グッドリゾート

所有権付会員権

グッドリゾート株式会社
倶楽部利用規定
｢グッドリゾート 所有権付会員権｣の倶楽部会則に基づき、会員及びその同伴者が施設の利用に際し、
遵守すべき事項について下記の通り定めます。
〔第１章 総則〕

5. 利用申込方法

日

利用代表者

用

利 用 人 数

利

施設の利用方法
① 倶楽部施設のご利用に際しては、個人正会員・登
録家族会員の同伴により全員が会員料金でご利用
出来ます。
② 施設のご利用に際しましては、会員カードの提示が
必要となります。
4. １８歳未満の方だけのご利用は原則としてお断り致し
ます。
第3条 予約
1. ｢グッドリゾート 所有権付会員権｣の倶楽部施設、ご
利用は、正会員又は追加登録した家族会員からのご予
約が必要です。
2. 施設によってはご利用の可否が後日になる事がござい
ます。
3. 予約申込先及び、申込方法 ･･･電話又は FAX にてお
申込下さい。
予約センター 月～金（祝日除く）AM10:00～PM5：00
TEL.03-6823-4021 FAX.03-6812-9660
4. 予約は全て、グッドリゾート予約センターを通して頂きま
す。

利 用 施 設

3.

名

② 提携ゴルフ場のご利用は、必ず予約センターにて
ご予約下さい。

員

① ご予約期間
倶楽部施設は 3 ヶ月前からご予約を受付いたします。
（一部を除く）
② 所有物件以外のご予約は 30 日前からとなります。
（但し箱根仙石高原・南熱海・那須高原・仙石荘は
除く）

第1条 会員カード
会員カードは、｢グッドリゾート 所有権付会員権｣の会員で
ある事を証明するものです。
第2条 利用の範囲
1. 倶楽部施設の宿泊日数
① 正会員は、宿泊日数の制限は原則ございません。
② 施設のご利用はシーズンを問わずお申込の先着順
を基本とさせて頂きます。
2. 施設の利用料金及び利用料金の適応範囲
① 会員及びその同伴者が利用出来る施設は、会社の
倶楽部施設とします。ご利用は同伴者も含め全員
会員料金でご利用になれます。

会

会 員 番 号

利用者は、｢グッドリゾート 所有権付会員権｣の倶楽部会則
の趣旨に則り、以下に定める事項を遵守し、利用者相互に
快適なリゾートライフが享受出来るようにすると共に、倶楽部
施設の良好な環境を維持する為に相互に協力する。

6. 会員様からのご予約は最大 2 部屋迄予約可能とし、
最大定員数までのご利用が出来ます。但しグッドリゾ
ートホテル日光宮殿は除く。

第4条 キャンセル（予約取消または人数の減少）
1. キャンセルの場合は予約申込をされた現地利用施設
又は、申し込みをされた予約センターまで、必ずご連
絡下さい。尚、予約センターの営業時間外のキャンセ
ルについては、翌営業時間内の受付となります。
2. キャンセル料（予約当日にキャンセルした場合でも、
キャンセル料が発生いたします。）
3. 1 泊 1 名￥10,000 と換算して、下記のチャージがかか
ります。
①倶楽部施設
7 日前～2 日前迄
30％

利用前日
50％

利用当日
100％

※トップシーズンのみ１ヶ月前～８日前迄 20％

（人数減少の場合のキャンセル料）
4 日前～2 日前迄
１名につき 1,000 円

利用前日
50％

利用当日
80％

4.

木・金・土曜日の連泊及び祝日の前々日からの連泊
予約をして最初の１泊～２泊目だけの取消は出来ま
せん。この場合全ての泊数をキャンセル扱い、又は全
ての泊数の利用料金を頂きます。

5.

意図的な連泊予約をされてキャンセルされた場合に
は、同じ施設の予約はキャンセルされた翌日からにさ
せて頂きます。

〔第３章 一般的禁止事項〕
第１条
（一般的禁止事項）
施設内では次の事を禁止致します。
1. 会則に定められた用途以外の用に供する事。
但し、施設により異なることが御座います。
2. 会社の許可のない施設内での営業行為。
3. 施設内の家具・備品、設備に損傷を与えたり、持ち
2. 飲料費・駐車料金等未精算がある場合は精算して下さい。
出す事。
3. チェックイン、チェックアウトは室内清掃の関係があり
室内に予め定員分の什器・備品が備えてあります。
ますので必ずお守り下さい。守らないと次の方の利用
万一破損又は紛失の場合は実費を申し受けます。
に迷惑がかかります。チェックアウトを延長する場合
4. 発火・引火・爆発等の恐れのある物、その他警察、
及びチェックインを早める場合は、あらかじめ申し出
又は消防署に取扱が規定されている危険物並びに
て下さい。この場合１泊分の料金を申し受けます。
悪臭を発する不潔な物品・劇薬・火薬類等の持込み。
4. 大浴場・プール・スキーロッカー・駐車場などパブリッ
5. 施設内での他人に迷惑をかけるような騒音、特に
クスペースのご利用時間はチェックインからアウト迄
麻雀・カラオケ等。
の時間となります。
6. 定められた場所以外に駐車する事。
7. 寝巻・下着等風紀上好ましくない姿で室外に出る
第6条
受付・利用の拒否
事。
1. 入会金・年会費・利用料金等諸支払いの滞納がある
8. 寝タバコ・歩行中の喫煙・焚火・打ち上げ花火等の
場合。
行為。
2. 利用人数をごまかして利用したり、利用の仕方が常識
9. 公序良俗に反する行為、及び他人に迷惑・危害・不
を欠き他人に迷惑を及ぼし管理人等から苦情が来た場合。
快の念を抱かせる行為。
3. 什器、備品等の損害金の未納がある場合。
10. １８歳未満のみでのご利用。
4. 施設の修理等やむを得ない場合。
11. その他管理運営上、特別に定めた事項に違反する
行為。
第7条
利用料金（倶楽部施設）
1. 利用料金は、一部の施設を除き現地精算となります。
第２条
（その他の注意事項）
2. 利用シーズン・利用場所によって入湯税・暖房費・冷
1. 外出の際には、必ずドア・窓等を施錠し防犯にご注
房費・駐車場代が必要となる場合があります。
意下さい。
3. 個人正会員の施設利用料金は正会員または家族会
2. 室内に現金・クレジットカード・貴重品等を置いて外
員と同伴者が対象となります。
出又は、退出しないで下さい。
3. 幼児・小児だけでエレベーターを使用させないで下
第8条
会員カード・会員資格の提示
さい。
｢グッドリゾート 所有権付会員権｣施設並びに倶楽部施設
4. 冷蔵庫に食品等を滞留させないで下さい。
ご利用の場合、さらに倶楽部が行う催しに参加される場合
5. お帰りの際には、エアコン・電気・浴室等の火の始
は必ず会員カードの提示が必要です。
末やスイッチの確認にご協力下さい。
6. お忘れ物・紛失物の処理及び駐車場での事故・盗
〔第２章 特別注意事項〕
難については、責任を負いかねますのでくれぐれも
ご注意下さい。
第１条
（利用に関する管理責任及び損害の賠償）
1. 会員同伴者の行動及び利用料金の支払いについて
第３条
（利用心得）
は、すべて会員がその責を負うものとします。
利用心得を各部屋に提示してあります。ご利用者は、こ
2. 利用中の管理責任は利用者にありますので、ガス・電
れを遵守して下さい。
気・水道等の取扱い・外出時の戸締りなどにご注意下
さい。
〔付 則〕
3. 会員が当倶楽部施設利用の際に、故意又は過失に
本利用規定の他の管理運営上必要とされる事項は管理
拘らず施設及び備品等を破損した場合には、会員及
者並びに倶楽部事務局より会報等連絡書面、もしくは掲
び同伴者が連帯して弁償する事とします。
示などを用いまして通知致します。
4. 大浴場・プール等パブリックスペースの利用時間を厳
守して下さい。
その他ご利用に当っての注意事項
5. 会員登録されていない方のみの利用は出来ません。
予約センターの予約受付終了後、又は定休日に利用人
6. 施設室内の什器・備品・リネン類等を待ち帰ると次の
数が変更になった場合は、予約センター営業日の営業時
利用の方に迷惑がかかりますので、会員全体の財産
間内に必ずご連絡下さい。（会社の指定する休業日を除く）
と云う意識で利用して下さい。
■予約センター 月～金曜日（祝日を除く） AM10:00～PM5：00
7. 上記５、６項のいずれも除名処分となります。
TEL 03-６８２３-４０２１
第２条（施設内での事故について）
会員が当倶楽部施設内にて事故や盗難にあった場合、当
倶楽部の明らかな重過失が立証されない限り、一切その責
任を負わないものとする。

第5条
チェックイン・チェックアウト
1. 倶楽部施設
チェックイン
PM 3：00
チェックアウト AM10：00
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