
2014 年 3 月 6 日 
湯悠くらぶ会員の皆様へ 

 
湯悠くらぶ会員事務局 

 
 

湯悠くらぶ 会員有効期間一元化に伴う年会費月割納付のお願いと 
会員規約改定のお知らせ 

 
拝啓 時下益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 
平素は湯悠くらぶをご愛顧いただきまして、厚く御礼申し上げます。 
 
 湯悠くらぶは現在、会員有効期間が会員様毎に異なりますが、毎年 4 月 1 日に利用料金

やメニューの改廃が集中することから、2015 年度より会員の皆様の有効期間を『毎年 4 月

1 日から 3 月 31 日』に統一させていただきたくご案内申し上げます。 
つきましては、2014 年 4 月末日有効期限の会員様より年会費を月割納付とさせていただき

ます。納付額は下記をご覧ください。 
尚、これに伴い 2014 年 4 月 1 日より湯悠くらぶ会員規約（第 3 条、4 条）を改定いたしま

す。ご理解の程よろしくお願いいたします。 
 
今後とも、湯悠くらぶをご愛顧いただきますよう、お願い申し上げます。 
 

記 
 
湯悠くらぶ年会費（月割納付額） 
※ 今年度の湯悠くらぶ年会費納付額が有効期限により以下の通りとなります。 
※ 年会費は会員有効期限 終月の 5 日に自動振替となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
以上 

有効期限  
2014 年  

4 月末日 

2014 年  

5 月末日 

2014 年  

6 月末日 

2014 年  

7 月末日 

2014 年  

8 月末日 

2014 年  

9 月末日 

正会員 \29,700  \27,000 \24,300 \21,600 \18,900  \16,200 

平日会員 \11,880  \10,800 \9,720 \8,640 \7,560  \6,480 

有効期限  
2014 年  

10 月末日 

2014 年  

11 月末日

2014 年  

12 月末日

2015 年  

1 月末日 

2015 年  

2 月末日 

2015 年  

3 月末日 

正会員 \13,500  \10,800 \8,100 \5,400 \2,700  \32,400 

平日会員 \5,400  \4,320 \3,240 \2,160 \1,080  \12,960 



「湯悠くらぶ」会員規約 

第1 条（名称及び目的） 

本会員組織の名称を湯悠くらぶ（「ゆーゆーくらぶ」と呼び、以下「湯悠くらぶ」という）と称

し、リゾートソリューション株式会社( 以下「会社」という) が別に定める宿泊施設( 以下「施

設」という）を第2 条に定める会員が相互利用することによって、健康増進及び豊かなリゾート

ライフの創造を図ることを目的とします。 

第2 条（会員） 

1. 本規約を承認の上で所定の申込み手続きをなし、会社が会員として認めた者で、かつ第4 条

の年会費を全額納付している個人または法人を湯悠くらぶ会員( 以下「会員」という) といいま

す。尚、入会希望者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社

会勢力( 以下｢暴力団等反社会勢力｣という)に属していると認められるときは、会社は入会を認

めません。 

2. 会員の種類は、個人正会員・個人平日会員・法人正会員とします。 

3. 会員は、本規約第4 条及び第6 条の手続きを経て、会社が別に定める会員料金で施設の利用

をすることができます。 

4. 会員は、会社が定める所定の事項を登録することにより、施設の 新情報や特別利用料金等

の情報を会社が指定する方法で受け取ることができます。 

第3 条（会員資格有効期間） 

1. 会員資格の有効期間は、第4 条に定める年会費を全額納付した日の翌日から翌3月末日までと

します。尚、更新は1 年間毎となります。 

2.新規入会の場合、年会費は月割にて納付とし、会員資格の有効期間は月割年会費を納付した日

の翌日から翌3月末日までとします。尚、次年度以降の更新は1年間毎となります。 

3. 会員は、有効期限満了日の４０日前までに会社に対して、会社の指定する届出書を以て更新

しない旨申し出ない限り、有効期限は自動的に更新します。 

第4 条（年会費） 

1. 会員は、会社に対し会社の定める所定の年会費を支払わなければなりません。 

2. 会員が会員資格を更新する場合は、更新の都度年会費を納付することで、更に翌3月末日まで

資格の延長ができるものとします。 

3. 更新の年会費は預金口座振替によって納付されるものとし、有効期限の 終月の５日付で振

替えされます。この場合、改めて会社から会員に通知いたしません。 

4. 一旦納付された年会費( 前項の振替年会費を含む) は、いかなる理由があっても返金されま

せん。 

5. 年会費は、経済情勢の変動等により変更する場合があります。 

第5 条（会員証） 

1. 会員には、年会費の納入と引き換えに会員証が発行されます。 

2. 会員は、チェックインの際、会員証を施設のフロントに必ず呈示するものとします。呈示の

ない場合は、その特典を受ける事ができません。 

3. 個人正会員・個人平日会員の場合、会員証は、記載された本人のみが利用でき、これを他人

に譲渡もしくは貸与する事はできません。 

4. 法人正会員の場合、会員証は、記載された会社に所属する社員のみが利用でき、これを他人

に譲渡もしくは貸与する事はできません。 

第6 条（施設利用の予約申込み） 

1. 会員が施設を利用する場合は、会員自らが会社が定める方法にて予約申込みをしなければな



りません。なお、施設の利用には、会員以外に随伴者を伴なうことができます。 

2. 予約の受付の優先順位は、原則として先着順とします。（一部抽選もございます。） 

3. 前項の申込みに対し、会社は、予約を受け付けた内容および利用料金等を口頭もしくは文書

にて会員へ通知します。 

第7 条（利用料金の支払及び予約成立） 

1. 会員は、前条3 項の利用料金を、会社が指定する金融機関に同じく会社が指定する期日まで

に振込み支払わなければなりません。この振込を以て予約の成立とします。ただし会社が指定す

る施設においては、その施設のフロントにて支払うものとします。 

2. 会員は、利用料金以外のリネン代やその他利用に必要な料金を、会社の指定する日までに、

会社の指定する場所もしくは方法で支払わなければなりません。 

第8 条（客室が提供できないときの取扱い） 

1. 前条第1 項により予約成立した施設において、会員に対して、契約した客室を提供できない

ときは、会社は、会員の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するもの

とします。ただし、契約した客室が提供できないことについて、会社もしくは施設の責めに帰す

べき事由がないときはこの限りではありません。 

2. 前項の会員の了解を得られず、あるいは宿泊施設の斡旋ができないときは、会社は、宿泊料

金相当額及び施設までの通常一般の往復交通費を上限として、補償料を会員に支払い、その補償

をもって損害賠償とします。ただし、予約した施設の客室が提供できないことについて、会社も

しくは施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 

第9 条（施設利用時の注意事項） 

1. 会員及び随伴者は、施設の宿泊約款と利用規定を遵守しなければなりません。 

2. 会員及び随伴者は、別に定めるチェックイン及びチェックアウトに従うものとします。 

3. 会員及び随伴者は、施設内で以下の行為をしてはいけません。 

（1） 建物、家具、備品、施設等の改造や破損をする行為。 

（2） 建物、家具、備品、施設等を施設外に持ち出し、あるいは領得する行為。 

（3） 酔態を示し、あるいは高歌吟踊する等、他の利用者に迷惑を及ぼす行為。 

（4） 動物、ペット等を持ち込む行為。 

（5） 営業行為。 

（6） 塵芥、廃棄物を放置する行為。 

（7） 銃砲刀剣類、爆発物等危険物を持ち込む行為。 

（8） その他、公序良俗に反する行為。 

4. 会員または随伴者が、施設内において第三者に故意または過失により損害を与えた場合、会

員はその賠償責任を負うものとし、会社は第三者に対し何らの義務を負いません。 

第10 条（会員の責任） 

会員または、随伴者の故意又は過失により会社及び施設が損害を被ったときは、当該会員または

随伴者（随伴者による場合は当該会員が連帯して）は 会社に対し、その損害を賠償していただ

きます。 

第11 条（建物の滅失及び施設内の家具什器備品の紛失・毀損等） 

1. 会員の施設利用中に会員または随伴者の責に帰す事由により生じた建物の滅失及び施設内の

家具什器備品等の紛失・毀損等については、原則として同等建物・家具・什器・備品との取替え

に要する費用または修理代金に相当する費用の全額を当該会員または随伴者（随伴者による場合

は当該会員が連帯して）が負担するものとします。 

2. 紛失・盗難・天災等で施設の建物・家具・備品等に異常が生じた場合は、遅滞なく会社に報



告するものとします。 

第12 条（違守事項） 

会員は、以下の事項を違守しなければなりません。 

（1） 会社に届けている住所や連絡先等に変更があった場合は、会社の定めた方法で速やかに会

社に届け出なければなりません。 

（2） 会員の権利を、第三者へ貸与ならびに讓渡する事はできません。 

（3） 会員は、施設ならびに会員の権利を使用して営業行為をしてはなりません。 

第13 条（退会） 

1. 会員は何時でも退会することができます。但し、その場合は会員資格有効期限の40 日前まで

に、第2 項に定める届け出をするものとします。また、この場合は会員証を返還しなければなり

ません。 

2. 会員が退会する場合は、会社が定める必要事項を書面で会社に届け出なければなりません。 

第14 条（解散） 

1. 湯悠くらぶは、会社の都合により解散することが出来ます。 

2. 会社は、前項の解散を決定した時、解散期日の3 ヵ月以上前に会員へ通知するものとし、会

員は、解散について異議申し立ては出来ません。 

3. また、本条の規定に基づいて解散する場合、第4 条第3 項の規定に関わらず、会員資格有効

期間の未経過分の年会費については、解散期日から起算して1 年間を365 日とした日割りで計算

し、解散期日より90 日以内に各会員の指定する銀行口座に送金して返還します。 

第15 条（会員資格の取消） 

会社は、会員に次の事由が生じた場合、会員資格を取り消すことができます。この場合、会員は

会員証を会社へ返還しなければなりません。 

（1） 会員が死亡した場合。 

（2） 法人正会員の場合、破産又は会社更生・民事再生・特別精算の申し立てがあったとき。 

（3） 会員が本規約に違反した場合。 

（4） 会員が施設の利用規約等に反し、円滑なサービス提供を妨げる行為をなす等、施設の運営

を妨げ、会社の 

名誉・信用を傷つける行為があった場合。 

（5） 第4 条の年会費の支払を3 ヵ月以上遅滞した場合。 

（6） 会員が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力に

属していると認められた場合。 

第16 条（会員資格の消失） 

会員は、前条の他、次の場合にその資格を失います。この場合、会員は会員証を会社へ返還しな

ければなりません。 

（1） 資格の有効期間が満了したとき。 

（2） 退会したとき。 

第17 条（RESOL メイト情報サービス） 

会員は、RESOL メイト情報サービスに自動登録され、会員がその提供を拒否しない限り会社が組

成するメイト会員事務局を通じ、別に定める利用規約に沿った方法・手段により情報が提供され

ることを承諾します。 

第18 条（規約の改正） 

1. 会社は、会員の事前承諾なく本規約を変更または追加ができます。 

2. 前項の内容については、変更実施の1 ヵ月前までにホームページにて通知し、かつこれをも



って足りるものとします。 

第19 条（年会費、利用料金、各種会員サービスの改正） 

1. 会社は、会員の事前承諾なく、年会費の額、利用料金、利用範囲・予約方法・特典等各種会

員サービスを変更・追加・廃止ができます。 

2. 前項の内容については、変更実施の1 ヵ月前までにホームページにて通知し、かつこれをも

って足りるものとします。 

第20 条（管轄裁判所） 

会員と会社の間で紛争が生じた場合、会社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。 

第21 条（湯悠くらぶファミリー登録制度） 

1.（登録者） 

①個人正会員・個人平日会員の配偶者及び一親等以内の親族で湯悠くらぶ会員規約を承認の上で

所定の申込み手続きをなし、会社が登録者として認めた者で、かつ別に定める登録料を全額納付

している個人を湯悠くらぶファミリー登録者（以下「登録者」という）といいます。尚、登録希

望者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会勢力に属して

いると認められるときは、会社は登録を認めません。 

②登録者は、本規約第21 条1 項の手続きを経て、会社が会員とは別に定める利用施設を会員料

金で利用することができます。 

2.（登録資格有効期間） 

①登録資格の有効期間は、個人正会員・個人平日会員の会員有効期間に準じます。尚、更新も同

様に1 年間毎となります。但し、その個人正会員・個人平日会員の継続期間内に限ります。 

②登録者は、有効期限満了日の４０日前までに会社に対して、会社の指定する届出書を以て更新

しない旨申し出ない限り、有効期限は自動的に更新します。但し、個人正会員・個人平日会員の

継続期間内に限ります。 

3.（登録料） 

①登録者は、会社に対し会社の定める所定の登録料を支払わなければなりません。 

②登録者が登録資格を更新する場合は、更新の都度登録料を納付することで、更に1 年間会員資

格の延長ができるものとします。但し、個人正会員・個人平日会 員の継続期間内に限ります。 

③更新の登録料は個人正会員・個人平日会員の預金口座振替によって個人正会員・個人平日会員

の年会費と合算して、納付されるものとし、有効期限の 終月の５日付で振替えされます。この

場合、改めて会社から会員及び登録者に通知いたしません。 

④一旦納付された登録料（前項の振替登録料を含む）は、いかなる理由があっても返金されませ

ん。 

⑤登録料は、経済情勢の変動等により変更する場合があります。 

4.（登録者証） 

①登録者には、登録料の納入と引き換えに登録者証が発行されます。 

②登録者は、チェックインの際、登録者証を施設のフロントに必ず呈示するものとします。呈示

のない場合は、その特典を受ける事ができません。 

③登録者の場合、登録者証は、記載された本人のみが利用でき、これを他人に譲渡もしくは貸与

する事はできません。 

5.（退会） 

①登録者は何時でも退会することができます。但し、その場合は登録資格有効期限の40 日前ま

でに、②に定める届け出をするものとします。また、この場合は 登録者証を返還しなければな

りません。 



②登録者が退会する場合は、会社が定める必要事項を書面で会社に届け出なければなりません。 

6.（登録者資格の取消） 

会社は、登録者またはその個人正会員・個人平日会員に次の事由が生じた場合、登録者資格を取

り消すことができます。この場合、登録者は登録者証を会社へ返還しなければなりません。 

①個人正会員・個人平日会員又は登録者が死亡した場合。 

②個人正会員・個人平日会員又は登録者が本規約に違反した場合。 

③個人正会員・個人平日会員又は登録者が施設の利用規的等に反し、円滑なサービス提供を妨げ

る行為をな 

す等、施設の運営を妨げ、会社の名誉・信用を傷つける行為があった場合。 

④第21 条3 項の登録料の支払を3 ヵ月以上遅滞した場合。 

⑤個人正会員・個人平日会員又は登録者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその

関係者、その他反社会勢力に属していると認められた場合。 

7.（登録者資格の消失） 

登録者は、前項の他、次の場合にその資格を失います。この場合、登録者は登録者証を会社へ返

還しなければなりません。 

①個人正会員・個人平日会員又は登録者の資格の有効期間が満了したとき。 

②個人正会員・個人平日会員又は登録者が退会したとき。 

8.（その他） 

ファミリー登録者の利用その他については、本規約第6 条（施設利用の予約申込み）、第7 条（利

用料金の支払及び予約成立）、第8 条（客室が提供できないときの取扱い）、第9 条（施設利用

時の注意事項）、第10 条（会員の責任）、第11 条（建物の滅失及び施設内の家具什器備品の紛

失・毀損等）、第12 条（違守事項）、第l4条（解散）、第17 条（RESOL メイト情報サービス）、

第18 条（規約の改正）、第19 条（年会費、利用料金、各種会員サービスの改正）、第20 条（管

轄裁判所）の会員規約に準じるものとする。 

本規約は平成19 年10 月1 日より施行します。 

改定 平成26 年4 月1 日 

以上 

RESOL メイト情報サービス利用規約 

第1 条（目的） 

リゾートソリューション株式会社（以下、「会社」という）は、会社の商品・施設を末永くご愛

顧いただくことを目的として 第2 条に定める利用登録者に対し会社の商品・施設等に関する情

報（以下、「情報」という）を無償で提供し、顧客満足度の向上をはかります。 

第2 条（利用登録者） 

利用登録者とは、会社が販売、仲介もしくは募集する商品を購入し、会社が運営する各種の会に

入会し、又は会社が運営するゴルフ場、ホテル、別荘等の施設を利用され、会社に対して必要事

項の登録をして頂いたお客様で、別途定める基準に照らし会社が登録を認めた個人をいいます。 

第3 条（年会費、登録料） 

1. 利用登録者の年会費、登録料は無料とします。 

2. 利用登録者は、登録時に氏名、住所、電話番号、ファックス番号、E-mail アドレス、性別お

よび生年月日を事務局（以下、「メイト会員事務局」という）に届け出るものとします。 

第4 条（運営） 

会社は、会社内にメイト会員事務局を置き、利用登録者の組織化と情報の提供を行います。 

第5 条（利用登録者情報の利用目的／情報サービスの提供） 



1. 会社は、利用登録者に対し、以下の会社及び関連会社の運営施設又は販売等する商品の 新

情報を無料で提供します。 

（1） ゴルフ場、ホテルの格安料金情報もしくはお得なイベント、キャンペーン情報 

（2） 別荘、リゾートマンション等の 新物件情報 

（3） ゴルフ会員権、リゾート会員権の 新情報 

（4） 国内、海外の旅行情報 

（5） ゴルフ用品、レジャー用品等の割引価格情報 

（6） 教育、健康、育児、介護、その他生活全般のお得な物品の販売に関する情報 

（7） その他、会社が企画開発し販売する新商品情報 

2. 会社は、前項に定める情報の提供を行う目的（以下、「本件利用目的」という）で業務を委

託する際は、利用登録者情報を適切に取り扱う委託先を選定し、委託先と利用登録者情報の取り

扱いに関する契約を締結します。 

第6 条（情報の提供方法） 

情報は会社が定める次の方法、手段で提供します。 

（1） 連絡文書等への資料同封（郵送、宅配便等による） 

（2） ダイレクトメール（ＤＭ）の配布（郵送、宅配便等による） 

（3） ファックス 

（4） メールマガジンの配信 

（5） 電子メール（パソコン、携帯電話）への配信 

（6） ホームページへの掲載 

（7） ガイドブック、会報誌等、定期刊行物の配布（郵送、宅配便等による） 

（8） その他の会社が適切と判断する通信手段 

第7 条（共同利用） 

会社は、利用登録者の登録によって取得した個人情報を、本件利用目的に限り、当該利用登録者

の登録を担当した事業所（以下、「登録担当事業所」という）と共同して利用する場合がありま

す。共同利用する利用登録者情報の項目は氏名、住所、E-mail アドレス、ファックス番号とし、

共同利用する利用登録者情報の管理責任は会社が負うものとします。 

第8 条（情報の発信人） 

情報の発信は、会社名、登録担当事業所名、メイト会員事務局名、もしくは会社内の他の組織名

のいずれかで行います。 

第9 条（情報提供の停止） 

1. 利用登録者は、第5 条の情報サービスの提供を停止できます。 

2. 情報の提供停止を希望する利用登録者は、メイト会員事務局へ会社が指定する届出書を提出

するものとします。 

3. 前項の場合、利用登録者は登録担当事業所名をメイト会員事務局へ告知するものとします。

告知がない場合は、情報提供の停止届出書を提出した後も情報提供がなされることがあります。 

第10 条（情報提供の終了） 

1. 会社は、利用登録者が第9 条により情報提供を辞退したときは、情報サービスの提供を終了

します。 

2. 会社は、利用登録者が第11 条により登録の抹消を届け出、又は第12 条により利用登録者資

格を喪失したとき、もしくは会社が情報サービスの一時停止又は終了を相当と判断したときは、

利用登録者の同意を得ずして情報サービスの提供を停止・終了します。 

第11 条（登録抹消、再登録） 



1. 利用登録者はいつでも登録の抹消をすることができ、会社が認めた場合は再登録することが

できます。 

2. 利用登録者が登録抹消又は再登録する場合は、書面または電子メールにて会社が定める必要

事項を記載し、メイト会員事務局へ届け出るものとします。 

第12 条（利用登録者資格の取り消し） 

会社は、利用登録者に次の事由が生じた場合、利用登録者資格を取り消すことができます。 

1. 利用登録者が第2 条の利用登録者として適当でないと会社が判断したとき 

2. 利用登録者が死亡したとき 

第13 条（連絡先） 

1. 利用登録者の個人情報の開示、訂正、削除及び本規約等に関するお問い合わせ及び苦情は、

メイト会員事務局へご連絡ください。 

メイト会員事務局（リゾートソリューション株式会社内）の連絡先 

 Tel.03-3344-8812 Fax.03-3344-5052 E-mail ： mate@resol.jp 

 （受付時間／ 9：30 ～ 17：00 定休日／土・日・祝日、年末年始） 

2. 会社は、利用登録者から個人情報の開示要請があっても、業務の適正な実施に著しい支障を

及ぼす恐れがあると会社が判断した場合等は、開示を拒否できるものとします。 

第14 条（規約の改定） 

会社は、本規約を改善改良のために随時変更できるものとします。この場合は、以下のURL のホ

ームページに変更実施の1 ヵ月前までに掲載することによって通知します。ただし、法令等によ

り利用登録者の同意（個人情報に関する同意等）が必要な場合は、個別に同意を得て有効になる

ものとします。 

URL http://www.resol.jp/mate 

第15 条（協議事項） 

本規約の解釈に疑義が生じた場合は、会社と利用登録者との間で協議し解決するものとします。 

第16 条（管轄裁判所） 

利用登録者と会社の間で紛争が生じた場合は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の

専属的合意管轄裁判所とします。 

第17 条（施行） 

本規約は平成17 年1 月1 日より施行します。 

改定 平成26 年4 月1 日 

以上 


	会員有効期間一元化に伴う年会費月割納付について.pdf
	【20140401改訂版】「湯悠くらぶ」会員規約.pdf

