
アメニティー設置なし

客室（浴室内）の設置は御座いません。

ご使⽤になられる際は、必要なものを

フロント前アメニティコーナーよりお

持ちください。

タオル交換

タオル・バスマット・ガウンは、

新しいものと交換いたします。

同じシーツでベットメイク

ご滞在中の客室のアメニティ設置・補充、ベッドシーツ交換を⾏なわずに再利⽤することにより

CO2・⽔資源・電⼒・廃棄物などを削減し、環境保全へとつなげる取り組みを実施いたします。

1.シーツ交換をご希望のお客様は、AM10︓00までに【シーツの交換をしてください】のマグネットを客室⼊⼝

 ドア外側に貼って頂くか、フロントスタッフまでお申し付けください。

2.ゴミ箱内のゴミと灰⽫内（喫煙室のみ）は回収いたします。

3.客室内・浴室・トイレの清掃は実施いたします。

枕カバー、シーツは新しいものと交換は

せず、同じシーツを使⽤し整えのみさせ

て頂きます。

清掃が不要なお客様は、AM10︓00までに【清掃不要】のマグネットを客室⼊⼝

ドア外側に貼って頂くか、フロントスタッフまでお申し付けください。

4.新しいフェイスタオル、バスタオル、バスマットは客室ドア前に設置いたします。

  ※アメニティーの補充はございません。

5.ゴミ、ご使⽤済みタオル類の回収をご希望される場合は客室⼊⼝ドア前にお出しください。

6.衛⽣上3⽇に⼀度は清掃に⼊らせていただきます。

※イメージ

※イメージ

名鉄イングループ     清掃プロジェクトECO

清掃不要のお客様には、特典として下記の中から1点をチェックアウト時にプレゼントいたします。

※清掃不要1回につき1点となります。

清掃なし・⼊室なし

清掃あり・⼊室あり

*4.5.6

清掃不要のお客様特典

*2.3

*1

●名鉄インポイント200ポイント付与 

●SOY JOY（ソイジョイ）1本
※ポイント付与のお申込み、ソイジョイのお受取りはチェックアウト迄となります。 

※特典の内容は予告なく変更になる場合があります。

（シーツ等に汚れがあるときは交換させて頂く場合が

 ございます）



Guest room amenities

Amenities are not prepared in guest 

room. Please pick up necessary 

amenity goods at amenity bar by 

front desk.

Replenish the hotel's linen

Hotel's linen will be replenished 

every day. 

( towel, bath mat, nightgown)

Bed sheets

In order to promote the reduction of CO2, power resources and loss, we are pleased 

to introduce our new solutions.

We are doing our utmost to assist the effort to create a clean environment.

1.Please attach the [CHANGE BED LINENS] sign on your room door before AM10:00 or calling

  front desk directly in order to request a new clean sheet. 

2.Garbage in the trash can and used cigarette will be disposed.

3.We will clean up the guest room.

We are not replacing your sheets 

during your stay. However, bed sheets

will be replaced under certain 

circumstances.

Please attach the [DO NOT CLEAN UP TODAY] sign on your room door before AM10:00 or calling 

front desk directly in order to request not to clean up your room.

4.New hand towels, bath towels, and bath mats will be prepared in front of the guest door room. 

   Please be advised that we will not replenish amenities.

5.Please put used towel and garbage in front of your door room for us to collect.

6.Room cleaning service will be provided once in every 3 days for sanitary reasons.
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Special benefit will be provided to customer who request not to 

clean up the room.

Without cleaning the room

Room cleaning

*4.5.6

Customer benefits

*2.3

*1

●200 Meitetsu Inn group points 

●1 SOY JOY(nutritional food)
※You can apply for the points or the SOY JOY before check-out.

※Benefits are subject to change without notice.

cleaning projectMeitetsu Inn ECO 
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