
 

 

 

 

第 1 条 １．当ホテルの締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令又

は慣習によるものとします。 

２．当ホテルは、前項の規定にかかわらず、この約款の趣旨、法令及び慣習に反しない範囲で、特約に応ずることができます。 

 

第２条 当ホテルは、次の場合には、宿泊の引受けをお断りすることがあります。 

（１） 宿泊の申込が、この約款によらないものであるとき。 

（２） 満室により客室の余裕がないとき。 

（３） 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定又は公の秩序、若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。 

（４） 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。 

（５） 宿泊に関し、特別の負担を求められたとき。 

（６） 天災、施設の故障その他やむを得ない理由により、宿泊させることができないとき。 

（７） 宿泊しようとする者が、泥酔者等で、ほかの宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき。 

（８） 宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。 

（９） 宿泊しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６項の暴力団員または同法第２条第２号の

暴力団員と関係を有する企業または団体の関係者と認められるとき。 

（１０） 宿泊しようとする者が､「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成４年３月１日施行）による指定暴力団および指定暴力団員等（以下「暴

力団」および「暴力団員」とする）またはその関係者､その他反社会的勢力であるとき。 

（１１） 宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人､その他団体であるとき。 

 

第３条 当ホテルは、宿泊日に先だつ宿泊の申込（以下｢宿泊予約の申込｣という。）をお引受けした場合には、期限を定めて、その宿泊予約の申込者に対して、 

次の事項の明告を求めることがあります。 

（１） 宿泊者の氏名･性別･国籍･職業･住所及び電話番号 

（２） その他当ホテルが必要と認めた事項。 

 

第 4 条 １．当ホテルは、宿泊予約の申込みをお引受けした場合には、期限を定めて、宿泊期間（宿泊期間が３日をこえる場合は３日間）の宿泊料金を限度とする予約

金の支払いを求めることがあります。 

２．前項の予約金は、次条の定める場合に該当するときは、同条の違約金に充当し、残金があれば返還します。 

 

第 5 条 １．当ホテルは、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全部又は一部を解除したときは、次に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、団体客（ペイ

イング・メンバー１５名以上のものをいう。以下同じ。）の一部について、宿泊予約の解除があった場合には、そのお引受けした日における宿泊予約人数の

１０％にあたる人数（端数が出た場合には切り上げる）については、この限りではありません。 

（１） 一般客 イ．宿泊日の前日に解除した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宿泊者１人につき、その宿泊第１日目の宿泊料金の２０％ 

            ロ．宿泊日当日に解除した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宿泊者１人につき、その宿泊第１日目の宿泊料金の 10０％ 

（２） 団体客 イ．宿泊の 9 日前の日から宿泊日の 2 日前の日までに解除した場合・・・・・・宿泊者１人につき、その宿泊第１日目の宿泊料金の１０％ 

ロ．宿泊日の前日に解除した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宿泊者１人につき、その宿泊第１日目の宿泊料金の２０％ 

            ハ．宿泊日当日に解除した場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・宿泊者１人につき、その宿泊第１日目の宿泊料金の 10０％ 

２．当ホテルは、宿泊者が連絡をしないで、宿泊当日の午後１０時（あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は、その時刻を２時間経過した時刻）にな

っても到着しないときは、その宿泊予約は、申込者により解除されたものとみなし、処理することがあります。 

この場合、第１項に定める違約金として、宿泊者１人につき、その宿泊第１日目の宿泊料金の１００％を申し受けます。 

３．前項の規定により、解除されたものとみなした場合において、宿泊者が、その連絡をしないで到着しなかったことが、列車･航空機などの公共の運輸機関の

不着又は遅延その他、宿泊者の責に帰さない理由であることを証明したときは、第１項の違約金はいただきません。 

 

第 6 条 １．当ホテルは、他に定める場合を除くほか、次の場合には、宿泊予約を解除することができます。 

（１） 第２条第３号から第 8 号までに該当することとなったとき。 

（２） 第３条第 1 号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれらしい事項が明告されないとき。 

（３） 第 4 条第 1 号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。 

２．当ホテルは、前項の規定により宿泊予約を解除したときは、その予約について、すでに収受した予約金があれば返還します。 

 

第7条 宿泊者は、宿泊日当日当ホテルのフロント・デスクにおいて、次の事項を当ホテルに登録してください。 

（１） 第３条第１号の事項 

（２） 外国人にあっては、旅券番号、日本上陸及び上陸年月日 

（３） 出発日及び時刻 

（４） その他ホテルが必要と認めた事項 

 

第8条 １．チェックイン･タイム 宿泊者が当ホテルの客室をご利用いただける時刻（チェックイン・タイム）は午後３時以降とします。 

２．チェックアウト・タイム 宿泊者が、当ホテルの客室をあけていただく時刻（チェクアウトタイム）は午前１0 時とします。 

３．当ホテルは、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムをこえて、客室の使用に応ずる場合があります。 

        この場合においては、つぎに掲げるとおり追加料金を申し受けます。 

午後 2 時まで  １時間につき １，０００円（税込） 

午後 2 時以降  室料の１００％ 

      但し、予約状況など当ホテルの都合により延長のご使用に応じかねる場合があります。 

 

第9条 当ホテルの施設の営業時間は、別紙ホテル案内のとおりとします。時間及び前項の時間は、臨時に変更することがあります。 

 

第10条 １．料金の支払いは、通貨又は当ホテルが認めたクレジットカード若しくはクーポン券により、宿泊者の到着の際、又は当ホテルが請求したとき、当ホテル 

フロント・デスクにおいて行っていただきます。 

２．宿泊者が、客室の使用を開始したのち、任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 

       宿泊料金以外の料金は、お帰りまでに精算してください。 

 

第11条 宿泊者は、当ホテル内において、当ホテルが定めて当ホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。 

 

第12条 当ホテルは、お引受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿泊の継続をお断りすることがあります。 

（１） 第２条第３号から第８号までに該当することとなったとき。 

（２） 前条の利用規則に従わないとき 

 

第13条 １．当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者がフロント・デスクにおいて宿泊の登録を行ったとき、又は客室に入ったときのうち、いずれか早いときに始ま        

り、宿泊者が出発するため客室をあけたときに終わります。 

２．当ホテルの責に帰すべき理由により、宿泊者に客室の提供ができなくなったときには、天災その他の理由により困難な場合を除き、その宿泊者に同一又

は類似の条件による他の宿泊施設をあっせんします。この場合には、客室の提供を継続できなくなった日の宿泊料金を含むその後の宿泊料金はいただき

ません。 

第 14 条  宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで

負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。 

 

ホテルウィングインターナショナル湘南藤沢 宿泊約款 



 

 

 

 

 

 
Article 1 (Application of Provisions) 

1. Accommodation contracts and related contracts to be entered into by this hotel shall be in accordance with these provisions and particulars not provided for in 
these provisions shall be made in accordance with the laws and customary practices. 

2. Notwithstanding the foregoing provisions, this hotel may enter into special agreements to the extent that they will not run counter to the spirit of these 
provisions, the laws and customary practices. 

Article 2 (Rejection of Accommodation Requests) 
   This hotel may refuse to provide accommodation in the following circumstances: 

(1) When the accommodation requested does not come under these provisions. 
(2) When this hotel is booked full and no rooms available. 
(3) When it is feared that the person desiring the accommodation may use the accommodation in a manner contrary to that provided in the laws for the maintenance 

of public peace and good morals. 
(4) When the person desiring the accommodation can be clearly detected as being afflicted with a person of epidemic. 
(5) When requested to bear a special burden, as regards the accommodation. 
(6) When this hotel is incapable of providing the accommodation due to inevitable causes, such as natural calamity and damage to its facilities. 
(7) When the person desiring the accommodation can be clearly detected as being afflicted with a person of badly drunk, etc. 
(8) When the guest is clearly bothered with other guest’s words and/or actions. 
(9) When the Guest is deemed to be a member of or be linked to a crime syndicate, organized crime groups or any antisocial organizations. 
(10) When a corporate company or an organization is detected to be under control of a crime syndicate or organized crime group(s) in its business activities. 
(11) When a corporate company or an organization is proven to employ a director who is a member of an organized crime syndicate. 

Article 3 (Identification of Name etc) 
   When this hotel has accepted a request for accommodation hereinafter called request for accommodation reservation in advance of the day of occupancy, it may request 

the person making the reservation to clarify the following particulars, within a designated period. 
(1) Name, Sex, nationality, Address, Phone number and occupation of the person occupying the accommodation. 
(2) Other particulars deemed necessary by this hotel. 

Article 4 (Reservation Deposit) 
1. When this hotel has accepted a request a for reservation of accommodation, it may request the payment of a deposit, limited to the charge of the accommodation 

for the period of stay (when the period of stay is over 3 days, it shall be for 3 days) within a designated period. 
2. When the deposit in the aforementioned paragraph comes within the scope of the following article, it shall be made to cover the breach of agreements charge with 

any remainder refunded. 
Article 5 (Cancellation of Reservation) 

1. When the person making the reservation cancels the whole or part of the reservation made, this hotel shall receive payment for the breach of agreement as 
stipulated in the breach of agreement charge, shown in separate chart. However, this provision shall not apply to parties (referring to group with 15 paying 
members and more the same hereafter) up to 10% of its number –with fractions counted as whole –when such cancellation was made for a portion of the group, 10 
days prior to occupancy. (When this hotel has received the request for reservation later than this date, then the date of acceptance shall apply.) 

(1) Ordinary Guests      a. When cancelled on the day before occupancy: 20% of the first day room charge person. 
                                  b. When cancelled on the day of occupancy: 100% of the first day room charge person. 

(2) Group Guests         a. When cancelled from 9days to 2days before occupancy: 10% of the first day room charge per person. 
                                  b. When cancelled 1 day before occupancy: 20% of the first day room charge per person. 
                                  c. When cancelled on the day of occupancy: 100% of the first day room charge per person. 
   2. This hotel may consider the reservation for accommodation as having been cancelled by the person making the reservation, when such person does not appear by 

10:00p.m.of the day of occupancy and when he not contacted this hotel. (When the hour of arrival is stated, then it shall be applied after 2 
hours past that time.) 

   3. When the reservation has been considered as cancelled, in accordance with the previous paragraph, but if the quest is able to prove that his failure to appear without 
contact was due to the delay or non-arrival of the train, airplane or other public conveyances and not to any cause due to him, this hotel 
will not receive the breach of agreement charge. 

Article 6 
1. Except as otherwise provided for, this hotel shall be enabled to cancel the reservation for accommodation in following  

circumstances: 
(1) When it comes under clause 3 to 6 of article 2. 
(2) When the clarification of particulars in clause 1 of article 3 has been requested and not complied within the designated period. 
(3) When payment of the reservation deposit, stipulated in article 4 paragraph 1, has been requested but not complied within the designated period. 

2. When this hotel has cancelled the reservation for accommodation, in accordance with the aforementioned paragraph, it shall refund any deposit received for the 
reservation. 

Article 7 (Registration) 
   Guests are requested to kindly register the following particulars with this hotel, at the front desk, on the day of their arrival. 

(1) Particulars stated in clause 1 of article 3. 
(2) In the case of a foreigner, his passport number, place of landing and date of landing in Japan. 
(3) Day and hour of departure. 
(4) Other particulars deemed necessary by this hotel. 

Article 8 (Check-in Time / Check-out Time) 
1. The check-in time at this hotel shall be after 3:00p.m. 
2. The hour for vacating the room by the guest (check-out time) is 10:00a.m. 
3. The above stipulation not withstanding, this hotel may accede to the use of the room beyond the check-out time. In such a case, there is an additional charge as 

listed hereunder, 
(1) When check-out time is before 2:00p.m. : 1,000 yen (tax included) / 1 hour 
(2) When check-out time is after 2:00p.m.  : One additional day will be charged. 

Article 9 (Business Hours etc) 
   The business hours of facilities in this hotel are stated on the Hotel guidance. 
Article 10 (Payment of Bills) 

1. Payment of bills shall be made in currencies, credit card or coupons recognized by this hotel at the front desk of this hotel, at time of the guest’s arrival or when 
requested by this hotel. 

2. Guests will be asked to pay for the room from the commencement of occupancy, even when he voluntarily choose not to use the room. 
Article 11 (Observance or Rules) 

Guests are requested to observe the rules established by this hotel and posted within this hotel. 
Article 12 (Rejection of continued Occupancy) 

This hotel may reject the continued occupancy of the room, even for the period accepted in the following circumstances: 
(1) When it comes under clauses 3 to 6 article 2. 
(2) When the guest does not observe the rules in aforementioned article. 

Article 13 (Responsibility on Accommodation) 
1. The responsibility of this hotel concerning accommodation starts from the time the guest is registered at the front desk or when he enters his room, whichever was 

the earlier, and terminates at the time he leaves his room to depart. 
2. When the guest can no longer be accommodated due to reasons for which this hotel is responsible, excepting natural calamities and other causes making its 

observance difficult, the hotel will arrange to secure accommodation of the same or similar standard for the guest, facilities elsewhere. In such a case, there will be 
no charge to the guest for the accommodation at this hotel for the day. 

Article 14 (Parking lot) 
This hotel is not responsible for any loss or damage of the car and its belongings in the parking lot whether its key is checked at the front desk. For management of 
parking lot, however, hotel takes responsibilities of disadvantages by hotel intent or negligence. 

 

ACCOMMODATION AGREEMENTS 


