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空室照会

Overnight Rates In Canadian Dollars including taxes
税込宿泊料金(カナダドル)/一泊
オフシーズン:11月1日~3月21日「ウィーケンド・スペシャル」
をご覧下さい。
ショルダーシーズン:3月22日~5月21日 及び 9月22日~10月31日
ハイシーズン:5月22日~9月21日 及び 12月22日~1月2日
期間

ハイシーズン

ショルダーシーズン

ローシーズン

お部屋のタイプ

Single-Double

Single-Double

Single-Double

サンライズ

$128.83-$145.50

$111.57-$128.83

$105.82-$123.22

サンシャイン

$117.32-$132.58

$117.32-$132.58

$105.82-$123.22

サンセット

$140.33-$182.52

$128.83-$156.95

$117.32-$139.51

上記の料金(カナダドル)にはホテル税3%、連邦税5%、州税7.5%が含まれております。
お支払い時に領収明細書をお渡しします。
通貨換算に関しましてはこちらの表をご覧下さい。
ご予約に関しましては先着順となりますことをご了承願います。
上記の料金は変わることがあります。
チェックインより72時間前以降のキャンセルは有料となり、
キャンセル料(1泊目のお部屋料金)を頂きます。
ご理解の程宜しくお願い致します。クレジットカードでのお支払い不可能。

支配人Kenからのメッセージ
プラトー・モンロワイヤル地区に25年以上居住した私の知識で、近隣や街の発掘をお手伝い。
日本への旅行経験、
日々の日本語学習、
そして日本文化を認識していることで、お客様のニーズを把
握することが出来るかもしれません。
宿泊先の支配人として、皆さんの滞在が快適なものになるよう支援します。
毎年冬の時期に皆さんの郷土・日本に長期滞在するという将
来設計も個人的に立てています。
モントリオールに滞在の際は、
どうぞBoulanger bassinへ!

「信頼が信頼を育むゲストハウス」
ベッド&ブレックファストBoulanger bassin
電話番号: 1-514-525-0854
ken@bbassin.com
Kindly email me...
Ken宛でメールをお待ちしています...

Sunrise Room
サンライズ・ルーム
コットン寝具とリネンのダ
ブルベッド
DSLインターネット接続可能
(パソコンは付いておりませ
ん)、
テレビ、
エアコン完備
浴槽とシャワー付きプライ
ベートバスルーム
大人2名様でゆったりとお使
い頂けます。-シングルベッド追加可能
6歳以下のお子様宿泊無料。
ご予約とお問い合わせはKenまで。(英語でお願い致します。)

SunSet Suite
サンセット・スイートルーム
コットン寝具とリネンのクイーン
サイズベット
ソファーベット、電話、
WindowsミレニアムとDSLインタ
ーネット接続、
テレビ、
エアコンを完備したダブ
ルルーム
浴槽とシャワー付きプライベートバスルーム
大人2名とお子様2名でゆったりとお使い頂けます。
6歳以下のお子様宿泊無料。
ご予約とお問い合わせはKenまで。(英語でお願い致します)

SunShine Loft
冒険好きな方にお勧め サンシャイン・ロフト
(当ホテル3階にございます。)
コットン寝具とリネンのキングサイ
ズ・スプリングベッド
電話、
テレビ、
エアコン完備
浴槽とシャワー付きプライベートバスルーム
出入り口には、丈夫な8段の木製はしごが設置されています。
高齢の方、6歳以下のお子様、体の不自由なお客様はどうぞ他のお
部屋をお選び下さい。
ご予約とお問い合わせはKenまで。
(英語でお願い致します。)

Q
FA
Frequently Asked Questions

※クレジットカード及び日本円でのお支払いはお受け
できません。
カナダドルでお支払い願います。
Q: チェックアウトの時間は？
A: 正午12時です。

Q: 最寄駅の地下鉄の駅は？
A: オレンジラインのMont-Royal（モン・ロワイヤル）
駅です。

Q: 駐車場は利用できますか？
A: はい。水曜日以外のビジネスウイークは路上駐車が
無料です。

Q: 空港まではどの位かかりますか？
A:ドルドー空港まで車で25分～30分です。時間帯にも
寄りますが、通常35ドル前後です。

Q: ホテルはダウンタウン近辺に位置しているのです
か？
A: はい。地下鉄を使えば25分、徒歩では40分程です。
Q: オールド・モントリオールまではどの位かかります
か？
A: 徒歩で45分、地下鉄で25分程です。

Q: オリンピックスタジアム・植物園・ビオドームまで
はどの位かかりますか？
A: 地下鉄で35分、Rachel通りのサイクリングコースを
利用すれば20分程です。
Q: 喫煙は出来ますか？
A: 建物外での喫煙となります。
Q: キャンセル料について教えてください。
A: ご宿泊予定日7日前以降のキャンセルに対し、
ご宿泊
料金の50％を頂きます。
Q: 自転車をレンタルすることは出来ますか？
A: はい。周辺のサイクルショップでレンタルが可能で
す。当ホテルはグリーンライン・サイクリングロード
沿いに位置しています。
Q: キッチンは利用できますか?
A: 基本的にはキッチンは完備していませんが、お子様
連れの方は電子レンジと冷蔵庫をご利用頂けます。
Q: カジノやF1サーキットまではどの位かかりますか?
A: 通常地下鉄で35分程、
レース開催の週末は込み合い
が予想されます。

