
快活フィットネスCLUB長野昭和通り店　会員規約

第1条 名称

　本クラブは、「快活フィットネスCLUB長野昭和通り店（カイカツフィットネスクラブナガノショウワトオリテン）」と称し、

所在地を長野県長野市問御所町1170-6とします。

第2条 運営

　本クラブは、株式会社ヴァリック（以下会社という）が経営し、管理運営を行います。

第3条 目的

　本クラブは、会員が本クラブの施設を利用して心身の健康維持及び増進を図ると共に、会員相互の親睦を図る

ことを目的とします。

第4条 適用範囲

　本規約は、「快活フィットネスCLUB長野昭和通り店」（以下「本クラブ」という）の会員並びに本クラブに入会しよう

とする全ての方に適用します。

第5条 会員制度

１．本クラブは会員制とします。

２．本クラブに入会される方または法人は、本規約等に同意した上で、会社の指定する書類等を提出し手続きを

　完了させます。

第6条 入会資格

　本クラブの入会資格は以下の通りとし、その項目すべてに該当する方とします。

　（１）本規約及び会社が別に定める諸規則を遵守する方（尚、未成年者の場合は、親権者の同意を必要としま

　　　す。この場合、親権者は本会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします）。

　（２）満16歳以上の方。　（18歳未満の方は、22時までのご利用になります。）

　（３）刺青・タトゥー・タトゥーシールをしていない方。

　（４）暴力団その他反社会的な組織に所属していない方。

　（５）医師等により運動を禁じられておらず、会社所定の申告書提出により本クラブの利用に支障が無い健康状

　　　態であると会社に誓約いただいた方。

　（６）妊娠中でない方。

　（７）伝染病、その他、他人に伝染又は感染する恐れのある疾病を有しない方。

　（８）過去に会社から除名の通告を受けていないなど、会社が適当と認めた方。

第7条 入会手続き

１．本クラブに入会しようとするときは、以下に定める手続きを行うことにより、入会手続きが完了します。

　（１）会社所定の申込書類により入会申込手続きを行っていただきます。

　（２）入会申込書に記載の入会金、登録手数料、第１１条２項に定めるオプションサービスを希望される方は

　　　そのオプション料金を含めた合計金額の支払い手続きを行っていただきます。

　（３）月々の会費引落し口座の登録手続きを行っていただきます。

２．未成年の方が入会しようとするときは、会社所定の申込書類に親権者のご署名を得た上で、申込みいただき

　　ます。この場合、親権者は自らの会員資格の有無に関わらず、本規約に基づく責任を本人と連帯して負うもの

　　とします。

第8条 入会時諸費用及び諸費用

１．本規約において、入会時にお支払い頂く入会金、登録手数料、会費及び第１１条２項に定めるオプション

　　料金を以下「入会時諸費用」といい、入会後お支払い頂く会費、時間料金、オプション料金及び会員カード

　　の再発行料等を以下「諸費用」といいます。

２．「入会時諸費用」及び「諸費用」の金額については、別紙に定める通りとします。

第9条 会員資格の取得

　第7条の手続きが完了し、入会申込書に記載の「利用開始日」をもって会員資格を取得したものとします。

第10条 会費額の算定ならびに支払い方法

１．会費は、各月6日から翌月5日を当該月分の会費として発生するものとし、入会申込書に記載の「利用開始日」

　　が月の中途であった場合は、1か月を30日として日割り計算し当該月残日数に応じた会費が発生するものとし

　　ます。会員は、入会日から第18条に定める退会日まで（会員制のため、利用がない期間を含む）の会費につい

　　て、別途会社が認める場合を除き、支払い義務を免れることはできません。

２．会費の支払方法は、保証委託契約付き口座振替（以下口座振替という）によるものとします。

３．口座振替の支払日は、原則前月26日又は27日とします。



４．会員は、会社が提携する料金収納代行会社が諸費用に関する口座振替業務を行うことに同意します。

５．一旦納入した入会時諸費用及び諸費用は、原則として返還できません。

第11条 会員種別及びオプションサービス

１．本クラブの会員種別は以下の通りとし、会員はいずれかの種別を選択して在籍するものとします。

　（１）月会員　 　：　全ての営業時間において、回数・時間の制限無く店舗を利用できる会員種別です。

　（２）昼会員　　 ：　月曜日から金曜日（但し祝祭日を除く）の9：00～17：00に限り、回数・時間の制限無く店舗を

　　　　　　　　　　　　利用できる会員種別です。

　（３）時間会員　：　利用の度ごとに所定の時間料金を支払って店舗を利用できる会員種別です。

　（４）ゴルフ月会員　：　月会員の利用と60分のゴルフレッスンを月間4回まで受講できる会員種別です。

２．本クラブのオプションサービスの種別は以下の通りとします。オプションサービスを希望する会員は、第１項に

　定める会員種別を選択した上で、会社所定の手続きを行い希望するオプションサービスに申込むものとします。

　（１）健康プラス　 ：　 店内に設置した水素水サーバーから専用アルミボトルを用いて水素水を飲み放題で利用

　　　　　　　　　　　　　　できるサービスです。

　（２）契約ロッカー ：　個人契約のロッカーを月極めで利用できるサービスです。

　（３）安心プラス　：　施設内でのお怪我に対する補償と株式会社ベネフィット・ワンが展開する生活支援サービスを

　　　　　　　　　　　　  利用できます。それらの補償とサービス利用には、別途定める見舞金制度及び安心プラス会員

　　　　　　　　　　　　  規約を承認のうえ、会社所定の申込み手続きを行う必要があります。

第12条 告知義務および通知義務

１．会員は、申込書その他会社に提出する書類において、事実を通知するものとします。

２．会員は、前項において通知した事実に変更が生じた場合、速やかに会社に通知し会社所定の手続きを行って

　　いただきます。

３．会員が前各項の義務を怠ったことにより会員または第三者に生じた一切の損害について、会社は当該損害に

　　対する責を負いません。

第13条 遵守事項

　会員は、本クラブの利用にあたり、以下の事項を遵守するものとします。

１．自らの体調、体力等を考慮し、自己の責任と危険負担において運動の実施可否の判断を行うこと。また治療中

　の症状がある場合は主治医の承諾を得たうえで運動を行うこと。会社が必要と認めたときは、医師の健康診断書

　の提出に応じること。

２．高額な金銭、貴重品等を施設に持込まないこと。また所持品の管理は自らの責任で行うこと。

３．会員以外の第三者、乳幼児、ペット等を施設に立ち入らせないこと。

４．施設内の秩序を乱す行為を行わないこと。

５．その他、本規約および施設内諸規定を遵守し、店舗スタッフの指示に従うこと。

第14条 会員資格の譲渡、貸与の禁止

　会員資格は、他に譲渡、相続その他包括継承、または貸与できません。

第15条 会員証

１．会社は、会員に対して記名式会員証（以下会員証という）を発行するものとし、会員証の使用は記名者本人に

　　限定します。

２．会員は、本クラブの利用にあたり、会員証を提示または提出します。

３．会員は、会員証を紛失した場合は、速やかに所定の失効手続きをとると共に再発行の申請手続きをとる事とし、

　　その費用を負担します。

第16条 会員以外の方の施設利用

１．会社は、特に必要と認めた場合は、会員以外の方の施設利用を認めることができます。

２．会員以外の方についても、本会則は適用されるものとします。

第17条 自動継続

　会員資格は、会員による退会手続き、会社による会員の除名手続き、その他会員資格喪失の場合を除き、自動

的に継続されます。

第18条 会員種別変更

１．会員は、会社所定の書面を提出することにより、月会員又は時間会員の会員種別を変更できるものとします。

　（電話等による申し出は受け付けられません）

２．会員は、各月10日までに種別変更の手続きを完了した場合は翌月の6日から種別変更することができます。

　（１）月会員又は昼会員から時間会員に変更する場合、手続きの完了が11日以降になる場合は当該月27日の

　　　口座振替は行われ、翌々月6日から時間会員に変更となります。尚、変更日までの施設利用の有無を問わ



　　　ず、月会員又は昼会員としての会費支払い義務を免れることはできません。

　（２）月会員又は昼会員から時間会員に種別変更した場合、変更日から３カ月経過するまでは再び月会員又は

　　　昼会員に変更することはできません。

　（３）月会員又は昼会員から時間会員に種別変更後に再び月会員又は昼会員に種別変更する場合、月会員

　　　又は昼会員復帰時の月会費額（税別）が適用されます。

第19条 退会

１．会員が自己都合により本クラブを退会する場合は、会社所定の書面により手続きを完了していただきます。

　（電話等による申し出は受け付けられません）

２．会員は、各月10日までに退会の手続きを完了した場合は翌月の5日をもって退会することができます。手続き

　の完了が11日以降になる場合は当該月27日の口座振替は行われ、翌々月5日をもって退会となります。尚、退

　会日までの施設利用の有無を問わず、在籍期間中の諸費用の支払い義務を免れることはできません。

３．会費を含む諸費用等が未納の場合は、第1項の退会届の提出までに完納していただきます。

４．会員が自己都合により諸会費を３か月分以上滞納した場合は、自動的に退会扱いとします。但し、滞納分に

　ついては全額お支払いいただきます。

第20条 会員資格の喪失

１．会員は、次の各号に該当する場合、会員資格及び会員として有する如何なる権利をも喪失するものとします。

　（１）第19条に定める退会を申し出、会社がこれを承認したとき。

　（２）第21条により除名されたとき。

　（３）会員本人が死亡したとき。

　（４）第23条により入会手続きした施設の全部を閉鎖したとき。

２．会員資格を喪失した場合、速やかに会員証を返還いただきます。

３．会員が会員資格を喪失した場合、会社は、既に会員より支払われた入会時諸費用及び諸費用を一切返還し

　ないものとします。

第21条 会員の除名

　会員が次の各号に該当した場合、会社はその会員を本クラブから除名する事ができます。

　（１）第6条の入会資格を喪失したとき。

　（２）本クラブの規約及び諸規則に違反したとき。

　（３）他の方や施設スタッフを誹謗、中傷し、本クラブに被害の届出があったとき。

　（４）他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為があったとき。

　（５）大声・奇声を発したり、他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為があったとき。

　（６）物を投げる、壊す、叩くなど、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為があったとき。

　（７）ストーカー行為、無許可での営業活動、セールス行為、布教活動、その他の勧誘行為及びそれに類する

　　　行為があったとき。

　（８）クラブの施設・器具・備品の損壊や無許可で備え付け備品を持ち出したとき。

　（９）正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフを拘束する等の迷惑行為があり、業務に支障を

　　　きたしたとき。

　（10）法令や公序良俗に反する行為があったとき。

　（11）刃物など危険物を館内に持込んだとき。

　（12）諸費用の支払いを滞納し、催告を受けても完納しないとき。

　（13）その他会社が本クラブ会員としてふさわしくないと認めたとき。

第22条 施設利用の禁止、退場

　会員が次の各号に該当するときは、会社は当該会員に対して施設利用の禁止、または退場を命じることができ

ます。

　（１）刺青があるとき、タトゥー（シールを含む）が見えているとき。

　（２）集団感染するするおそれのある疾病を有する場合。

　（３）一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する場合。

　（４）酒気を帯びている場合、薬物を使用している場合。

　（５）医師から運動を禁じられている場合。または症状からみて施設利用が困難と判断される場合。

　（６）本規約及び会社が別に定める諸規則を遵守しない、或いは施設スタッフの指示に従わない場合。

　（７）その他、正常な施設利用ができないと会社が判断した場合。

第23条 施設の一時的閉鎖・一時的休業

　次の各号に該当するとき、会社は、諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。その

場合、緊急の場合を除き、原則として一週間前までに会員に対しその旨を告知します。この場合、当該閉鎖や休業

の原因、理由、期間などにより、法令の定めまたは会社が認める場合を除き、会員の会費支払い義務が軽減され

たり免除されたりすることはありません。

　（１）気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。

　（２）施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。



　（３）定期休業、臨時休業等による場合。（定期休業日については別紙に記載）

　（４）その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと会社が判

　　　断したとき。

第24条 会員の自己責任と会社の免責

１．会員は自己の責任と危険負担において、本クラブの施設を利用するものとします。

２．本クラブは会員から品物を預かることは致しません。会員が本クラブの利用に際して生じた所持品の盗難、紛

　失または毀損については、会社は一切損害賠償の責を負いません。また本クラブに設置されているロッカー等

　についても保管場所の提供のみ行っているものであり、会員自身の責任によりこれを使用するものとし、収容物

　の盗難・毀損その他について一切損害賠償・補償等の責を負いません。

３．会員が本クラブの施設利用中、会員の責に帰す事由により生じた自己または他の会員の損害について、会社

　は一切の責任を負わないものとします。

４．会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、会社は一切関与致しません。

第25条 会員の損害賠償責任

　会員が本クラブの施設の利用中、自己の責に帰す事由により会社又は第三者に損害を与えた場合は、その会

員が当該損害に対する責を負うものとします。

第26条 個人情報保護

１．会社は、個人情報の取り扱いに関するプライバシーポリシーを策定し、本プライバシーポリシーを遵守すると

　共に、お客様の個人情報をはじめとする全ての個人情報を安全かつ適切に取り扱います。プライバシーポリシー

　は会社ホームページに掲示いたします。

２．会社は、お客様に関する個人情報及び当社との取引状況の情報を以下の目的で利用致します。

　①当社及び当社のグループ会社（以下、「当社グループ」といいます。）の店頭販売や通信販売及びサービス

　　の提供等に関する事業活動のため。

　②当社グループの商品発送、カタログやダイレクトメールの送付、関連するアフターサービス、新商品・サービ

　　スに関する情報のお知らせのため。

　③当社グループの事業活動の一環としてのマーケティング、販売促進、商品・サービスの企画等のため、及び

　　商品の購入分析をするため。

　④当社グループの他の営業のご案内のため。

　⑤当社グループとのお取引に関する与信管理、回収管理、債権管理のため。

２．会社は、諸会費等の口座振替業務を委託する目的の範囲内で、お客様の個人情報を振替業務代行会社に開

　示します。

３．会員が各種届出書に記載した内容について、会社は登録手続き、諸連絡の他、個人を特定しない形の統計的

　情報として利用する場合があります。

第27条 諸費用の変更並びに運営システム変更について

１．会社は、本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用について会社が必要と判断したときは、会員の事前の承

　諾を得ることなく変更することができます。

２．前項同様に施設運営システムを、会社が必要と判断したときは、会員の事前の承諾を得ることなく変更するこ

　とができます。

第28条 細則

　本規約に定めのないもので本クラブの管理運営上必要な事項について、会社は、諸規則、注意事項、案内等を

定めることができるものとします。

第29条 改正

　会社は、本規約及び会社が別に定める諸規則、注意事項、案内、その他本クラブの管理運営に関する事項を

改定することができるものとします。会社が本規約を改定する場合は、公証人役場にて確定日付の押印を受ける

ものとします。

第30条 通知予告

　本規約および本クラブの諸事情に関する通知または予告は、本クラブ所定の場所に提示する方法により行い

ます。

第31条 発効

　本会則は2017年10月6日より発効致します。

（以下余白）



【別紙】　入会時諸費用及び諸費用の金額一覧表

１．　入会時諸費用及び諸費用の金額について、以下の通り定める。

種類 費用名 金額（税抜） 消費税 税込合計

登録手数料 3,000 240 3,240

会費２カ月分 ※時間会員としてご入会の場合は不要。

オプション料金２カ月分 ※オプションサービスをお申込みの方のみ。

【月会費】

月会員 6,000 480 6,480

月会員（二次会員） 7,000 560 7,560

昼会員 5,000 400 5,400

月プラス会員 6,600 528 7,128

午後会員 5,000 400 5,400

午後プラス会員 5,600 448 6,048

プラチナ会員 4,000 320 4,320

プラチナプラス会員 4,600 368 4,968

新プラチナ会員 5,000 400 5,400

ゴルフ月会員 9,000 720 9,720

【オプション料金月額】

健康プラス会員（月会員の場合） 1,000 80 1,080

健康プラス会員（時間会員の場合） 1,200 96 1,296

安心プラス会員 500 40 540

契約ロッカー会員 700 56 756

時間会員利用料（最初の60分） 1,000 80 1,080

時間会員利用料（以降10分まで） 149 11 160

再発行料（会員証） 1,500 120 1,620

※消費税額については、法改正に従って金額を改定致します。

２．　本クラブの定期休業日について、以下の通り定める。

毎月25日及び年末年始

　※但し、25日が土曜日曜祝日の何れかにあたる場合は、翌平日を当該月の定期休業日とする。

（以下余白）

店舗名

長野昭和通り店

定期休業日

店舗名

長野昭和通り店

入会時諸費用

諸費用
(その他

都度発生分)

諸費用
(その内月額

分)


