ホテル利用規約
本利用規約（以下「本規約」と言います。
）には、当サイトにおける宿泊予約サービス（以下「本サービス」と言
います。
）の提供条件及びニューサンピアホテルズと利用者の皆様との間の権利義務関係が定められています。
本サービスの利用に際しては、事前に本規約の全文をお読みいただき、本規約に同意いただく必要があります。
第１条（適用）
１. 本規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する当社（第２条において定義、以下同じとし
ます。
）と利用者との間の権利義務関係を定めることを目的とし、利用者と当社との間の本サービスの利用に関
わる一切の関係に適用されます。
２. 本規約の内容と本規約以外の説明文その他の本規約外における本サービスの説明とが異なる場合は、本規約
の規定が優先して適用されるものとします。
第２条（定義）
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
(１)「当サイト」とは、ニューサンピアホテルズ宿泊予約サイトを意味します。
(２)「当社」とは、ケービー食品株式会社及びニューサンピアホテルズを意味します。
(３)「利用者」とは、本サービスを利用する者すべてを意味します。
(４)「利用者」とは、本サービスを利用する者すべてを意味します。
(５)「予約完了」とは、本規約第５条に定める手続きを完了し、本サービス記載の宿泊施設の利用が可能となっ
た状態を意味します。
(６)「予約者」とは、本サービスを利用して宿泊施設への予約を完了した利用者を意味します。
(７) 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権（それらの権利を
取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。）を意味します。
第３条（利用に関する基本的事項）
１. 本サービスの利用者は、本規約を事前にすべて確認し、遵守することに同意する必要があります。
２. 利用者は、インターネット利用の一般的マナー、モラル及び技術的ルールを遵守する必要があり、利用に際
しては当社が別途指定する推奨環境下で使用することが求められます。
３. 利用者は、本サービスを、個人として宿泊施設に宿泊することのみを目的として利用するものとし、営利・
商業目的で利用しないものとします。
４. 本サービスを利用し、予約した宿泊施設を利用するに当たっては、別途当該宿泊施設が定める宿泊約款その
他のルールを遵守して頂きます。
第４条（本サービス内容）
本サービスの内容は、以下のとおりとします。
本サービスに登録された宿泊施設の検索、施設情報の閲覧
第５条（予約完了）
本サービスのデータベースに予約内容が記録されかつ、本サービスに対して利用者が登録したメールアドレスに、
予約完了の旨を伝える自動配信メールを発信することをもって予約完了とします。
第６条（宿泊代金決済）
予約者は、本規約第５条所定の手続きによって成立した予約に関する宿泊施設の利用料金支払については、以下
のいずれかの方法及びいずれかの組合せの方法をとるものとします。なお、選択可能な支払方法は宿泊施設及び
宿泊プランにより定められたものに従うものとします。
(１) 現地支払

予約者が当該宿泊施設に対し直接支払うものとします。
(２) オンラインカード決済
①利用可能なクレジットカードとして当社が別途定めるクレジットカードを使用し、クレジットカード会社を通
じて当社に支払うものとします。なお、利用できるクレジットカードは、予約者本人名義のクレジットカードに
限るものとします。
②予約者が他人名義のクレジットカードまたは偽造されたクレジットカードを使用し、その結果当社が損害を受
けた場合には、当社は予約者に対して当該損害の賠償を求めることができ、予約者はこれを賠償する義務を負う
ものとします。
③オンラインカード決済に含まれない料金がある場合、当該宿泊施設に対し現地で支払う事とします
(３) 前払い
団体でのご予約、連泊など、当社が必要と判断する場合には宿泊日以前にお支払いをお願いする場合があります。
その場合、予約後速やかにお客様にご連絡いたします。
第７条（予約者による予約の変更）
予約者は、本規約第５条所定の手続きによって成立した予約について変更の申込を行う場合は、予約者が、本サ
ービスを通じて、当該予約のキャンセルを行い新たに予約を行うか、または当該宿泊施設に対し直接連絡して予
約変更手続を行うものとします（なお、変更の完了については、変更後の予約内容について当該宿泊施設が承諾
の通知を発信した時点で成立するものとします）。本条に従った予約の変更のために行われる変更前の予約のキ
ャンセルについては、第 8 条の規定が適用されるものとします。また、変更前の予約について選択した代金決済
の方法がオンラインカード決済の場合または前払いの場合、それぞれ以下の各号に従うものとします。
(１) オンラインカード決済の場合
当該宿泊施設に対し直接連絡して変更手続きを行った際に発生した変更後の利用料金と変更前の予約にかかる
オンラインカード決済金額との差額処理については、予約時に利用したクレジットカードを通じて精算するもの
とし、クレジットカードを通じた差額処理を行うことができない場合は当該宿泊施設からの連絡内容に従うもの
とします。
(１) 前払いの場合
当該宿泊施設に対し直接連絡して変更手続きを行った際に発生した変更後の利用料金と変更前の予約にかかる
オンラインカード決済金額との差額処理については、予約時に利用したクレジットカードを通じて精算するもの
とし、クレジットカードを通じた差額処理を行うことができない場合は当該宿泊施設からの連絡内容に従うもの
とします。
第８条（予約者による予約のキャンセル）
１.予約者は、予約完了後にそのキャンセルを行う場合は、以下の方法で行うものとします。本サービスを通じて
キャンセルの手続ができる期限は、当該予約のチェックイン日前日までとします。チェックイン当日のキャンセ
ルは、直接当該宿泊施設に連絡して手続を行うものとします。なお、キャンセル料に関する取り決めは、本条２
項に規定する例外を除き当該宿泊プラン毎に定められたキャンセルポリシーによるものとします。
(１) 現地支払、投資主優待券による全額支払または投資主優待券による一部支払(残額は現地支払)の場合
本サービスを通じて、または直接当該宿泊施設に対してキャンセルの連絡を行うものとします。 当該宿泊プラ
ンの定めるキャンセルポリシーに従ってキャンセル料が発生する場合は、当該キャンセル料金を請求させていた
だきます。なお、第 7 条に従い予約の変更がなされた場合において、変更後の予約の宿泊代金決済方法として、
オンラインカード決済が選択された場合、変更前の予約にかかるキャンセル料金は、変更後の予約にかかるオン
ラインカード決済に利用したクレジットカードから、クレジットカード会社を通じて徴収するものとします。
(２) オンラインカード決済または投資主優待券による一部支払(残額はオンラインカード決済)の場合
本サービスを通じて、または直接当該宿泊施設にキャンセルの連絡を行うものとします。

①この場合、当該宿泊プランの定めるキャンセルポリシーに従ってキャンセル料が発生する場合は、当該キャン
セル料金を請求させていただくものとし、予約時に利用したクレジットカードから、クレジットカード会社を通
じて徴収するものとします。
②当該宿泊プランの定めるキャンセルポリシーにしたがってキャンセル料金が発生する場合であって、クレジッ
トカード会社を通じて予約者が支払った当該宿泊施設の利用料金から当該キャンセル料金を差し引いた差額の
返金処理が行えない場合は、当社より、予約者が支払った当該宿泊施設の利用料金から当該キャンセル料金を差
し引いた差額を、当該予約者が指定する口座に返金します。なお、返金の際に振込手数料が発生した場合は予約
者負担となり、振込手数料が差額を上回る場合は返金致しません。
③当該宿泊プランの定めるキャンセルポリシーにしたがってキャンセル料金が発生 しなかった場合、当社より、
当該予約者が支払った当該宿泊施設の利用料金をクレジットカード会社を通じて、返金いたします。クレジット
カード会社を通じて返金処理が行えない場合は、当社より、予約者が支払った当該宿泊施設の利用料金を、当該
予約者が指定する口座に返金致します。なお、返金の際に振込手数料が発生した場合は予約者負担となります。
第９条（当社による予約の変更及び取消）
当社は、以下の場合には、完了した予約を変更し、または無効とする場合があります。
(１) 同一利用者による同一日の重複予約や合理的な理由のない数の部屋の予約がなされたと当社が認めた場合
(２) 事前オンラインカード決済が必須の宿泊プランの予約において、期日までに正しくオンラインカード決済
が行われなかった場合
第 10 条（会員登録）
１．利用者が本サービスを利用するに当たり、以下を希望する場合には会員登録を行うことができるものとし、
当該利用者には会員登録後個別のユーザーID とパスワードが付与されるものとします。
(１) 当社施設の継続的利用を目的とし、
「お客様名」
「住所」
「電話番号」
「メールアドレス」などを当社データベ
ース上に保存したい場合
(２) 当社より配信されるダイレクトメールの定期受信を希望する場合
２．当社は、当社の基準に従って、第１項に基づいて登録申請を行った登録希望者（以下「登録申請者」といい
ます。
）の登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合にはその旨を登録申請者に通知します。登録申請者の会
員としての登録は、当社が本項の通知を行ったことをもって完了したものとします。
３. 当社は、登録申請者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録及び再登録を拒否することが
あり、またその理由について一切開示義務を負いません。
(１) 当社に提供した登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
(２) 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または
補助人の同意等を得ていなかった場合
(３) 反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下
同じ。
）である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与す
る等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合
(４) 登録希望者が過去当社との契約に違反した者またはその関係者であると当社が判断した場合
(５) その他、当社が登録を適当でないと判断した場合
第 11 条（登録事項の変更）
会員は、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものと
します。
第 12 条（ユーザーID 及びパスワードの管理）
１．会員は、自己の責任において、本サービスに関するパスワード及びユーザーID 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、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。

２．パスワードまたはユーザーID 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 13 条（会員による会員登録抹消手続）
１．会員は、本サービスの会員登録を抹消する場合、本サービスに設置された所定フォームでの申請または当社
に対し以下の事項をメールにて通知することにより会員登録を抹消することができます。
(１) 登録抹消を希望する会員の氏名
(２) 登録抹消を希望する会員のユーザーID 及びパスワード
(３) 登録抹消の意思表示
第 14 条（会員資格取消または利用停止）
１．当社は、利用者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、
会員としての登録を抹消、もしくは本サービスの利用を停止させることができます。また、当社は、その理由に
ついて一切開示義務を負いません。
(１) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
(２) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
(３) その他、当社が本サービスの利用または会員としての登録の継続を適当でないと判断した場合
２．当社は、本条に基づき当社が行った行為により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 15 条（禁止事項）
利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当すると当社が判断する
行為をしてはなりません。
(１) 法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為
(２) 当社、本サービスの他の利用者またはその他の第三者に対する詐欺または脅迫行為
(３) 公序良俗に反する行為
(４) 当社、本サービスの他の利用者またはその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、
その他の権利または利益を侵害する行為
(５) 当社の承諾なく、本サービスを通じてまたは本サービスに関連して行われる営利を目的とした行為、または
その準備を目的とした行為
(６) 本サービスのネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける行為
(７) 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
(８) 当社のネットワークまたはシステム等に不正にアクセスし、または不正なアクセスを試みる行為
(９) 第三者に成りすます行為
(10) 本サービスの他の会員の ID またはパスワードを利用する行為
(11) 本サービスの他の利用者の情報の収集
(12) 当社、本サービスの他の利用者またはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
(13) 前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為
(14) その他、当社が不適切と判断する行為
第 16 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、本サービスの全部または
一部の提供を停止また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・システムの点検また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) 戦争、暴動、騒乱、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) 本規約に反する事実があり、当社が必要と判断した場合
(５) その他、当社が停止また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わないものと
します。
第 17 条（権利帰属）
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また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、当社ウェブサイトまたは本サービスに関する当社また
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。
第 18 条（本サービスの内容の変更、中断及び終了）
１.当社は、当社の都合により、本サービスの内容を変更し、または提供を終了することができます。当社が本サ
ービスの提供を終了する場合、当社はやむを得ない場合を除き会員に事前に通知するものとします（会員以外の
利用者には通知を致しません）
。
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 19 条（利用者個人情報の取扱）
１.当社は、本サービス及び本サービスを利用して予約された宿泊を通じ知り得た利用者の個人情報及び宿泊・施
設利用履歴等(以下「個人情報」といいます。)について、以下の目的で利用します。
(１) 当該宿泊施設でのサービス提供の為
(２) ご利用アンケート送付・当社からのお知らせ送付の為
(３) 必要に応じて利用者に連絡をするため
２.当社は、個人情報を、属性の集計・分析等個人を特定できない形式で利用状況または利用環境などに関する調
査の実施、業務提携をした関連会社や社内向けにさまざまな報告を行うために利用することとし、利用者は当該
利用に予め同意するものとします。
３.当社は、個人情報について、以下の場合、業務提携先会社等の第三者に提供することがあります。
(１) 利用者本人の同意がある場合
(２) 第 1 項の利用目的のために必要のある場合
(３) 警察、検察、消防、裁判所、弁護士会またはこれらに準じた権限を有する機関から開示請求があった場合
(４) 人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要がある場合
(５) オンラインカード決済の利用に関し、第三者利用の調査など正当な目的に基づき、クレジットカード会社か
ら開示請求があった場合
(６) 本サービスに関連するサービスの不正利用を防止するため必要のある場合
４.本規約第６条（２）に定めるオンラインカード決済を行うための会員のクレジットカードの情報は、直接決済
代行会社及びクレジットカード会社に送られるものとします。
５.当社は、利用の権利を尊重し利用者及び会員からの自己情報の開示・訂正・削除、その他情報管理に関する苦
情お問い合わせには確実に対応するものとし、取扱詳細については、別途定める当社プライバシーポリシーの定
めによるものとします。
第 20 条（本規約等の変更）
当社は、事前に利用者に通知することなく、本規約及び本サービス内容を変更できるものとします。
第 21 条（連絡及び通知）
本サービスに関する問合せその他利用者から当社に対する連絡または通知、及び本規約の変更に関する通知その
他当社から利用者に対する連絡または通知は、当社の定める方法で行うものとします。
第 22 条（分離可能性）
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本

規約の残りの規定及び一部が無効または執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有す
るものとします。
第 23 条（準拠法及び管轄裁判所）
１. 本規約の準拠法は日本法とします。なお、本サービスにおいて物品の売買が発生する場合であっても、利用
者と当社は、国際物品売買契約に関する国際連合条約の適用を排除することに合意します。
２. 本規約または本サービス提供に起因し、または関連する一切の紛争については、鹿児島地方裁判所を第一審
の専属的合意管轄裁判所とします。

