Taiheiyo Club GINZA 利用約款
株式会社太平洋クラブ（以下「当社」）は、ご利用者様において Taiheiyo Club GINZA（以
下 TCG）を快適にご堪能いただくためのルール（以下「利用約款」）を Taiheiyo Club GINZA
規約（以下「規約」
）第 18 条第 1 項に基づいて以下のとおり定めております。TCG をご利
用いただく全てのご利用者様は、規約及び利用約款に従うことをご了承いただいたもの（定
型取引合意の成立）と見做させていただきますので、ご了承いただきますようお願い申しあ
げます。
≪会員制≫
1.

TCG のご利用は太平洋クラブ・太平洋アソシエイツの会員（以下「クラブ会員」）
・
GINZA GOLFING SOCIETY 会員（以下「ソサエティ会員」
。「クラブ会員」と「ソサ
エティ会員」を総称して「会員」）に限定されます。ただし、会員は、ゲストを同伴す
ることができます。

2.

ご利用に際して、会員証のご提示をお願いする場合があります。

≪ご利用可能な施設・予約≫
1.

TCG には、
『ラウンジ&ライブラリ「MIYUKI ／ 661」』、
『バー「GOTEMBAR」』、
『ダ
イニング「NAMIKI」』、『マルチスペース「富嶽風穴」、「昭和」、「GINZA GOLF
GARDEN」』の施設があります。

2.

ダイニング「NAMIKI」において、営業時間 月~土 17:00~22：30、日・祝 16:00~18:00
のご利用は予約制となっております。ご予約はリザベーションデスク（電話 03-32893776 番）にお願いいたします。

3.

『ラウンジ&ライブラリ「MIYUKI」』、
『バー「GOTEMBAR」』、
『ダイニング「NAMIKI」
（営業時間 月~土 11:30~14:00、日・祝 11:30~15:30）』、
『GINZA GOLF GARDEN』
は予約制ではありません（予約を受け賜わることも可能です。）が、席数等に制限があ
りますので、当日のご来場の場合にはご利用できない場合やお待ちいただく場合があ
りますので、予めご了承をお願いいたします。

4.

当社は、第 1 項の施設を適宜変更できるものとします。

≪営業時間≫
ラウンジ&ライブラリ「MIYUKI ／ 661」
月~土

09:00~22:30 、日･祝

09:00~18:00

バー「GOTEMBAR」
月~土

16:00~22:30 、日･祝

11:30~18:00

ダイニング「NAMIKI」
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月~土

11:30~14:00 、日･祝

11:30~15:30

月~土

17:00~22:30 、日･祝

16:00~18:00（※予約制）

マルチスペース「富嶽風穴」、
「昭和」
月~土

16:00~22:30

、日･祝 16:00~18:00

マルチスペース「GINZA GOLF GARDEN」
月~土

09:00~22:30 、日･祝

09:00~18:00

≪キャンセル≫
ダイニング「NAMIKI」
、マルチスペース「富嶽風穴」の飲食予約（席のみの予約含む。）
において、ご予約時間が月~土 17:00~22:30・日･祝 16:00~18:00 内のキャンセルはご利
用日前日までにリザベーションデスク（電話 03-3289-3776 番）宛にお電話ください。当
日のキャンセルはキャンセル料として 3000 円をご請求させていただきます（人数変更の
場合にはキャンセル料は頂きません。
）
。
≪TCG の利用拒絶≫
当社は、次に該当する場合には、TCG のご利用（予約を含む。）をお断りできるものとしま
す。この場合、ご利用者様は当社の指示に従わなければならず、利用を断られた理由の開示
を求めることができないものとします。
1.

会員の同伴がない場合。

2.

会員証の提示がない場合。

3.

満席で施設に受け容れの余裕がない場合。

4.

事前に HP 上で告知された TCG の行事と重なるとき。

5.

天災地変、気象の異常その他やむを得ない事情により TCG をクローズするとき。

6.

偽名または他人名義で申し込みが行われた場合。

7.

公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為(暴力行為または威嚇行為等)またはエチケ
ット・マナーに反する行為をされたことがあるときまたはされるおそれがあると認め
られるとき。

8.

暴力団、暴力団関係企業、総会屋、特殊知能暴力集団、右翼団体、宗教団体その他の反
社会的な団体の構成員・準構成員・それらと密接な関係がある者、それらであるとの合
理的な疑いがもたれる者またはそれらであったと合理的な疑いが持たれる者(以下｢反
社会的勢力｣といいます)または反社会的勢力と疑われる者を同伴・紹介したことがあ
る者である場合。

9.

その他の理由により、ご利用者様において TCG を利用されることが好ましくないと当
社が判断する事由があるとき。

10. その他、規約やこの利用約款に違反したとき。
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≪利用の停止≫
当社は、次の場合には、ご利用者様の TCG の利用を停止できるものとします。この場合、
ご利用者様は当社の指示に従わなければならず、当社の指示に対して当社に故意等がない
限り賠償請求・クレーム等を述べることができないものとします。ご利用者様は、利用の停
止の場合には、利用料金の支払を免れないものとします。
1.

ご利用の主旨がご予約時と異なる場合。

2.

利用拒絶理由があったことが判明した場合。

3.

公の秩序もしくは善良な風俗、エチケット・マナーに著しく反する行為があったと当社
が判断した場合。

4.

他のご利用者様のご迷惑になるような言動があった場合またはその恐れがあると当社
が判断した場合。

5.

天災地変、気象の異常、その他やむを得ない事情により TCG をクローズするとき。

6.

規約やこの利用約款に違反したとき。

7.

その他の理由により、TCG にとって好ましくない行為があったと当社が判断したとき。

≪臨時休業、営業時間の変更≫
当社は、事前に HP に掲出することによって、営業日・営業時間を変更し、臨時休業日を定
めることができるものとします。
≪同意事項・遵守事項≫
1.

利用約款の個々の条項をご存知なかった場合でも当該条項が適用されます。

2.

エチケット・マナー・ドレスコード・規約・この利用約款の遵守をお願いいたします。

3.

同伴ゲストに、エチケット・マナー・ドレスコード・規約・この利用約款を遵守させる
ようにお願いいたします。

4.

会員は、同伴ゲストの TCG の利用に伴うすべての行為と利用料金を含む支払について
連帯して責任を負わなければならないものとします。

≪禁止事項≫
1.

補助犬（盲導犬・聴導犬・介助犬）以外の犬・猫・小鳥等の愛玩動物、家畜等の同伴。

2.

発火または引火性の物品等危険物の使用及び持込。

3.

異臭を発する物の持込。

4.

賭博等風紀を乱す行為。

5.

当社の事前の承諾を得ない TCG 内での物品販売・宣伝広告。

6.

当社の事前の許可を得ない TCG の写真撮影。

7. アンダーシャツ・スリッパ等での来店。
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8.

他のご利用者様の迷惑または不快感を与える可能性のある言動。

9.

TCG の備品等の持ち出し。

10. TCG 外よりの飲食物のお取り寄せや持込（ワインに限り指定料金をお支払いいただく
ことで持込可能）
。
11. その他法令で禁じられている行為。
≪損害賠償≫
1.

ご利用者様が TCG の施設や什器等を破損したり損傷した場合、その修理や代替品の購
入費用に関して当社より御指示申し上げますので、速やかに損害賠償金をお支払い頂
きます。

2.

会員は、本人または同伴ゲストがこの利用約款に違反したことによって、またはこれに
関連して、他のご利用者様・TCG の職員・当社に対し、損失、損害、費用または経費
（以下「損害等」
）を生じせしめた場合、補償および賠償（以下「賠償等」）の義務を負
うものとします。当社は当該会員に対して、損害等・賠償等を請求でき、その場合、当
該会員はその損害等の全てを直ちに賠償等するものとします。

3.

会員間（同伴ゲストを含む。以下本項において同じ。）の問題は当人たちの間で協議に
よって解決するものとし、当社は一切責任を負わない（仲裁等も行わない。
）ものとし
ます。

≪免責事項≫

1.

TCG 内でのお忘れ物は、発見の日から１ヶ月間お預かりします。ご本人の所持品であ
ることを証明して期間内にお引き取り下さい。返却に要する一切の費用はご本人様の
負担となります。期間内にお引き取りのない場合は処分することがありますので、予め
ご承知ください。

2.

ご利用者様が、この利用約款に違反して、第三者に損害等の事故を発生させた場合また
はご利用者様ご本人が損害等の被害を受けた場合は、当社に過失がない限り当社は損
害賠償等の責任を負わないものとします。なお、万一当社の過失がある場合でも当社の
責任は被害を受けた方の利用料金（税込）を上限とさせていただきます。

3.

TCG の設備の瑕疵または TCG 職員の指示に基づいてご利用者様が何らかの損害を被
った場合、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社はその方のご利用料金（税
込）を超えて損害賠償等の責任を負わないものとします。

≪個人情報≫
TCG は、取得したご利用者様の個人情報は、個人情報保護法及び当社が別に定めるプライ
バシーポリシーに基づき、安全に管理いたします。また、ご利用者様の個人情報は、各種ご
案内、その他業務上必要なお問合わせの為の書面等をご送付する為に利用させていただく
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他、所轄警察署及び所轄の暴力団等排除対策協議会等への身分照会に利用させていただく
場合があります。
≪改正≫
当社は、任意の判断によって、適宜この利用約款を相当な範囲で変更できるものとし、変更
の効力発生日の１週間前までに当社の HP に掲載する方法で変更を周知するものとします。
施行日 2020 年 9 月 1 日
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