














〔 フジプレミアムドッグクラブ 〕
ご入会の流れ

当社にてご提出書類を確認させていただき、下記書類を郵送させていただきます。
月会費の引落し口座登録のための口座振替依頼書をご記載いただき、
弊社へご返送をお願いいたします。

ご入会金の入金確認後、正式に会員登録となり、弊社施設をメンバー料金にて
ご利用開始となります。

①弊社押印済の契約書１部（1部は弊社控えとさせていただきます。）
②入会金のご請求書
③会費の引落口座振替依頼書
④口座振替依頼書の返信用封筒

①ご登録が完了した旨の通知を、ご登録いただいたメールアドレス宛に
　送信させていただきます。
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メンバーカードにつきましては、作成次第、ご郵送させていただきます。
２週間程度のお時間をいただいております。4

STEP

次のご提出書類に必要事項をご記載いただき、写真付身分証明書の写しと
合わせて、担当スタッフにお渡しいただくか、またはご郵送にて、
弊社へのご提出をお願いいたします。

①契約書2部（署名が自署の場合は、押印を省略いただいて問題ありません。）
②登録書
③写真付身分証明書の写し
　（運転免許証、マイナンバーカードのカラーコピー）
＊登録用のお写真のご用意のお手間を省略するために、ご提出の身分証明書の画像を、登録書及び
　メンバーカードに使用させていただきます。
＊プライバシーポリシーにご同意いただける場合は、登録書の該当欄にチェックをお願いします。
　ご同意いただけない場合は、ご入会いただけませんので、ご注意ください。

＊口座振替手続きには時間を要しますので、手続き完了後、それまでの分の月会費がまとめて振替と
　なることがあります。
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MAIL： inquiry-dogclub@fuji-premium-resort.jp　QRコードより→
LINE：フジプレミアムドッグクラブ_お問合せ公式アカウント　QRコードより→
TEL：0555-73-1168（10：00～17：00）

LINEMAIL
入会お問合せ窓口

「フジプレミアムドッグクラブ」へのご入会をご検討いただき、誠にありがとうございます。
ご入会までの流れは、下記のとおりとなります。

ご不明な点がございましたら、下記窓口へお問い合わせくださいますよう、お願いいたします。



〔 フジプレミアムドッグクラブ 〕
よく頂くご質問

ワンちゃんと泊まることができる部屋は今後増えますか？また、施設は増えるのか？それも利用できますか？Q
A

１, クラブについて

利用状況によっては増設いたします。メンバーの皆様の満足度向上のための、リニューアル、施設追加は検討しております。

募集は何口までの予定ですか？Q
A 300 口を予定しております。

入会が 300 口まで満たない時期のビジター利用は受け付けますか？Q
A 予約状況によりましては、販売致します。

ただし、メンバーの予約が優先されて行われるので、ビジターの宿泊予約は難しくなります。

ドッグクラブメンバーシップを途中で解約したい場合はどうなりますか？Q
A ご解約はできません。但し、1年間の休会制度はあります。会費も停止となります。

愛犬が亡くなった場合は？Q
A 愛犬の登録変更をいたします。権利は継続し利用料金も変わらず施設をご利用いただけます。

名義変更したい場合は？Q
A 2 親等以内は名義変更料 110,000 円で行えます。それ以外及び法人の場合は名義変更料は 330,000 円となります。

メンバーシップの特典は？Q
A 1.  メンバー料金にてご宿泊いただけます。

2.  ご宿泊が優先予約できます。（平日 6か月前予約、特定日 3か月前、ハイシーズンは毎年設定される予約開始日）
3.  お食事がメンバー料金にてご利用いただけます。
4.  各ドッグランが 3頭まで無料でご利用いただけます。
5.  スポーツ施設が会員料金にてご利用いただけます。
6.  愛犬の一時預かりサービスを 3時間まで無料でご利用いただけます。

年間にかかるランニングコストは？Q
A 月会費 11,000 円と、各施設ご利用の際の利用料となります。

法人名義で購入できますか？Q
A 可能です。

メンバーの種類を変更できますか？Q
A できません。

宿泊の利用制限はありますか？Q
A

２ , 利用方法・ご予約について

制限はありません。年間 1室 24 泊まではメンバー料金。25 泊以上は提携料金でご利用できます。

幼児（小学生未満）がいる場合はどうなりますか？Q
A 素泊まり及び、部屋食の場合は乳児も可能です。

同時に何室まで利用できますか？Q
A ２名記名式なので最大２室までとなります。



部屋タイプはありますか？Q
A ２名部屋、4名部屋、プライベートドッグラン付などがあります。

部屋指定はできますか？Q
A 部屋タイプは指定可能ですが、部屋ごとは個別対応となります。

一般客室は利用できますか？Q
A ご利用いただけます。

食事は必ず付きますか？Q
A お食事はご予約にて承りますので、ご宿泊だけでもご利用いただけます。

食事の内容はチョイスできますか？Q
A できます。メンバー割引き（定価の 20％引き）でご利用できます。

ワンちゃん用の食事はありますか？Q
A ご用意がございます。当日 16 時までにご注文くださいませ。

ワンちゃんによるトラブルの保険は加入していますか？Q
A ホテルでのご用意はありません。お客様の責においてご対応をお願いしています。

連泊の制限はありますか？Q
A 特定日、ハイシーズンは 2泊分までとなります。特定日、ハイシーズン以外の日は最高５連泊までとなります。

客室清掃は 3泊目に行わせていただきます（1～2泊の場合は、アメニティ交換のみとなります。）
＊尚、休前日を「特定日」とし、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始を「ハイシーズン」として規定しております。

大人数の利用は可能でしょうか？Q
A 基本 1日最大 2室までのご予約となります。

週末や夏休みなど混みあう時期でも予約が取れますか？Q
A 各予約開始日より先着順となりますので、日程が決まりましたら早めにご予約くださいませ。

予約方法は？Q
A 販売当初は電話予約可能ですが、将来的には会員専用ページからのWEB予約となります。

その際は基本電話でのご予約は承りません。

希望日が満室の場合、キャンセル待ちは可能ですか？Q
A 可能です。

到着が遅くなる場合、または早朝に出発する場合は対応可能ですか？Q
A 事前にご連絡いただければ、対応させていただきます。

バリアフリー対策は？Q
A 申し訳ございません。現状、バリアフリー施策は施しておりません。

犬種、大きさの条件はありますか？Q
A 犬種・サイズの条件はございません。 ただし噛み癖のある愛犬や攻撃的な性格の愛犬の宿泊はご遠慮いただいて

おります。 また、犬以外のペットはご利用いただけません。

食事の際、ワンちゃんは同伴可能ですか？Q
A 同伴可能です。ただし予約状況により2部制となる場合がございます。 個室をご希望の場合は有料でご案内可能です。



バーベキューはできますか？Q
A 可能です。ただし、バーベキューコンロ・食材の持ち込みはできません。BBQプランをご利用ください。

お部屋で食事することは可能ですか？Q
A ご用意がございます。専用プランにてお申し付けください。

基本のチェックイン・チェックアウトの時間を教えて下さいQ
A チェックインは午後 15：00 から。チェックアウトは午前 11：00 までです。

大型犬向けドッグラン付のお部屋はどこですか？Q
A 5001/5008/5009/5062 となりますが、お部屋の指定はできません。

定刻以外のシャトルバスはお願い出来ますか？Q
A 定刻のみの運行となります。

利用料金はハイシーズンと通常期では異なりますか？Q
A

３ , 利用料金について

異なります。平日、休前日、ハイシーズンごとに料金設定があります。

ワンちゃんは何頭まで無料同伴可能ですか？Q
A 3 頭まで無料です。上限は全犬種５頭までとなります。

規定数を超えたワンちゃんの追加料金は、全犬種１頭 2,200 円となります。

アーリーチェックイン・レイトチェックアウトの料金は？Q
A 無料です。但し、予約や混雑の状況によりご利用できない場合もございます。

会員が同伴しない場合は提携料金で利用できますか？Q
A 会員様同伴でないとご利用頂けません。部屋が空いている場合のみ、一般料金でのご案内となります。

人のプール利用・卓球等は無料ですか？Q
A 会員料金でご利用頂けます。

駐車場は無料ですか？Q
A 無料でご利用頂けます。

宿泊キャンセル料は？Q
A 14 日前 30％、7日前 50％、前日当日 80％、無連絡 100％となります。

購入までの手続きの流れが知りたいです。Q
A 契約書類提出→入会審査→承認→契約締結→入会金入金日に会員登録となります。

ワンちゃん登録は必要ですか？Q
A 会員の方のワンちゃん登録は必要で証明書をご提示頂きます。

登録されたワンちゃん以外のご利用時は、事前のご連絡と証明書をご提示頂きます。



〔 フジプレミアムドッグクラブ 〕
入会契約書
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年　　月　　日

甲（会員）　　　住　所

　　　　　　　氏　名
 （法人名及び代表者名）　　　　　　　　　　　　　         　　　　　　㊞または自署

乙（事業主）　　住　所　東京都港区赤坂４丁目９番１９号

　　　　　　　名　称　フジマウンテンプレミアムリゾート株式会社
　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　代表取締役　齋藤一興　　　　　　  ㊞
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名称

入会金

有効期間

月会費

宿泊料金・会社施設    利用料金

フジプレミアムドッグクラブ

金　　　　　　　　　　　　　　円也（消費税込み）

会員資格取得の日より　　　　　　　　　年間

金  　　　  　　　　　　11,000　円也（消費税込み）

会社が定める利用料金表のとおり

第 1条（（契約の目的））
　甲は、フジプレミアムドッグクラブ（以下「本クラブ」という）のクラブ会則（以下「会則」という）に定める本会員としての資格（以下「本会
　員資格」という）を得ることを目的として、本クラブ入会契約（以下「本契約」又は「入会契約」という）を締結する。

第 2条（入会金及び月会費の支払い等）
　１　甲は乙に対し、本契約締結後１週間以内に、標記の「入会金」並びにこれに対する消費税を、乙発行にかかる請求書記載の方法により
　　　支払う。
　２　甲は乙に対し、入会の日が属する月の翌月から本会員資格を喪失した日の属する月まで、毎月、標記の「月会費」並びにこれに対する
　　　消費税を、「口座振替依頼書」記載の方法により支払う。なお、乙が月の途中で本会員資格を喪失した場合でも、月会費の日割り計算は
　　　行わない。
　３　前各項の規定に従い甲が乙に支払った入会金及び月会費は、いかなる理由によっても返還されない。
　４　入会金及び月会費の消費税及び地方消費税は消費税率１０％で算出されているところ、消費税等の税率が改定・施行され、改定後の
　　　税率が適用となった場合には、月会費の消費税等額も変更される。

第 3条（本会員資格の有効期間）
　１　甲は、前条第１項に規定する入会金の着金日に、本会員資格を取得する。
　２　本会員資格の有効期間は、標記のとおりとする。ただし、標記期間満了前といえども、本契約、会則、その他諸規定に基づき、本会員資
　　　格を喪失することがある。

第 4条（会員の権利）
　甲は、本会員資格の有効期間中、会則及び乙の規定する規則の規定に従い、会則第３条に規定する「本施設」を利用することができる。

第５条（会則等の遵守等）
　１　甲は、利用希望日の宿泊予約が保証されるものではないこと、宿泊の際には利用料金を支払う必要があること、月会費として毎月　
　　　11,000 円（消費税込み）を支払う必要があること、利用料金や月会費が改定されることがあること、その他会則の諸規定について乙か
　　　ら説明を受け、理解したことを確認するとともに、会則が本契約の一部を構成するものであることを承認する。
　２　甲は、会則その他乙の制定する規則を遵守することを約束する。

第 6条（本契約の有効期間）
　１　本契約の有効期間は、本契約締結の日から、標記の「有効期間」満了の日までとする。
　２　本契約の有効期間中に甲が本会員資格を喪失した場合、本契約も当然に終了するものとする。

第 7条（反社会的勢力の排除）
　１　甲は、現在および将来にわたって、自己または自己の役員・従業員、親会社、子会社、関連会社、実質的に経営を支配する者（以下、「役
　　　職員等」という）が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等社会運動等標榜ゴロ以下に該当するもの（以下、「反
　　　社会的勢力」という）ではないことを表明・確約する。
　２　甲は、現在および将来にわたって、自らまたは第三者をして、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して
　　　脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または相手方の業務を
　　　妨害する行為、その他これに準じる行為を行わないことを表明・確約する。
　３　乙は、甲が前各項の規定に違反した場合、本契約を解除することができる。この場合、受領済みの入会金及び年会費は返還されないも
　　　のとする。

第 8条（契約の解除）
　甲は、本契約締結後、乙の債務不履行がある場合を除き、本契約を解除または途中解約することはできない。

第 9条（管轄裁判所）
　甲及び乙は、本契約又は本契約の履行に関して紛争を生じたときは、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることを合意する。

本契約締結の証として、本書２通を作成し、甲及び乙が記名・捺印又は各自署名の上、甲、乙各１通を保持するものとする。

特記事項：
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第 1章　　総　則

第 1条（名称）
　当クラブは、フジプレミアムドッグクラブ（以下「本クラブ」という）と称する。

第 2条（事務所）
　本クラブの事務所は、フジマウンテンプレミアムリゾート株式会社（以下「会社」という）内に置く。

第 3条（目的）
　本クラブは、会社が運営する宿泊施設（以下、単に「宿泊施設」という）、テニスコート、温浴施設、プール、ドッグラン及びその他付属施設　
　（以下、テニスコート、温浴施設、プール、ドッグラン、その他付属施設を総称して「会社施設」という。）並びに会社が業務提携する他者施設
　（以下「提携施設」という）（以下、宿泊施設、会社施設及び提携施設を総称して「本施設」という）の利用を通じて、愛犬とともに会員相互の
　親睦をはかり、会員のリゾートライフの満足度の向上と健康の増進に資することを目的とする。

第 4条（運営及び管理）
　本クラブの運営及び会社施設の管理は、会社が行うものとする。なお、会社は、本クラブの管理運営業務の一部または全部を第三者に委託
　することができる。

第 5条（略語）
　会則における用語は、特に断りのない限り、入会契約の定義に従う。

第 2章　　会　員

第 6条（会員）
　１　本クラブは、会社との間で「入会契約」を締結し、入会契約の規定に基づく入会金を支払い、本会員資格を得た者を本会員とする。
　２　本クラブは、会社が定める方法により、本会員が登録した特定の者（記名式）を、副会員とする（以下、単に「会員」というときは、本会員
　　　と副会員の双方を指す）。本会員が法人の場合、副会員は２名までとし、副会員は、本会員である法人の役員及びその二親等以内の親
　　　族に限られる。本会員が個人の場合、副会員は１名までとし、本会員の二親等以内の親族に限られる。
　３　本会員は、会社が指定する方法により、会員の連絡先を登録するものとし、その連絡先に変更があった場合には、すみやかに会社に通
　　　知する。
　４　会社が会員に対して通知をする場合、前項の規定により登録した連絡先に通知するものとし、通知を発した日の翌日に、当該通知先
　　　に通知が到達したものとみなす。

第 7条（会員の施設利用）
　会員は、同伴者を伴い又は伴わず、本クラブの休日を除き、会社が定める利用規定その他各種規則に従い、本施設を利用することができる。
　ただし、本会員又は副会員以外の第三者のみで施設を利用することはできない。また、宿泊施設の予約は本会員名義でのみが行うものとし
　（副会員名義で予約をすることはできない）、１回で予約できる宿泊施設は二部屋までとする。連泊の上限は、利用規定に定めるところによる。

第 8条（会員の責任）
　１　会員は、本施設利用に際して、会社が定める利用規定その他各種規則を遵守するとともに、同伴者に対しても遵守させ、同伴者の行為
　　　に関して一切の責任を負うものとする。
　２　会員は、本施設の利用に際して会社の指示に従い、他の会員に迷惑をかけないよう注意しなければならない。

第 9条（愛犬の登録及びワクチン等の接種証明書）
　１　本会員は、本クラブ入会に際し、愛犬についても本クラブに登録するものとする（記名式）。
　２　本クラブに登録することのできる愛犬は、３頭以内とし、会社の指定する予防接種を済ませており、接種証明書等の提示ができる愛
　　　犬に限られる。なお、本会員は、愛犬登録後も、毎年会社の求めに応じて更新した予防接種証明書を提出するものとし、提出されない
　　　場合は、愛犬の登録は抹消されるものとする。
　３　会員は、原則として登録した愛犬のみを同行することができる。ただし、やむを得ず未登録の愛犬が同行する場合には、事前に会社に
　　　連絡し接種証明書等の提示をして、会社の事前の承諾を得るものとする。
　４　本会員は、登録した愛犬を変更することができる。変更の場合も、第２項の規定を準用する。

第３章　　副会員の変更、本会員資格の譲渡、相続、喪失等

第 10 条（副会員の変更）
　１　本会員は、事前に会社の書面による承諾を得た場合、副会員を変更することができる。ただし、変更後の副会員についても、第６条第
　　　２項規定の範囲に限られる。
　２　前項の規定に基づき副会員を変更するときは、本会員は会社に対し、副会員変更料として、１名あたり　金 55,000 円（消費税込み）を
　　　会社指定の方法により支払うものとする。
　３　会社は、固定資産税、人件費、消費者物価指数等の上昇等諸事情を参考にして、原則として３年ごとに、副会員変更料の額を改定する
　　　ことができる。また諸物価の高騰その他の経済事情の変動により、その額が著しく不相当となったときは、会社は、上記以外の時期に
　　　おいても、これを改定することができる。
　４　会社は、本会員に対し、前項の改定をするときは、事前に改定金額、改定時期等を明らかにて通知する。

〔 フジプレミアムドッグクラブ 〕
会　則
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第 11 条（本会員資格の譲渡）
　１　本会員は、事前に会社の書面による承諾を得た場合、次項に規定する名義書換料の支払いを条件として、本会員資格を第三者に譲渡
　　　することができる。
　２　前項の規定に基づき本会員資格を第三者に譲渡するときは、本会員は会社に対し、名義書換料として、金 330,000 円（消費税込み）を
　　　会社指定の方法により支払うものとする。ただし、本会員が個人の場合、譲受人が本会員の二親等以内の親族であるときは、名義書換
　　　料を金 110,000 円（消費税込み）とする。
　３　会社は、固定資産税、人件費、消費者物価指数等の上昇等諸事情を参考にして、原則として３年ごとに、名義書換料の額を改定するこ
　　　とができる。また諸物価の高騰その他の経済事情の変動により、その額が著しく不相当となったときは、会社は、上記以外の時期にお
　　　いても、これを改定することができる。
　４　会社は、本会員に対し、前項の改定をするときは、事前に改定金額、改定時期等を明らかにて通知する。
　５　第１項の規定に基づき、本会員が第三者に本会員資格を譲渡する場合、本会員は、譲受人に対し、入会契約書、会則、利用規定、その他
　　　会社が定める各種規則に規定する会員の義務について、全てを承継させるものとする。

第 12 条（本会員資格の相続）
　１　本会員が個人の場合、本会員が死亡したときは、相続人は、会社の承認を経て、相続人間の協議等により選定した相続人１名に対して
　　　のみ、次項に規定する名義書換料の支払いを条件として、本会員資格を承継させることができる。
　２　前項の規定に基づき本会員資格を承継する相続人は、会社に対し、会社の指定する必要書類を添えて書面をもって通知するととも　
　　　に、名義書換料として金 110,000 円（消費税込み）を会社指定の方法により支払うものとする。なお、名義書換料の改定については、前
　　　条第３項の規定を準用する。
　３　相続が発生した日から 1年経過後も、前項に規定する会社に対する通知又は名義書換料の支払いがない場合、相続人は、本会員資格
　　　の承継の権利を失うものとし、これに伴い、死亡した会員（及びその相続人）は、本会員資格を喪失する。

第 13 条（本会員資格承継審査等）
　前３条に規定する副会員の変更、本会員資格の譲渡、本会員資格の相続に関し、本会員又はその相続人から承継の申請があった場合、会社
　はすみやかに、会社の定める本会員権資格承継審査基準による資格審査を行い、会社の裁量により承継を承認するか否かを決定し、本会
　員又は相続人に対し通知する。

第 14 条（本会員資格の喪失）
　１　本会員は、下記事項に該当する場合は本会員資格を失う。
　　　（１）退会
　　　（２）死亡（ただし、第１２条の規定に従い、相続人が承継した場合を除く）
　　　（３）法人の解散
　　　（４）除名
　　　（５）本会員資格を第三者に譲渡したとき
　　　（６）入会契約が期間満了により終了したとき
　２　前項の規定に該当し本会員資格を失効した場合でも、支払済の入会金、月会費、その他会員が会社に対して支払った金員については、
　　　いかなる場合にも返還されないものとする。
　３　本会員が本会員資格を喪失した場合、副会員も、当然にその資格を喪失する。

第 15 条（本会員の除名等）
　会社は、会員が下記の事項の一に該当する場合は、本会員を除名することができる。
　（１）会則及び会社が定める利用規定に違反したとき
　（２）本クラブの名誉を毀損または秩序を乱す行為等があったとき
　（３）月会費その他会員が会社に支払うべき金員について支払わず、相当期間を定めた会社からの催告にもかかわらず、これが是正され　
　　　ないとき
　（４）入会契約書第７条の表明保証に違反したとき

第 16 条（本会員資格の―時休会制度）
　１　本会員が病気、転任等正当な理由にて、本施設の利用ができない事由が発生した場合には、会社の裁量による承認を得て、会社所定の
　　　手続をすることにより、１年間休会することができる。
　２　前項にかかる「1年間」は、前項に規定する会社承認を得た日の属する月の翌月１日を開始日とした 1年間とする（会社承認日が１日
　　　である場合は、当該月の１日を開始日とした１年間）。
　３　「本施設の利用ができない事由」が止んだときは、本会員は会社に対し再開の申請を行うことができるものとし、会社は審査の上、こ
　　　れを承諾するか否かを決定し、本会員に対し通知する。なお、本会員は、前２項に規定する休会期間中でも、各月 1日を開始日として
　　　再開を申請することができる。
　４　休会期間満了の日までに「本施設の利用ができない事由」が止まないときは、本会員は会社に対し、再度１年間の休会を申請すること
　　　ができる。なお、休会が認められる期間は、3年間を上限とする。
　５　第１項の規定に基づき本会員が休会した場合、休会期間満了の日までに第３項または第４項本文に基づく本会員による申請が行わ
　　　れなかった場合、本会員は当然に退会となり、本会員資格を喪失する。
　６　休会の期間の月会費は免除されるものとする。
　７　休会期間は、本会員資格の有効期間の終期に影響を与えない。

第４章　利用料等

　第 17 条（利用料）
　１　会員は会社に対し、本施設利用に際し、利用の都度、会社が定める利用料金表（以下、単に「料金表」という）記載の利用料を支払う。
　２　会社は、固定資産税、人件費、消費者物価指数等の上昇等諸事情を参考にして、原則として３年ごとに、利用料の額を改定することが
　　　できる。また諸物価の高騰その他の経済事情の変動により、その額が著しく不相当となったときは、会社は、上記以外の時期において
　　　も、これを改定することができる。
　３　支払い済みの利用料は、理由の如何を問わず、返還されない。



PREMIUM DOG CLUB by 

第５章　施設利用

　第 18 条（宿泊施設利用方法及び利用料）
　　１　会員は、年間２４泊まで、料金表に規定する「ドッグクラブメンバー料金」にて宿泊施設に宿泊することができる。年間２４泊を超え
　　　　た宿泊利用料は、料金表に規定する「提携料金」とする。なお、ここで「年間」とは、本会員が本会員資格を取得した日から、翌年の応答
　　　　日までをいう。
　　２　宿泊の予約方法、予約可能回数の上限及び連泊の上限については、利用規定の定めに従う。
　　３　本会員は、利用規定に定めるところにより先着順に予約を受け付けるため、利用希望日の宿泊予約が保証されているものではないこ
　　　　とを予め承諾する。

　第 19 条（会社施設及び提携施設の利用方法及び利用料）
　会員は、料金表の定めに従い、利用料を支払うことにより、会社施設及び提携施設を利用することができる。

　第 20 条（本施設利用の拒否）
　会社は、会員が、入会契約、会則又は利用規定その他会社の定める諸規則に違反しているとき、又は違反する恐れのあるときは、会員によ   
　る本施設の利用を拒否することができる。

第 21 条（本施設の変更）
　会社は、本施設の新設又は廃止、その他のやむを得ない事由により、本施設の変更をすることができる。この場合、会社は本会員に対し、事
　前にその旨を通知するものとする。

第 22 条（一般の利用者の利用）
　会社は、本会員の施設利用の妨げにならない範囲において、一般の利用者を受け入れることができるものとする。

第 23 条（本クラブ休日等）
　１　本クラブは休日を設けることができる。その詳細は会社が別に定め、会社ホームページに記載するなどの方法により、本会員に通知
　　　するものとする。
　２　本施設の保全、改修並びに本クラブの特別行事等のため、会社は、宿泊施設、本施設の全部あるいは一部の利用を制限することができる。

第６章　　その他
　
第 24 条（本クラブ閉鎖等）
　本クラブは、宿泊施設又は会社施設が滅失又は使用継続不能となったとき、もしくは天災地変及び著しい社会情勢の変化その他必要やむ
　を得ない事由が生じた場合は、会社の決議により、無条件にて閉鎖することができる。この場合、会社は本会員に対し、事前にその旨を通
　知するものとする。

第 25 条（遅延損害金）
　会員が入会契約、会則又は利用規定に基づく会社に対する債務の履行を遅滞したときは、会社は本会員に対し、その弁済期の翌日から支
　払い済みに至るまで、年１４．６％の割合による遅延損害金を支払う。

第 26 条（改正）
　会社は、正当な理由があり、かつ本会員の基本的権利を害しない範囲で、会則又は利用規定を変更することができる。この変更を行う場　
　合、会社は本会員に対し、事前に、その内容、実施時期を通知するものとする。

第 27 条（規定の制定）
　会社は、会則に付属する利用規定、その他必要な規定を定めることができる。

第 28 条（信義誠実の原則）
　会則に規定のない事項については、民法及びその他関係法令並びに取引慣行に従い、本会員と会社が協議の上誠意を持ってこれを処理する。

第 29 条（管轄裁判所）
　会則について紛争が生じたときは、東京地方裁判所をもって管轄裁判所とする。

以上







〔 フジプレミアムドッグクラブ 〕
登録書
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登録番号： 記載年月日　　　　　年　　　　　月　　　　　日

法人正会員（法人会員のみ記入）
フリガナ

会社名

所在地 〒

電話番号
FAX番号

E-MAIL @

印◯

【郵送物等の送り先】（いずれかに○をお願いいたします。）　

　法人正会員　　個人正会員　　副会員１　　副会員２　　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　　　

本申込書に記載された内容については、『フジプレミアムドッグクラブ』プライバシー
ポリシーに定める利用目的にのみ使用するものとし、情報管理には万全を期し申込人の承諾が
無い限り第三者には提供致しません。ただし、フジプレミアムドッグクラブメンバーカード発行に
おける個人情報の取り扱いにつきましては、いただいたお写真とローマ字にての名前表示、
会員有効期限に限り、第三者のカード制作会社に委託しておりますので、予めご了承ください。

フジプレミアムドッグクラブ
LINE公式アカウントQRコード

『フジプレミアムドッグクラブ』プライバシーポリシーを確認し、これに同意します。

個人正会員または副会員１（正会員が法人の場合）
フリガナ

ご氏名

生年月日

電話番号

携帯電話

E-MAIL

西暦　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

自宅ご住所

勤務先名

〒

役職

印◯
自署の場合、省略可 性別

男 ・ 女

写真貼付

LINE登録お願いします
下記QRコードよりお友達登録済
ご登録 ID :

『フジプレミアムドッグクラブ』プライバシーポリシーを確認し、これに同意します。

フリガナ

ご氏名

生年月日

電話番号

携帯電話

E-MAIL

西暦　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日

自宅ご住所

勤務先名

〒

役職

印◯
自署の場合、省略可 性別

男 ・ 女

写真貼付

LINE登録お願いします
下記QRコードよりお友達登録済
ご登録 ID :

副会員２

『フジプレミアムドッグクラブ』プライバシーポリシーを確認し、これに同意します。

会社記入欄

契約書年月日

登録年月日
有効期間満了日

入会金（税込）

月会費（税込）

年　　　　　　　　　             円

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日から
年　　　月　　　日から

徴収開始月　　　月　　　　11,000 円
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〔 フジプレミアムドッグクラブ 〕
登録書

ワンちゃん１
フリガナ

お名前

犬種 /毛色

生年月日

予防接種
有・無

混合ワクチン　　（　　　　　　　　　）種

ペット種別

性別

年齢　　満　　　才

狂犬病ワクチン

　　年　 　月　 　日

病気歴（有・無）
病名

小型犬　　　中型犬

大型犬　　　超大型犬

男の子　　　女の子

去勢・避妊　　　済　・　未

          kg

体重

推定・確定　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

ワンちゃん２
フリガナ

お名前

犬種 /毛色

生年月日

予防接種
有・無

混合ワクチン　　（　　　　　　　　　）種

ペット種別

性別

年齢　　満　　　才

狂犬病ワクチン

　　年　 　月　 　日

病気歴（有・無）
病名

小型犬　　　中型犬

大型犬　　　超大型犬

男の子　　　女の子

去勢・避妊　　　済　・　未

          kg

体重

推定・確定　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

ワンちゃん３
フリガナ

お名前

犬種 /毛色

生年月日

予防接種
有・無

混合ワクチン　　（　　　　　　　　　）種

ペット種別

性別

年齢　　満　　　才

狂犬病ワクチン

　　年　 　月　 　日

病気歴（有・無）
病名

小型犬　　　中型犬

大型犬　　　超大型犬

男の子　　　女の子

去勢・避妊　　　済　・　未

          kg

体重

推定・確定　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

／

／

／



〔 フジプレミアムドッグクラブメンバーシップ 〕
プライバシーポリシー
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１．個人情報の取り扱いについて
フジマウンテンプレミアムリゾート株式会社（以下「当社」といいます）は、当プライバシーポリシーを掲示し、「フジプレミアムドッグクラブ」
（以下「本クラブ」といいます）に入会し、またはご利用になる方（以下、併せて「利用者」といいます）のプライバシーを尊重し、利用者の個人
情報（以下の定義に従います）の管理に細心の注意を払い、これを取扱うものとします。

２．取得する個人情報
個人情報とは、利用者個人に関する情報であって、当該情報を構成する氏名その他の記述等により、当該利用者を識別できるものをいいます。
また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、結果的に利用者個人を識別できるものも個人情報
に含まれます。
本サービスにおいて当社が収集する個人情報は、以下のようなものとなります。
　（１）氏名
　（２）生年月日
　（３）住所
　（４）電話番号／F A X 番号
　（５）メールアドレス
　（６）勤務先情報
　（７）顔写真
　（８）その他、入会契約、登録書、その他当社が定める方法を通じて利用者が記入もしくは提示または入力もしくは送信する情報

３．個人情報の利用目的
個人情報の利用目的は以下の通りです。利用目的を超えて利用することはありません。
　（１）利用者の個人認証及び利用者に向けた本クラブにおける各種サービスの提供
　（２）本クラブの利用に伴う連絡・メールマガジン・DM・各種お知らせ等の配信・送付
　（３）本クラブにおけるサービスの改善、新規サービスの開発およびマーケティング
　（４）本クラブにおけるサービスに関するキャンペーン・アンケート・モニター・取材等の実施
　（５）本クラブに関するご意見、お問い合わせの確認・回答
　（６）本クラブの会則、利用規定等で禁じている利用者の行為などの調査
　（７）本クラブの会則、利用規定等の変更等の通知
　（８）当社商品に関するお知らせ・当社が主催または関与するイベントの告知のための配信・送付

４．個人情報の第三者への提供
当社は、利用者本人の同意を得ずに個人情報を第三者に提供しません。ただし、以下の場合は、関係法令に反しない範囲で、利用者の同意な
く個人情報を提供することがあります。
　（１）利用者が第三者に不利益を及ぼすと判断した場合
　（２）公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、利用者本人の承諾を得ることが困難である
　　　場合
　（３）国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合　
　　　で、利用者本人の同意を得ることによりその事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
　（４）裁判所、検察庁、警察またはこれらに準じた権限を有する機関から、個人情報についての開示を求められた場合
　（５）利用者本人から明示的に第三者への開示または提供を求められた場合
　（６）法令により開示または提供が許容されている場合
　（７）合併その他の事由による事業の承継に伴い個人情報を提供する場合であって、承継前の利用目的の範囲で取り扱われる場合
　（８）その他、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」といいます。）その他の法令で認められる場合

５．個人情報処理の外部委託
当社は、利用目的の達成に必要な範囲内で、個人情報取扱い業務の一部または全部を外部委託することがあります。なお、委託先における個
人情報の取扱いについては当社が責任を負います。

６．統計処理されたデータの利用
当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できないよう加工した統計データを作成することがあります。個人を特定できない統
計データについては、当社は何ら制限なく利用することができるものとします。

７．個人情報の変更等
原則として利用者本人に限り、「個人情報の利用目的」の通知、登録した個人情報の開示、訂正、追加または削除、利用停止、ならびに第三者へ
の提供の停止（以下「個人情報の変更等」といいます）を求めることができるものとします。具体的な方法及び手数料については第 10 項に記
載する「お問い合わせ窓口」にお問い合わせください。ただし、以下の場合は個人情報の変更等に応じないことがあります。
　（１）利用者本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利・利益を害するおそれがある場合
　（２）本クラブの適正な運営に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
　（３）他の法令に違反することとなる場合
　（４）当該個人情報の変更等に多額の費用を要する場合､その他の個人情報の変更等を行うことが困難な場合であって、利用者の権利・利
　　　益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとる場合
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８．個人情報の正確性
当社は、ご提供いただいた個人情報を正確にデータ処理するように努めます。ただし、ご提供いただいた個人情報の内容が正確かつ最新で
あることについては、利用者が責任を負うものとします。

９．本人確認について
当社は、本クラブへの会員登録や利用者が本クラブにおけるサービスを利用する場合、個人情報の開示、訂正、削除もしくは利用停止の求め
に応じる場合など、個人を識別できる情報（氏名、生年月日、住所、メールアドレスなど）により、本人であることを確認します。ただし、当社
の責によらずして第三者が利用者の個人を識別できる情報を入手し使用した場合、当社が当該第三者を当該利用者本人として取り扱うこ
とによって生じる損害について、当社は責任を負いません。

10．お問い合わせ窓口
ご意見、ご質問、苦情のお申出その他利用者情報の取扱いに関するお問い合わせは、下記の窓口までお願い致します。

フジマウンテンプレミアムリゾート株式会社
個人情報取扱責任者：お客様相談室
お問い合わせ窓口　MAIL：inquiry-dogclub@fuji-premium-resort.jp
電話番号 ： 0555-73-1168
受付時間 ： 10:00 ～ 17:00　年末年始及び当社休日を除きます。

11．プライバシーポリシーの変更
当社は、法令等の定めがある場合を除き、必要に応じて本ポリシーを変更します。但し、法令上利用者の同意が必要となるような本ポリシー
の変更を行う場合、変更後の本ポリシーは、当社所定の方法で変更に同意した利用者に対してのみ適用されるものとします。なお、当社は、
本ポリシーを変更する場合には、変更後の本ポリシーの施行時期および内容を当社のWeb サイト上での表示その他の適切な方法により周
知し、または利用者に通知します。

　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022 年 7 月 1 日 制定
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