かなり場所を選びます。） 

  ａｕ･･･○比較的通じやすい     docomo・・・FOMAは○、MOVAは×     

SoftBank・・・△通じにくい、通じない 

 

11) 喫煙： 施設内は、客室も含めて原則として禁煙とさせていただきます。なお、次の一部特定

エリアにおいては喫煙が可能です。 

 

 

 

12) 客室の窓の開閉： 窓は伝統的なイギリスのデザインによるものです。必ず開閉の位置にてロ

ックしてご使用下さい。ロックなしの場合強風で壊れることがあります。山の上は気候が変わり

易いので、お部屋を空ける際は窓を閉めて下さいますようお願いします。 

 

13）野生動物との共生・共存： 周辺は豊かな自然に恵まれています。遊歩道や森を散策する際

には、万が一に備えて鈴などの高周波の出るものを携行し、事前に自分の存在を知らせてく

ださい。レセプションにてベルを貸し出しております。 

 

14) 洗濯： 1 週間以上の長期プログラムご参加の方には、洗濯機・乾燥機をご利用いただけます。

洗濯室は一部宿泊棟２Fにあります。ご利用の際は、必ず事前に担当スタッフもしくはレセプシ

ョンに洗濯日と時間をご相談の上許可を得てください。使用料は無料、洗剤は自動販売機で

も販売しております。（洗濯用洗剤： 20g入り１袋 ￥50） 

 

15) 緊急時： 万が一非常ベルが鳴った場合には、建物から離れてテニスコートに向かってくださ

い。アナウンスが入ったらよく聞いて従ってください。 

パブ「Ｆａｌｓｔａｆｆ Ｐｕｂ」2F、スポーツ棟プール外側の通路ベンチ 



16) その他： ご滞在中は客室備え付けの冊子『施設内のご案内』にてご確認ください。詳細のご 

案内はレセプションまでお電話にてお問合せください。 （ダイヤル２１０４） 

  ※施設ご利用等でご不自由が生じた際には夜間でもすぐにお電話ください。 

   （22：00～7：30  ダイヤル９）   日本語対応とさせていただきます。 

 

 

 最終日のご案内  

最終日は所定の時間までにお部屋をチェックアウトしていただき、鍵はご自身でレセプションへ

ご返却ください。別途お支払いがある場合にはご精算ください。 

 

１）忘れ物： お忘れ物なきようくれぐれもご注意ください。不要品を客室内に置いて行かれる際に

はお手数でもゴミ箱にお入れくださいますよう、ご協力お願い致します。なお、誠に恐れ入りま

すが、貴方ご要請による忘れ物の後日送付については「送料着払い」にてお願いしております

ので、予めご了承ください。 

 

２）荷物置き場： お荷物は事前にお知らせの所定の荷物置き場（ラゲージルーム等）にてご出発

までお預かり致します。荷物置き場が不明な場合には、レセプションにてご確認ください。 

 

帰りの送迎バスはマナーハウス正面広場より出発いたします。定刻の１０分前には、エントランス

ホールにご集合ください。お荷物はご自身で確認の上、バスまでお持込みください。新白河駅まで

は約４０分（冬季１時間）で到着いたします。（天候・交通事情などにより若干の遅れが生じる場合が

あります。予めご了承ください） 

 

 

 

 

 

 

●添付書類： 

※ご予約内容により別添書類が異なります。担当までご確認ください。 

なお、貴方ご滞在スケジュール上あまり重要でない場合や、British Hills ホームページ（URL 冒

頭表記）にてご確認頂ける場合には、添付を省略させていただく場合がございます。何卒ご了承

ください。 

 

 

 

●その他ご質問ご要望は、担当までお気軽にお問合せください。 

以上 

 

（Web用書式 2012/04/01） 


