※本書面は、消費税率8%にて金額を記載しております。
消費税率の改定があったときは、改正後の税率によります。
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〈利用規程〉
１．東京ベイコート倶楽部（以下「本倶楽部」という）の登録メンバー（以下「メンバー」という）は、年間
（1 月1 日から12 月31 日まで）24 泊タイプは24日、12 泊タイプは12 日の占有日により、本倶楽部がご利用
いただけます。その泊数の範囲内であれば、交換利用により他のベイコート倶楽部施設を、ＲＴＣＣベイコー
ト倶楽部予約センター（以下「予約センター」という）を通じた交換利用によりエクシブ施設をそれぞれご
利用いただけ、また、別途リゾネット施設およびＲＴＣＣサービスをご利用いただけます。
２．メンバーは、メンバーカードを持参することにより３①のメンバー料金でご利用いただけます。また、メン
バー以外のご利用はゲスト利用として3②のゲスト料金でご利用いただけます。
３．ご宿泊時には、下記のルームチャージ料が必要です。
①メンバー料金（１部屋１泊、消費税込み、サービス料（10％）・宿泊税別）
部屋グレード／部屋タイプ

和洋ルーム

2ベッドルーム

ツインルーム

ダブルルーム

ロイヤルスイート

43,200円

43,200円

33,480円

33,480円

ラグジュアリースイート

31,320円

31,320円

23,760円

23,760円

ベイスイート

27,000円

―

20,520円

20,520円

②ゲスト料金（１部屋１泊、消費税込み、サービス料（10％）・宿泊税別）
部屋グレード／部屋タイプ

和洋ルーム

2ベッドルーム

ツインルーム

ダブルルーム

ロイヤルスイート

64,800円

64,800円

50,220円

50,220円

ラグジュアリースイート

46,980円

46,980円

35,640円

35,640円

ベイスイート

40,500円

―

30,780円

30,780円

③エキストラベッドチャージ（消費税込み、サービス料（10％）・宿泊税別）
ツインルームについては、エキストラベッドの設置により1名までの追加が4,114円（メンバー、ゲスト料金
共通）にて可能なお部屋もございます。
４．各部屋タイプの定員
ルームタイプ

和洋ルーム

2ベッドルーム

ツインルーム

ダブルルーム

定員数

5名

4名

2～3名

2名

５．ご使用ルームについては、円滑な運営を期するため、ご契約フロアと異なる場合がございます。また、他施
設のご利用の場合を含めて、ご所有の部屋の同等クラス以下の部屋となります。
６．チェックイン時間
①メンバーのチェックインは14時、チェックアウトは12時とします。
②ゲストのチェックインは15時、チェックアウトは12時とします。
７．ご利用申し込み方法
①宿泊ご利用は、完全予約制です。
ご予約はメンバーご本人様より、東京ベイコート倶楽部メンバー事務局（以下「事務局」という）にお申
し込みください。
②事務局は、本倶楽部内にあります。
電話番号（03）6700－1000 受付時間10：00～19：00（年中無休）
③ご予約時には、ご宿泊日、会員番号、契約者名、メンバー名、ご利用代表者名、ご連絡先、ご利用人数、
ご到着時間をお申出ください。
＊幼児（５才以下）の方は、ご利用人数より除外いたしますが、寝具類をお使いになる場合は、ご利用人
数に含みます。
④ご予約確認時には、予約（交換成立）番号をご確認の上、この予約番号をお控え下さいますようお願いい
たします。
⑤ご予約のお取り消し、宿泊日の変更は、ご利用日前日の事務局営業時間内に必ず事務局までご連絡下さ
い。また、それ以降のお取り消し、宿泊日の変更については、権利泊数の消化および取消料として、ご予
約いただいた部屋タイプ／部屋グレードのルームチャージ料の50％を申し受けます。（
「ルームチャージ事
前一括払い」をご利用の方は取り扱いが異なりますので、後記を参照ください）
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〈ご利用の手続きについて〉
１．利用開始時期
契約者が、登録料、償却保証金および初年運営管理費の全額を支払った場合、または契約者が契約金を支払
中で、会社が特に定めた場合に、メンバー登録した後、メンバーカードを発行し、その交付をもって利用開
始時期とします。(ただし、メンバーカードを発行した後であっても、施設開業前の施設は施設開業日をもっ
て利用開始時期とします。)
２．利用時期
メンバーが、本物件を利用できる日は、タイムシェアカレンダーに定める契約者の該当番号の占有日になり
ます。
占有日の日数(利用可能日数)は、1年を共有者間で等分した日数であり、原則として24泊タイプは24日、12
泊タイプは12日です。
占有日は、申込者と他の共有者で平等にお使いいただけるように、原則として24泊タイプは月に2日、12泊
タイプは月に1日を平等に割り当てていますが、年間日数の関係で年間泊数は年度により変動いたします。
本年分のタイムシェアカレンダーをご参照ください。ご契約時に本年以降のタイムシェアカレンダーをお渡
しいたします。また、新しいタイムシェカレンダーは当該年度の開始前に告知いたします。
３．占有日(スペース)のご利用について
タイムシェアカレンダーによる年間24泊タイプは24日、12泊タイプは12日の占有日は、確実にご利用いただ
けます。ただし、ルームタイプにつきましては、1年前からの予約の先着順とさせていただき、占有日であっ
てもご希望のルームタイプをご用意できない場合もございますので、あらかじめご了承のほど願います。ま
た、必ず利用占有日初日の3週間前の同曜日前日までに、事務局にお申し込みください。
４．交換によるご利用について
占有日をスペースバンク(後掲〈スペースバンクとは〉参照)することによって、他のメンバーの占有日との
交換利用ができます。ご利用希望日初日の1年前より3週間前の同曜日前日までにお申し込みください。
５．3週間以内のご利用お申し込みについて
3および4のご利用日を含め、24泊タイプは24日、12泊タイプは12日を越えない範囲で、ご自由に利用ができ
ます。この場合、ご利用日の3週間前の同曜日よりお申し込みください。
〈スペースバンクとは〉
スペースバンクとは、使用予定のない占有日を、事務局へ預け入れることです。そうすることによって、他のメ
ンバーの占有日と、交換申し込みをするための権利が発生する合理的なシステムです。貴方の占有日を有効にご
活用ください。
① 預け入れていただく占有日は、ご利用申し込み時より、30日以降、1年以内の占有日です。
② 交換申し込み時の定員および泊数は、預け入れた占有日を超えては交換できません。
③ 本倶楽部のカレンダー配色（シーズン）はすべてレッドとなります。
〈占有日の交換利用について〉
１．メンバーの預け入れた占有日は、預け入れた時点で他のメンバーへ交換されることがありますので、取消し
変更はできません。
２．メンバーの預け入れた占有日の交換申し込みをするための権利は、預け入れた日より翌年3月末までです。
ただし、交換希望が成立した時点で、その権利はなくなります。
３．交換利用に使用されなかった占有日は、自動的に上記〈ご利用の手続きについて〉5のご利用スペースとな
ります。
〈２３階のご利用について〉
１．ベイコートスイートのご利用について
メンバーは所有している部屋タイプを問わず240㎡のベイコートスイートをご利用することができます。な
お、ご利用に関して泊数の消化はいたしません。ただし、ゲストのみのご利用時はメンバーが同伴でチェッ
クインすることによりご利用いただけます（ゲストのみのチェックインはできません）。
メンバーおよびゲスト料金（1部屋1泊、消費税込み、サービス料（10％）・宿泊税別）
ルームタイプ

ルームチャージ料金

定員

ベイコートスイート

324,000円

2名

２．チェックインは14時、チェックアウトは12時とします。
３．ご利用申し込み方法
①宿泊ご利用は、完全予約制です。
ご予約は、メンバーが事務局にお申し込みください。なお、ご予約の受付は6ヶ月前の同日より先着順にて
受付いたします。
②ご予約時には、ご宿泊日、会員番号、契約者名、メンバー名、ご利用代表者名、ご連絡先、ご利用人数、
ご到着時間をお申出下さい。
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＊幼児（5才以下）の方は、ご利用人数より除外いたしますが、寝具類をお使いになる場合は、ご利用人
数に含みます。
③ご予約確認時には、予約（交換成立）番号をご確認の上、この予約番号をお控え下さいますようお願いい
たします。
④ご予約のお取消し、宿泊日の変更は、ご利用日前日の事務局営業時間内に必ず事務局までご連絡下さい。
なお、ご予約のお取消しにつきましては、下記の内容で取消料を申し受けます。
14～8日前

7～3日前

前々日

前日

当日

10％

20％

30％

50％

90％

⑤このルームのご利用に関して、権利泊数の消化はいたしません。
〈東京ベイコート倶楽部をご利用時の注意事項〉
１．本倶楽部にお越しの際、ご入館までの所定の場所、フロントおよび館内で必要な場合において、メンバー
カードのご提示をお願いいたします。
２．24階フロア（24 MEMBERS' DINING）および2階メンバーズバーにおいては、服装を整えて（男性の場合：
ジャケット着用、女性の場合：男性の服装に準じた服装）お越しください。なお、好ましくない服装でお越
しいただいた場合は、ご利用をお断りさせていただきます。
３．フランス料理レストランにおいては、原則として中学生未満の方はご利用をお断りさせていただきます。
４．2階メンバーズバーにおいては、原則として18才未満の方はご利用をお断りさせていただきます。
〈他のベイコート倶楽部施設の交換利用について〉
メンバーは、占有日を交換することにより、ご契約の占有日数の範囲内で他のベイコート倶楽部施設をご利用す
ることができます。ただし、他のベイコート倶楽部施設のご利用については、利用する他のベイコート倶楽部施
設の利用規程が適用されます。
１．他のベイコート倶楽部施設の予約について
① 占有日をスペースバンク（
〈スペースバンクとは〉参照）することによって、他のベイコート倶楽部
施設メンバーの占有日と交換利用ができます。ご利用希望日の1年前の同日より当日までに事務局へ
お申し込みください。なお、他のベイコート倶楽部施設をご利用の際は、ご契約物件の部屋タイプと
異なることがございます。
② 1回の交換につき、交換料2,160円（消費税込）が必要です。ただし、ワンダーネットにご加入いただ
いている契約者及びメンバーは、交換料が不要です。
③ 他のベイコート倶楽部施設でご利用いただけるお部屋のグレードは、お持ちの会員権のグレードによ
り以下のとおりとなります。
ロイヤルスイート・・・・・・・ロイヤルスイート、ラグジュアリースイート、ベイスイート
ラグジュアリースイート・・・・ラグジュアリースイート、ベイスイート
ベイスイート・・・・・・・・・ベイスイート
④ メンバー様はメンバー料金、それ以外の方はゲスト料金となります。
２．他のベイコート倶楽部施設利用時のスペースバンクについて
① 預け入れていただく占有日は、ご利用申し込み時より、30日以降、1年以内の占有日です。
② 預け入れていただく占有日のシーズン（色）にかかわらず他のベイコート倶楽部施設の占有日と交換
いただけます。
③ 預け入れていただいた占有日の利用権利を超えた定員及び泊数の交換はお申し込みいただけません。
④ 預け入れた占有日は、預け入れた時点で他のメンバーへ交換されることがありますので、取消し変更
はできません。
３．他のベイコート倶楽部施設の利用について
① メンバーが、他のベイコート倶楽部施設をご利用の際は、必ずメンバーカードを携行し当社の係員に
提示するものとします。
② メンバーカードの貸与、盗難およびその他理由の如何を問わず、自己のメンバーカードにより他のベ
イコート倶楽部施設が利用された場合、メンバーは、その利用代金の支払い等すべての債務について、
当該利用者と連帯して責任を負うものとします。また、メンバーのご利用に関しては、契約者もその
連帯責任を負うものとします。
４．他のベイコート倶楽部施設の利用に関する留意事項について
① a.メンバーまたはその同伴者が、他のベイコート倶楽部施設の利用に際し、故意または過失により、
当社または第三者に損害を与えた場合、当該メンバーはその損害を賠償する責任を負うものとし
ます。
b.メンバーが利用を承認した者またはその同伴者が、他のベイコート倶楽部施設の利用に関し、故意
または過失により、当社または第三者に損害を与えた場合、メンバーは、連帯してその損害を賠償
する責任を負うものとします。
② メンバーおよび施設利用者は、利用する他のベイコート倶楽部施設について、名誉、信用、品位を毀
損する行為、秩序を乱すような行為および不利益となる行為をしないこととします。
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③

メンバーまたは施設利用者が、利用する他のベイコート倶楽部施設を故意に破損した場合は、施設利
用契約第20条1項⑬の事由に該当するものとして扱います。

〈エクシブ施設の交換利用について〉
メンバーは、占有日を交換することにより、ご契約の占有日数の範囲内でエクシブ施設をご利用することができ
ます。ただし、エクシブ施設のご利用については、ご契約物件の部屋グレードと異なり、各エクシブ施設の利用
規程が適用されます。
１．エクシブ施設の予約について
①占有日をスペースバンク（
〈スペースバンクとは〉参照）することによって、エクシブ会員の占有日と
交換利用ができます。ご利用希望日の1年前の同日より当日までに予約センターへお申し込みください。
電話番号（03）3570-7090 受付時間10：00～19：00（年中無休）
②1回の交換につき、交換料2,160円（税込）が必要です。ただし、ワンダーネットにご加入いただいてい
る契約者及びメンバーは、交換料が不要です。
③エクシブ施設のご利用については、その施設の利用システムを適用いたします。交換によるご利用施設
の設備、グレードなどの詳細については事務局にご確認ください。
２．エクシブ施設のスペースバンクについて
①預け入れていただく占有日は、ご利用申し込み時より、60日以降、1年以内の占有日です。
②交換申し込み時の定員および泊数は、預け入れた占有日の利用権利を超えては交換できません。
③エクシブ施設のゴールドカレンダーと交換希望の場合は、本倶楽部のカレンダー配色がすべてレッドの
ため、フローティング期間（ご利用日の1ヶ月前～当日）にお申し込みいただき、お部屋に空きがある
場合にご利用可能です。
④エクシブ施設のゴールドカレンダー
a.12/31～1/3、5/3～4、8/3～8/20の全曜日
b.1/4、4/29～5/2、7/20～8/30が土曜日の場合
c.4/28～29、5/2、5/5、7/19～20が日曜日の場合
※エクシブ施設のカレンダー配色等については、新たな祝日の設定等により変更させていただく場合が
ございます。
⑤預け入れた占有日は、預け入れた時点で他の会員へ交換されることがありますので、取消し変更はでき
ません。
〈ＲＴＣＣ交換プログラム等のご利用について〉
１．ＲＴＣＣ交換プログラムについて
① ＲＴＣＣ交換プログラムのご利用方法
a. ＲＴＣＣ交換プログラムのご利用をご希望される場合は、当社より別途お送りするＲＴＣＣ交換依
頼書にご宿泊希望リゾート施設、ご宿泊希望日(1回あたりのご利用は連続する宿泊で最長7泊までで
す。)、ご宿泊人数等の必要事項を記入の上、ＲＴＣＣ事務局にＦＡＸまたは郵便にてお送りくださ
い。ご利用のお申し込みは、ご宿泊希望日の6ヶ月前からご宿泊希望日の30日前までお受け付けいた
します。
b. ＲＴＣＣ交換を依頼するメンバーは、ＲＴＣＣ交換依頼書に、ＲＴＣＣ交換の成立に際して権利を
失う占有日(ご利用申し込み時より60日以降1年以内の占有日になります。)をご記入ください。占有日
のご記入がない場合、メンバーは当社が決定する占有日(かかる占有日は下記 f. 記載のＲＴＣＣ交換
成立のご案内に記載されます。)について権利を失います。
c. 当社は、ＲＴＣＣ交換依頼の内容に応じた宿泊プラン(以下「ＲＴＣＣ交換宿泊プラン」といいま
す。)のご提案が可能である場合は、メンバーに対し、ＲＴＣＣ交換宿泊プランをお送りいたします。
ＲＴＣＣ交換宿泊プランのご提案が出来ない場合は、当社から、ＲＴＣＣ交換依頼日より1ヵ月以内
にメンバーへご連絡をさし上げます。
d. ＲＴＣＣ交換宿泊プランのご利用をご希望される場合は、ＲＴＣＣ交換宿泊プランに添付された申
込書に必要事項を記入の上、ＲＴＣＣ事務局にＦＡＸまたは郵便にてお送りください。ただし、開
業前施設の占有日は交換依頼をすることができません。
e. 当社がメンバーより必要事項の記入された申込書を受領した時点でＲＴＣＣ交換が成立します。な
お、ＲＴＣＣカタログ記載のＲＴＣＣ宿泊手配料は、当社が別途指定する銀行口座に振り込む方法
によりお支払い下さい。ＲＴＣＣ交換成立後、当社よりＲＴＣＣ交換成立書面をお送りいたします。
f. 前項に定めるＲＴＣＣ宿泊手配料のお支払いが確認でき次第、当社より、メンバーに、「予約確認
書」、「ＲＴＣＣ交換成立のご案内」、「受注型企画旅行契約書面」をお送りいたします。
g. ご利用の1週間前に、詳しいサービス内容を明示した「確定書面」(日程表)と「バウチャー」(宿泊引
換券)をお送りします。
② メンバー指定利用者による利用
メンバー指定利用者によるご利用をご希望の場合は、メンバー指定利用者のお名前、ご住所およびお電
話番号をＲＴＣＣ交換のお申し込みに際してＲＴＣＣ事務局にご連絡ください。この場合、「予約確認
書」等は、メンバー指定利用者宛にお送りいたします。
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※本書面は、消費税率8%にて金額を記載しております。
消費税率の改定があったときは、改正後の税率によります。

③

キャンセル・変更
a. ＲＴＣＣ交換がキャンセルされた場合、メンバーがＲＴＣＣ交換に際して失った占有日(ただし、
キャンセル時から30日以内の占有日は除きます。)についての権利はスペースバンクに預け入れられ
た状態で復活し、再度ご利用いただけるようになります。
b. ＲＴＣＣ交換の内容のご変更をご希望される場合は、ＲＴＣＣ事務局にご連絡ください。ただし、
ご宿泊施設またはご宿泊希望日の変更をご希望される場合は、ＲＴＣＣ交換を一旦キャンセルした
上で新たにお申し込みいただくことになります(この場合の占有日の取扱いは、上記 a. の定めにより
ます。)。
c. 海外企画旅行型ＲＴＣＣ交換をキャンセルされた場合のＲＴＣＣ宿泊手配料の取扱いは、当社の旅
行業約款(受注型旅行契約)の定めによります。
④ ご宿泊時の注意事項
ご宿泊の際は、ご宿泊施設フロントにて「確定書面」または「バウチャー」をご提示ください。ご提示
がない場合、ご宿泊いただけない可能性があります。
２．ＲＴＣＣ事務局
ＲＴＣＣ交換申し込みその他ＲＴＣＣサービスに関連するお問い合わせは、下記ＲＴＣＣ事務局までご連絡
下さい。
住
所：名古屋市中区栄二丁目6番1号
電 話 番 号：052-310-8383
ＦＡＸ番号：052-310-8384
〈サロン施設のご利用について〉
メンバーは、全国に展開するサンメンバーズ・エクセレント施設をご利用いただけます。ご利用の際は、必ずメ
ンバーカードをご持参ください。
〈ワンダーネットのご利用について〉(ただし、ワンダーネット会員のみ)
①
②

契約者及びメンバーは、ワンダーネットサービスを利用することができます。ご利用の際は、別途ワンダー
ネット事務局よりIDおよびパスワードを入手して下さい。
ワンダーネットについてのご質問およびインフォメーションなどについては、お気軽に下記ワンダーネット
事務局までお電話下さい。
お問い合わせ先 ワンダーネット事務局
ＴＥＬ(052)310－2050

〈リゾネット施設のご利用について〉
メンバーは、一般社団法人日本リゾートクラブ協会加盟の各社が提供する施設を相互利用できます。詳しくは、
下記予約窓口へお問い合わせ下さい。
お問い合わせ先 リゾートトラスト㈱リゾネット予約センター
ＴＥＬ(03)6731－0088
〈ルームチャージ事前一括払いシステムについて〉
１．このシステムは別途お申し込みをいただくことにより、ご購入いただいた会員権の年間権利泊数分のルーム
チャージの総額を事前に一括でお支払い（運営管理費口座より引落し）いただくことが可能になります。
２．事前に一括でお支払いいただくルームチャージの総額（消費税込、サービス料込、宿泊税込）
24泊タイプ

12泊タイプ

ロイヤルスイート

883,872円

441,936円

ラグジュアリースイート

627,264円

313,632円

ベイスイート

541,728円

270,864円

※上記料金は、メンバー料金の「各部屋グレードで最も低額の部屋タイプのルームチャージ」を算出基準
としています。また、実際のご宿泊の際に、その算出基準のルームチャージより高い部屋にご宿泊され
た場合でも、ルームチャージの差額およびゲストの方が宿泊された場合のメンバー料金とゲスト料金の
差額はいただきません。
３．東京都では1名当りの宿泊料に応じて「宿泊税」が課税されます。当システムをご利用いただく場合、宿泊
税は事前にお支払いいただいた総額に含むものとします。
（宿泊税）
1名1泊当りの宿泊料金（サービス料含む）が10,000～15,000円の場合に100円、15,000円以上の場合に200円
が課税されます。実際にご宿泊される際の人数によって税額が上下するため、事前の税額算定はできません。
そこで、当システムをご利用いただく場合は、お支払いいただいた総額の中よりホテルがご宿泊ごとの宿泊
税の納税を行います。
― 5 ―

※本書面は、消費税率8%にて金額を記載しております。
消費税率の改定があったときは、改正後の税率によります。

４．ご利用方法について
①ルームチャージ（室料）の一括お支払いシステムですので、ご宿泊にともない発生するインシデンタル
チャージ（食事代、電話代等のホテル内での各種ご利用代）につきましては、ご利用の都度ご精算いただ
きます。
②占有日交換が成立した場合はエクシブ施設のご利用が可能です。ただし、ご利用になるエクシブ施設と東
京ベイコート倶楽部のルームチャージに差額が発生する場合でも、事前にお支払いいただく総額からのご
精算はいたしませんのでご了承ください。また、当システムにお申し込みされた会員権より弊社の他施設
を交換利用される場合に発生する交換料につきましては、事前にお支払いいただく総額に含むものとさせ
ていただきます。なお、エクシブ施設のご利用については、その施設の利用規程を適用いたします。詳細
につきましては事務局にご確認ください。
③東京ベイコート倶楽部のご予約の取り消し・ご宿泊日の変更は、ご利用日「前日」の事務局営業時間内ま
でに必ずご連絡ください。それ以降のお取り消し・ご宿泊日の変更につきましては「権利泊数の消化」お
よび「取り消し料として1泊分の室料の全額」をいただきますのでご承知ください。また、各エクシブ施
設のご予約の取り消し・ご宿泊日の変更は、その施設の利用規程によるものとし、取り消し料につきまし
ては前記と同様といたしますのでご了承ください。
④ご宿泊およびエクシブ施設の交換利用等は、権利泊数を超えない範囲でのみご利用いただけます。
⑤本申し込みによる年間権利泊数は1月から12月までの期間でご利用いただけます。なお、未利用権利の翌
年への繰越およびご精算はいたしませんのでご注意ください。
⑥本申し込みおよび更新申し込みでのルームチャージ事前一括払い額に対する領収証につきましては、都度
ご利用ごとには発行いたしませんのでご了承ください。
上記ルームチャージの事前一括支払いシステムの内容につきましては、1年ごとの更新であり、更新の際に
変更される場合もございますので、あらかじめご了承ください。
〈ご利用料金の口座引落しサービスについて〉
１．事前登録～ご請求まで
事前にお申し込み登録いただくことにより、ホテルでのご利用料金（宿泊料・飲食料等）を、後日会員権の
運営管理費等の引落し口座より、お引落しさせていただくことが可能になります。
口座引落しをご利用の際は、あらかじめお申し出ください。ご利用後の、ご利用明細書、ご請求書に関しま
しては、運営管理費ご請求先住所へお送りさせていただきます。
※上記以外の口座からのお引落し、またご請求先住所のご指定はいたしかねます。
２．利用限度額
未決済残高100万円とさせていただきます。（尚、当社提携ローンをご利用の場合は、ローン完済までご利用
できません）
※諸事情による個々の利用枠については、当社が定める事とさせていただきます。なお、本条に定めるご利
用枠を超えて、ご利用された場合も、会員様がその支払いの責を負うものとさせていただきます。
３．口座引落しのご登録者について
口座引落しをお認めになるシステム利用登録メンバー（以下「登録者」という）は会員権登録済みのメンバー
が対象になります。
〔12泊タイプ〕･･････会員権登録済みのメンバー内、最大2名まで
〔24泊タイプ〕･･････会員権登録済みのメンバー内、最大4名まで
４．口座引落しのご利用対象者について
(1)口座引落しの登録者
(2)口座引落し登録者のご紹介者
①ご予約時またはご利用当日の到着までに、登録者本人より口座引落し承認の旨お申し出ください。
②お電話でのご連絡の場合は、登録者の本人確認をさせていただきますので、あらかじめご了承ください。
③本ケースの場合は、ご利用者（ご紹介者）による署名はいただきません。ご署名が必要な場合には口座
引き落としのお申し出時と同時にその旨をお申し出ください。
５．その他
①登録者の故意または重大な過失に起因して第三者の利用が発生した場合、会員および登録者本人がその利
用料金についてすべての責を負うものとさせていただきます。
②ご署名がない場合でもご利用に際して登録者本人に当然の責がある場合はその全額を支払うものとさせて
いただきます。
③ご利用可能施設は「東京ベイコート倶楽部」に限ります。ただし、一部お取り扱いできない商品がある場
合は、ご容赦ください。
④なお、上記お申し込みをいただいた場合でも、お支払い方法は、ご利用の都度、指定していただくことが
出来ますので、必ずしも口座引落しによるお支払いをお選びいただく必要はございません。
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（利用規程の改正）
弊社が東京ベイコート倶楽部の利用規程を改正変更する場合、当社もしくは当社関連会社のホームページまたは
会報誌への掲載または郵送もしくはEメールにより通知するものとします。
（2017年4月現在）
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