
goodroom hotelpass利用規約

このgoodroom hotelpass利用規約（以下「本規約」といいます。）はグッドルーム株式会社（以下「当社」とい

います。）が運営する月額課金宿泊施設滞在サービス「goodroom hotelpass」（以下「本サービス」といいま

す。）における利用条件を定めるものです。本サービスの利用に際しては、予約の申込の前に、本規約の全文

をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。なお、本規約の他、個別に特約等が定めら

れている場合があります。これらの内容も、併せてご確認ください。

＜＜総則＞＞

第1条 目的

本規約は利用者（第３条に定義します。）の皆様に遵守していただかなければならない事項、当社と利用者

の皆様との間の権利義務関係、及び、利用者と掲載施設（第３条に定義します。）との間の権利義務関係を

定めることを目的とします。

第2条 適用

本規約は本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。本規約等（第３条に定義します。）の内

容と、ウェブサイトその他の本規約外における本サービスの説明等とが異なる場合は、本規約等の規定が優

先して適用されるものとします。

第3条 用語の定義

1． 「利用者」とは、第５条に規定する各種サービスを利用する個人又は法人を意味します。

2． 「会員」とは、第８条に基づき登録がなされた個人又は法人、その他当社が認める特定の者を意味しま

す。

3． 「会員情報」とは、会員が第８条に基づき登録した情報、本サービス利用中に当社が登録を求めた情報

及びこれらの情報について会員自身が追加、変更を行った場合の当該情報を意味します。

4． 「当社サイト」とは、当社が運営する本サービスに関するウェブサイトを意味します。

5． 「掲載施設」とは、当社サイトに掲載された宿泊施設及びその運営会社を意味します。

6． 「本規約等」とは、本規約、個人情報保護方針、その他特約を意味します。

7． 「月額料金」とは、基本料金、水光熱費（管理費）、ランク料金、及び人数追加料金を意味します。

8． 「入居日」とは、一予約ごとの、掲載施設へのチェックイン日を意味します。

第4条 本規約の変更

1． 当社は、当社の判断により、利用者に事前の通知をすることなく、本規約を改訂することができるものと

します。

2． 当社は、前項の改訂を行った場合、当社サイト上の掲示又はメールによる通知のいずれかの方法で、

利用者に対してこれを遅滞なく周知するものとします。



3． 本規約の変更後、利用者が本サービスを利用した場合、変更後の本規約の内容について承諾したもの

とみなします。

＜＜本サービスについて＞＞

第5条 本サービスの種類・内容

1． 本サービスは、当社が提携する宿泊施設を、旅行業約款（手配旅行契約の部）に基づき、媒介により手

配する宿泊予約サービス、当社が運営するマンスリー物件に関する宿泊予約サービス及び、当社独自

の会員向け優待サービスをいいます。

2． 宿泊予約サービスの内容及び条件は、本規約等のほか、別途当社より利用者に対して交付又は提示

する旅行業約款（手配旅行契約の部）及び配布物や当社サイト等で指定されます。

3． 当社サイトに掲示された掲載施設、掲載施設の付随サービス等に関する情報は、掲載施設が掲示した

ものであって、当社は、別途定めがある場合を除き、これらの情報の真偽、正確性、有用性、信頼性等

につき一切保証しないものとします。

4． 当社サイトに掲載された掲載施設の空室情報、月額料金、その他の条件については、同一施設につい

て掲載施設自身、他のサイト、旅行代理店等が提示している条件と異なる場合があり、 当社は、当社

サイトにおいて提示された条件が利用者にとって最も有利な条件であることを保証するものではありま

せん。

5． 宿泊予約サービスは、利用者と掲載施設間で掲載施設の利用に関する取引をする場を提供するもので

あり、別途定める場合を除き、当社は、利用者と掲載施設間の掲載施設の利用に関する契約の当事者

又は代理人となるものではありません。

6． 会員向け優待サービスの対象者は、会員本人とその他当社が認める特定の者とします。サービス内

容、料金及び支払い方法は別途定めるとおりとします。

第6条 本サービスの停止等

1． 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部

又は一部の提供を停止又は中断することができるものとします。

(1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を緊急に行う場合

(2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合

(3) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなく

なった場合

(4) アプリケーションの動作環境が変更になった場合

(5) その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合

2． 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき利用者に生じた損害について一切の責任を負いませ

ん。

第7条 本サービスの内容の変更、終了



1． 当社は、当社の判断により、利用者に事前の通知をすることなく、本サービスの内容を変更、終了する

ことができるものとします。

2． 当社は、前項の変更を行った場合、当社サイト上の掲示又はメールによる通知のいずれかの方法で、

利用者に対してこれを遅滞なく周知するものとします。

3． 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき利用者に生じた損害について一切の責任を負いませ

ん。

＜＜会員について＞＞

第8条 会員登録

1． 宿泊を希望する利用者が、本規約に同意したうえで初回の予約申込を行い、支払手続きを完了した時

点で、当該利用者は会員として登録されます。

2． 会員登録に際して利用者の自己の氏名、勤務先情報、電話番号、自己もしくは法定代理人名義のクレ

ジットカード情報又は銀行口座情報、本人確認情報、その他当社の定める一定の事項を当社の定める

方法で当社に提供いただきます。

3． 利用者が未成年の場合、法定代理人の同意を得たうえで、初回の予約申込を行う必要があります。万

一、法定代理人の同意があると偽った場合や、成年者であると偽った場合は、予約を取り消すことはで

きず、予約をキャンセル・変更する場合は第9条の規定に従うものとします。

4． 会員登録は、第１２条に定める場合を除き、第１１条に規定する退会により解除されるものとします。

5． 利用希望者が以下の各号に該当する場合、当社は利用者としての登録を認めないものとし、またその

理由について一切の説明をする義務を負いません。

(1) 本規約等に同意ができない場合。

(2) 過去に本規約等への違反があったことにより、当社から会員登録の解除等の処分を受けている場

合。

(3) 申請内容に虚偽の事項が含まれている場合。

(4) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他

これに準じる反社会的勢力（以下総称して「反社会的勢力等」という。）及び反社会的勢力等と密

接な関わり（資金その他の便益提供行為を含む。）を有する者ならびにこれらに準じる者であると

判明した場合。

(5) その他、登録を認めることが不適当であると当社が判断する場合。

第9条 会員情報の管理

1． 会員は、自己の責任において、会員情報を適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用さ

せ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。

2． 会員は、会員情報に変更が生じた場合、速やかに当社に届出を行うものとします。

3． 会員情報の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は会員が

負うものとし、当社は一切の責任を負いません。



第10条 休会

1． 会員は、休会を希望する場合には、休会開始希望日の前月１０日までに、当社サイトを通じて、当社へ

届け出ることとします。

2． 休会期間中は、会員は当社の提供する会員向け優待サービスのみ利用でき、その他の宿泊予約サー

ビス等については利用できないものとします。

3． 当社は、第１項の届出の受理後、月初から月末に渡り宿泊予約サービス等の利用がないことを確認し

た月から、所定の休会費を、会員に請求します。

4． 会員は、休会期間中は、第３項により請求された休会費を、第１５条に規定する方法により当社が別途

指定する期限までに、当社へ支払うものとします

第11条 退会

1． 会員は、退会を希望する場合には、退会希望日の前月１０日までに、当社サイトを通じて、当社へ届け

出ることとします。

2． 会員は、当社が前項の届出を受理したあとは、その取消はできないものとします。

3． 会員登録は退会日に解除され、本サービスの一切を受けることができないものとします。

4． 会員は、退会後に再び本サービスの利用を希望する場合、第4条規定する会員登録を行うこととし、会

員としての再登録後に、所定の初回登録料金を弊社に支払うものとします。

第12条 会員登録の解除

1． 当社は、次のいずれかの場合において、催告しても改善が見られない場合又は程度が重いと判断した

場合、ただちに会員の会員登録を解除することができるものとします。この場合会員は、当社が会員の

会員登録の解除をメール等により通知した日付で会員登録を解除するものとします。第４項の場合に

は、今後の掲載施設の利用においては掲載施設の指示に全て従うものとします。

(1) 会員登録後に第８条５項の２から４の各号に該当することが判明したとき

(2) 会員が本規約等に定める事項に違反したとき

(3) 会員が不適切な本サービス利用その他の行為により本サービスの正常な運営を妨げ、もしくは信

用を傷つけ、又はそのおそれがあると当社が判断したとき

(4) 会員が不適切な目的（第１７条第２項第９号に定める目的を含むが、これに限られない）で本サー

ビスを利用し、又は利用しようとしたとき、その他会員の会員登録の継続を認めることが妥当では

ないと当社が判断したとき

(5) 会員の不適切な行為（第１７条第２項第１０号から第１２号の行為を含むが、これに限られない）に

より、掲載施設が利用や延泊を拒否したとき

(6) 会員に反社会的勢力との関わりが生じたと当社が判断したとき

(7) 前各号に準ずる事由が生じたとき

2． 前項に基づいて会員が会員登録を解除された場合は、当該会員は、会員登録を解除した日以降、本

サービス（会員登録解除日の前に申込みを行ったサービスを含む）を一切受けることができないものとし

ます。



3． 当社は、会員に対し、会員が会員登録を解除し、本サービスを利用できないことをもって会員に生じた

損害について一切の責任を負わないものとします。

4． 第１項に従って当社が行なった措置の理由について、当社は一切の説明をする義務を負わないものと

します。

5． 本条に基づく当社の対応について、会員は不服申し立てができないものとします。

＜＜掲載施設の利用について＞＞

第13条 予約の申込・成立

1． 利用者は、掲載施設の利用を希望する場合、当社サイトを通じて予約申込を行うものとします。その

際、利用期間は、別途掲載施設が定める場合及び当社が認める場合を除き、１４泊以上とします。

2． 当社は、前項の申込に基づき、掲載施設の空室状況を確認し、利用者へメール等によりその結果を通

知します。

3． 前項の通知で空室が確認された場合、利用者は、第１５条第１項に規定する料金を、同条第３項に規定

する方法により、当社が別途指定する期限までに、当社へ支払うものとします。

4． 予約は、当社が利用者による支払を確認し、かつ、掲載施設が予約を承諾した場合に成立するものとし

ます。

5． 利用者による支払後に、掲載施設の空室状況が変化したこと等により予約が不成立となった場合、当

社は、当該料金を利用者へ返金するものとします。

6． 利用者は、当社サイト上の掲示又はメールによる通知により予約の成立を確認するものとします。

7． 当社が、利用者が登録した連絡先へメール等により支払の催告を行ったにもかかわらず支払が為され

ない場合、又は連絡が取れない場合には、当社が、利用者が当該予約を無連絡キャンセルしたものと

判断する権利を有することを、利用者は予め承諾します。ただし、当社が利用者に対し、当該予約を取

り消した旨の通知がない段階では、当該予約は有効であるものとします。

第14条 更新

1． 宿泊期間の更新は、１ヶ月単位での自動更新を基本とし、当社は、利用者が宿泊中の掲載施設の翌月

の予約が可能で、かつ、利用者から第３項に規定する各種届出がない限り、翌月分の予約を新たに手

配します。

2． 当社は、毎月５日までを目処に、利用者が宿泊中の掲載施設の翌月の空室状況及び料金を通知しま

す。なお、料金は、掲載施設の都合により当月分の予約時から変動する可能性があります。

3． 利用者は、翌月は、別の掲載施設を利用したい場合、宿泊期間を変更したい場合、休会もしくは退会を

希望する場合のみ、毎月１０日までに、第１６条、第１０条及び第１１条に規定する方法により、当社へそ

の希望内容を届け出るものとします。

4． 利用者は、翌月の予約にかかる各種料金を、第１５条に規定する方法により、当社が別途指定する期

限までに当社へ支払うものとします。

5． 翌月の予約は、当社が利用者からの支払を確認し、かつ、掲載施設が予約を承諾した場合に成立する

ものとします。



6． 利用者は、当社サイト上の掲示又はメールによる通知により翌月分の予約の成立を確認するものとしま

す。

7． 本条に規定する更新方法は、入居日が毎月１日以外の予約には適用されないものとします。

第15条 料金・支払

1． 利用者は、 宿泊予約サービスにかかる所定の初回登録料、月額料金及びその他必要な費用を当社へ

支払うものとします。

2． 前項の各種料金の具体的な金額は、当社サイト上の掲示又はメールによる通知により定められます。

3． 各種料金の支払方法は、銀行振込、クレジットカード支払又は銀行引き落としとします。

4． 銀行振込による場合、支払にかかる手数料は、利用者が負担するものとします。

5． 利用者は、第１項の各種料金を当社が別途指定する期限までに支払うものとします。

第16条 予約のキャンセル・変更

1． 利用者は、入居日より前に宿泊予約の全部又は一部をキャンセルする場合、一部掲載施設を除き下記

に規定するキャンセル料（初回予約ではない場合、初回登録料は除く）を当社へ支払うものとします。

(1) 入居日が予約申込日から５０日後より早い場合　　　　

７日前 月額料金の１泊分 ＋初回登録料

６日前 月額料金の２泊分 ＋初回登録料

５日前 月額料金の３泊分 ＋初回登録料

４日前 月額料金の４泊分 ＋初回登録料

３日前 月額料金の５泊分 ＋初回登録料

２日前 月額料金の６泊分 ＋初回登録料

前日 月額料金の７泊分 ＋初回登録料

当日 全泊分 ＋初回登録料

(2) 入居日が予約申込日から５０日後以降の場合

　　　 予約日から５０日後から１日経過するごとに、１泊分の料金が追加されます。

上限は申込時の請求額の全額となります。

予約日から５０日後 月額料金の１泊分 ＋初回登録料

５１日後 月額料金の２泊分 ＋初回登録料

５２日後 ３泊分 (月額料金の日割) ＋初回登録料



５３日後 ４泊分 (月額料金の日割) ＋初回登録料

︙ ︙

６０日後 １１泊分 (月額料金の日割) ＋初回登録料

︙ ︙

2． 利用者は、宿泊開始日以降に予約の全部又は一部をキャンセルする場合、当該予約にかかる各種料

金の返金は一切受けられないものとします。

3． 利用者は、第１４条第３項に規定する期限を過ぎて予約内容を変更する場合、所定の予約変更事務手

数料を当社に支払うものとします。

4． 利用者は、宿泊中の施設から事前に通知された上で、宿泊中の施設における清掃実施や空室状況等

によりルームチェンジを依頼された場合、正当な理由なしにこれを断ることはできないものとします。

5． 当社は、掲載施設の都合で予約の取消依頼を受けた場合、取消日の１ヶ月前までに、メール等により

利用者に通知し、利用者はこれに応じるものとします

＜＜利用者の義務＞＞

第17条 遵守事項・禁止事項

1． 利用者は、次の事項を遵守しなければなりません。

(1) 利用者は、掲載施設が別途定める利用規約、利用条件、利用規則等を十分に理解、同意し、遵守

するものとします。

(2) 利用者は、掲載施設が設備点検等の目的で入室することがあることを理解し、掲載施設から入室

の要求があった場合はそれに従うものとします。

(3) 利用者は、利用者の利用が原因で、掲載施設の施設又は什器備品に破損・汚損・遺失が生じた

場合、当該施設の請求に従い、その修繕費用又は交換費用を支払うものとします。

2． 利用者は、次の行為をしてはならないものとします。

(1) 第三者になりすまして情報を送信又は書き込む行為

(2) 利用者個人の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、クレジットカード番号等について、故意であ

るか否かを問わず虚偽又は不備のある情報を登録する行為

(3) 有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為、スパムメール、チェーンレター、ジャン

クメール等を送信する行為

(4) 当社又は第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害し又は侵害するおそれのある行為

(5) 当社、掲載施設及び第三者を誹謗、中傷し又は名誉を傷つけるような行為

(6) 本サービスにかかる各種料金の不払（理由の如何を問いません）

(7) 当社を介さずに、掲載施設と宿泊にかかる料金のやりとりをする行為

(8) 同日程で複数の掲載施設を予約するなど、施設提供サービスの利用が不可能と認められる予約

行為

(9) 他者への転売や商用目的での予約と認められる予約行為



(10) 掲載施設の建物を破損、汚損、改造する行為

(11) 掲載施設や掲載施設の他の宿泊者、当社及び当社グループ企業に対しての暴力行為、脅迫行

為、迷惑行為、不安を与える行為、損害もしくは不利益を与える行為、法外な損害賠償請求、長時

間拘束する行為、又はそれらの恐れがあると当社が判断する行為

(12) 掲載施設のスタッフもしくは他の宿泊者、当社のスタッフ又は第三者の健康や生命を著しく脅かす

行為

(13) 事前に当社及び掲載施設が許可をした利用者及びサービス利用者以外の者を無断で入室又は

宿泊させる行為

(14) 法令又は公序良俗に反する行為

(15) その他当社が禁止する又は不適切と判断する行為

3． 前項各号の一に該当する利用者の行為によって、当社、掲載施設又は第三者に損害が生じた場合、利

用者はすべての法的責任を負担するものとし、当社は一切の責任を有しないものとします。

4． 利用者は、掲載施設が提供するサービスの内容について苦情を有する場合、その場で当該苦情を当

該掲載施設に対して申し立てるものとします。その際、当社は一切の責任を有しないものとします。

5． 利用者が未成年者の場合は、法定代理人の同意を得て予約を行なうものとします。

＜＜一般条項＞＞

第18条 免責

1． 当社は次の場合、何らの法的責任を負いません。第２号の場合には、当事者間で解決するものとし、弊

社は一切関与しないものとします。

(1) 不可抗力により、又はその他当社の故意もしくは重大な過失によらずに本サービスが中断、停止

又は終了した場合、本サービスの内容を変更した場合、利用者が当社に送信したメッセージもしく

は情報が消失等した場合、又はその他本サービスの利用に関して利用者が損害を被った場合

(2) 個々のサービスの利用において利用者と掲載施設との間で紛争が発生した場合

2． 掲載施設が提供するサービス又は情報の利用の結果、利用者又は他の利用者が損害又は傷害を被っ

た場合には、当該利用者又は他の利用者は、当該損害又は傷害が当社の故意又は重大な過失に基

づく場合を除き、当社に対して何らの請求も行い得ないものとします。

第19条 個人情報の取扱い

当社は個人情報保護法を順守し、個人情報につきましては「個人情報保護方針」に基づき取り扱うものとし

ます。

第20条 権利の帰属

1． 当社ウェブサイト及び本サービスに関する知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾してい

る者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用許諾は、当社ウェブサイト又は本サービスに関

する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありま

せん。



2． 本サービス上、商標、ロゴ及びサービスマーク等（以下総称して「商標等」といいます。）が表示される場

合がありますが、当社は、利用者その他の第三者に対し何ら商標等を譲渡し又はその使用を許諾する

ものではありません。

第21条 分離性

本規約のいずれかの条項が無効とされた場合でも、本規約の他の条項は、引き続き完全な効力を有する

ものとします。

第22条 準拠法及び管轄裁判所

本規約は日本語を正文とし、その準拠法は日本法とします。利用者と当社との間で紛争が生じたときは、

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。

＜＜改訂履歴＞＞

２０２０年９月３０日　制定（goodroomホテルパス会員規約）

２０２３年１月１５日　改訂（goodroom hotelpass利用規約）


