1

会員規約

第 1条 (本 会 員規約の範囲 )
本規約 は、一般社 団法人男性セ ラ ビス ト協会 (以 下本協会 とする )の 定款 に定め る会員 とな つた法 人、団体 また は個 人
に適用 する。

第

2条

(会 員 )

本協会の 目的 に賛 同 し指定 する手続 きに基づ き、本規約 を承認の上入会 した方を会員 とする。会員 は次碗

りとする。

(1)正 会員

定款及び倫理規 定 ・行動規範の遵守 を誓約する者 で 、本協会の 目的 に賛 同 して入会 した個 人

(2)協 会運 営会員

正会 員の うち積極 的(年 一 回以上 )に 本協会の運営 に協力する個 人また は団体

(3)賛 助会員

本協会の 目的 に賛 同 して会の運営を賛助 する個 人または団体

第

3条

(入 会 申込 )

正会員 、協会運営会員及び賛助会員 と して入会 しようとする者 は、別 に定め る入会 申込書 によ り申 し込み 、代表理事の
承認を受 けな けれ ばな らな い。その承認及び 会賓の納入があ つた ときに正会 員 、一般会員及び賛助会員 とな る。
以下の行為が認め られ た場合 、入会の承認が得 られな い ことがある。

(1)入 会 申込書 に、虚偽の 記載等 申込書 に不偏 があ つた場合
(2)過 去 に会員資格の喪失が あ った場合
た場合
(3)そ の他 、本 軌会が会員 と認め る ことを不適 当 と半」断 し′

第

4条

(会 費等 )

会員 は次の各号の定め る ところによ り会費を納 入する。

(1)正 会員

入会金

10′

800円

月会 費 2′ 000円 (個 人 )

5′ 000円 (団 体

)

(2)協 会運 営会員

入会金

10′

800円

月会費 1′ 000円 (1回 人 )

3′ 000円 (団 体

)

(3)賛 助会員

入会金な し

第

5条

月会費

一回

500円 (4国 人 )

一 回 3′ 000円 (団 体 )

(会 費等の払 い戻 し)

会員が納入 した会費 について は、その理 由の如何 を問わず 、払 い戻 しを行わな い。

第

6条 (会 費等の納期

)

会費の納 入 は、オ ンライ ン決済である anypayを 利用 しカー ド決済 とする。カー ド決済が使用で きな い場合 、次年度分
を今年度 8月 末 日まで に指定の 口座 に入金 とな ります。

第 フ条 (期 間

)

会 員資格の有効期 間は、カー ド決済 して いる限 り自動継続 され ます。
年払 いの場合 、毎年

9月 1日 か ら翌年 8月 31日 まで とする。但 し、途 中入会 を認め るもの とする。途 中入会の場合

は、入会 申込 日か ら 8月

31日 まで とする。

第

8条

(会 員の特典 )

本協会の正会員 、協会運営会 員 には、以下の 特典 を付与 するもの とする。

(1)男 性セ ラ ビス トグ ランプ リ(男 グ ラ)へ の出場 資格
(2)登 録商標 であ る 「男性セ ラ ビス ト」の使用権
(3)本 協会が提供 するセ ミナ ー ・研修会 ・ 懇親会等 、イベ ン トヘ の無料 も しくは会員価格 による参カロ
(4)メ ールや 会報誌 、会員サ イ トでの業界 関連 1青 報や技術指導のための資料の提供

(5)本 協会の認定研修 の開催
(6)本 協会か らの有料提供物 ・ サ ー ビスの無償提 供 も しくは会 員価格 での購入
以下 は、賛助会 員 にも付与 され る
(フ

)本 協会ホ ームペ ージ との リンク等の 1青 報優追

(8)前

3′

4号 等 へ 協賛や広告掲載する場合 に、広告料の 書」弓1等 の優遇

(9)賛 助会員が企 画するイベ ン ト等へ の後援名義の提 供及び 、本協会の協力

第

9条

(会 員の義務 )

本協会の会 員 は、以下の事項 を守 るもの とする。

(1)会 員タトに対 して公開 して はな らない重 要事項 、機 密づ首寺事項 に関 して は一切他 に漏洩 して はな らな い。
(2)本 協会の規程 等を遵守 し、他 に迷 惑を及 ぼすよ うな行 為 を しない こと。
(3)会 員 は名称 又 は住所 等会員登録 青報 に変更が生 じた場合 には、速やか に対 あ会 に届 け出る こと。

第

10条

(任 意退会 )

会員 は、退会届 を提 出する ことによ り、任 意 にいつでも進聖
会 する ことが で きる。

第

11条

(会 員資格の喪失 )

会員が次の各号の 一 つ に該 当する場合 には、その資格 を喪失する。

(1)会 費の納 入が継続 して三 ヶ月以上 されなか った とき。
(2)理 事会が 同意 した とき。
(3)当 該会 員が死亡 し、失踪宣告 を受 け、又 は解散若 しくは破産 手続 開始決定を受 けた とき。
(4)当 該会 員が 、成年被後見 人又 は被補佐 人 とな った とき。
(5)退 会 を申 し出た とき。
(6)第 12条 の定め によって 除名 され た とき。
(7)本 協会の名誉 ・信用等 を失墜 させ る行為があ った と、本協 会が認めた とき。
(8)法 令 も しくは公序良俗 に反 する行為 を行 つた とき。
(9)会 員資格及び それ に伴 う権利 を、第三者 に譲渡 または貸与 した とき。
(10)暴 力団等反社会 的勢力

(以 下総称 して 「反社会 的勢力 Jと い う)で ある ことまた は過去 に反社 会 的勢力であ った

ことも しくはそれ らと関係 がある と判 明 した とき。

(11)セ ラ ビス ト側の 明 らかな故意 また は過 失 によ り、消 薫者 に重大な経 済的あ るいは身体 的危害 を生 じさせた とき
2前 項 (7)か ら(11)の 行為 によ り本協会 に損害が発生 した場合 、本協会が 当該会 員 によ って被 った損害の賠償 を当
該会員 に請 求 する ことがで きる。

第

12条

(除 名 )

会員が次の各号の 一つ に該 当する場合 は、総会の 議決を もって除名する ことがで きる。

(1)定 款 その他の規則 に違反 した とき。
(2)本 協会の名誉 を傷 つ け、又 は目的 に反 するイ
子為 を した とき。
(3)そ の他 の除名 すべ き正 当な事 由がある とき。

第

13条

(会 員の権利喪失 )

会員が前 2条 の規 定 によ りその資格 を喪失 した ときは、本協会 に対す る会 員 と しての権利 を失い、義務 を免れ る。ただ
し、未履イ
子の義務 は、 これ を免れ る ことはできな い。

2本 協会 は、会 員が その資格 を喪 失 して も、既納の入会金 、会費その他の lll出 金 品は、これ を返還 しな い 。
3資 格 喪失後 、本協会が所 有 する知 的財産 等の使用その他 これ に類似 する行為 を禁止 する。

4会 員資格 を喪失 する ことで 、男グ ラの真歴 も失 う。

第

14条 (情 報の 二 次利用

)

教材 、特典 によって提供 され る情報を 、複製 、無断転載 、転用 、流用等 、著作権 法 に違反 して使用 する ことを 固 く禁止
する。

第

15条

(個 人情 報 )

当協会 は、会 員の個 人情 報 を含む登録 青報 につ いて は、本 人の 同意を得ず に第三者 に開示 しないもの とする。

第

16条

(規 約の追カロ・変更 )

本協会 は、社員総会の決 議 によ り、特典の 内容お よび会費を含め本規約の全部 また は一部 を追加 ・ 変更する ことがで き
る。

第

17条

(免 貢お よび損害賠償 )

天災地変 、戦争 、暴動 内乱 、その他不可抗 力 、法令の改廃 制定 、輸送機 関の事故 等 によ りやむを得ず会員サ ー ビス を変
更 、中止 また は一時停 止せ ざるをえなか った場合 、本協 会 は一切 貢任 を負わな いもの とする。

2会 員 は、本協会が提供 する教材 、特典等の情 報を 自らの判断 によ りその利用の採否 を決定するもの と し、これ らに起
因 して生 じるいかなる損害 に対 しても、本協 会 は 一切 の責任 を負わないもの とする。

3会 員 間の紛争 は、当該会員間で処 理 するもの と し、本協会 は一切貢任 を負わな いもの とする。
4会 員 と第三者 との紛争 、消費者ク レームが発生 した場合 には、会員の 自己責任 とし、本 あ会 は一切 貢任 を負わな いも
の とする。

5本 規約 に違反 した会員 に対 しての会員資格の 取 り消 し等の措置 によって生 じたいかなる損害 に対 しても 一切貢任 を負
わないもの とする。

9万 が 一 、本協会が会 員 に対 して損害賠償 を負 う場合 、その額 は会員が払 う年会費の額 を超 えな いもの とする。
10会 員が会 員資格 を喪失 した後 も、本条の規 定 は継続 して 当該会員 に対 して効 力を有 するもの とする。
2016年 9月 1日 制定

会長理 事パ ール坂 本

