
 

 

会 則 

第一章 総則第 1 条(名称) 

本ジムは、ONEDAY ワンデイ(以下本ジムという)と称します。 

第 2 条(目的) 

本ジムは、スポーツを通じ会員の追求する健康および美容の維持、増進を図る事を目的と 

します。 

第 3 条(運営および管理) 

本ジムは、有限会社クラス(以下当社という)が運営、管理を行います。 第二章 会員 

第 4 条(会員制度) 

(1) 本ジムは会員制とします。 

(2) 施設を利用する方（以下、『会員』と記載します）は、入会する際に本ジムで定

められた会員契約を厳守し、諸施設を利用することができます。 

(3) 本ジムの利用は登録者本人様のみとなります。 

(4) 会員の契約期間は、会員が当社所定の退会手続きが完了するまで自動更新としま

す。 第 5 条(会員区分) 

本ジムの会員区分は、次の通りとし、会員の要件及び利用範囲等の条件については当社が  

別途これを定めます。 

但し、下記会員のほかに特別会員をおくことがあります。会員及びビジターの種別と権限 

必要に応じ会員及びビジターの新規種別設定を追加または廃止する場合があります。その  

場合、当社は事前に所定の方法で表示するものとし、会員及びビジターは意義を述べない

ものとします。 

(1)月会員 

 (2)ビジター 

第 6 条(入会資格) 

1. 会員は以下の全項目に該当する方に限らせて頂きます。 

  

 

尚、本ジムはその自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その 

理由を示す必要はないものとします。 本ジムの入会資格は以下のとおりとします。 

(1) 20歳以上 65歳未満で、本会則および本ジムの諸規則を遵守する方。  

(2) 暴力団または反社会的な組織の関係者、及び薬物常用でない方。 

(3) 医師等に運動または本ジムの諸施設の利用に支障がないと申告された方。妊娠し

ていない方。  

(4) 本ジムの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。(5)タトゥー（刺青等）



を露出しない方。 

(6)以前に本ジムを規約違反退会などで処理されていない方 

2. 前項の各号に該当するか否かの判断については、当社は理由を示すことなくその

裁量によって判断できるものとし、入会希望者はこれに異議を述べないものとします。 

3. 当社は本ジムの管理及び秩序の維持上、会員として一般的な社会的規範の遵守も

しくは良識を欠くと判断した入会希望者に関しては理由を示すことなく入会をお断りする

権限を有するものとし、入会希望者はこれに異議を述べないのもとします。ビジターもこ

れに準処します。 

4. 第１項の要件を欠く方であっても、当社の判断と裁量によって入会を認める場合

がありま す。その裁定にあたっては会員、入会希望者及びビジターはこれに異議を述べな

いものとします。 

第 7 条(入会手続) 

会員資格、当社所定の入会手続きを行いそれに伴う当社の承認を得た上で、規定の入会登

録を終了して会員の資格を得た方を本ジムの会員とします。 

第 8 条(会費の決済) 

(1)入会登録料・諸会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、当社がこれを定めます。 

(2)会員は本ジム利用にあたり当社が定める会費を当社指定の方法のよって当社が定める期

限までに支払うものとします。 

(3) 会員は施設利用の有無にかかわらず、在籍する限り指定の会費を支払わなければ

なりません。キャンペーン毎の最低在籍期間があります。 

(4) 会費は月単位で生じるものとし、利用終了月までの納入済みの月会費は、理由の

如何に かかわらず返還しません。（登録料もこれに準じます。） 

(5) 会費決済が行われていない会員は、決済が完了するまで一時的に本ジムの利用を

差し止めることができるものとし、該当する会員及び親権者は異議を述べないものとしま

す。 

(6)当社は、本ジムの運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会登録 

料・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。 

  

 

 

 

第 9 条(資格) 

会員は本ジムの会員資格を第三者に譲渡・貸与・質権その他の担保設定はできません。第 10 

条(会員証) 

(1) 当社は会員に対し、スマホキーを発行します。 

(2) 会員が、本ジム諸施設を利用する時は、入退店時ともスマホキーでの開閉となり



ます。キーお忘れになりますと入館できません。 

(3) 会員は会員証を第三者に貸与することはできません。貸与した場合当社・本ジム

は、その会員を除名することができます。 

(4) 会員はスマホキーを紛失した場合には、すみやかに当社に届け出、ただちに所 定

の手続きを 行い再発行を当社に申請するものとします。 

(5) スマホキーの再発行手数料は会員負担とし、発行手数料として 1,000 円(税別)を

本ジムに支払うものとします。 

第 11 条(損害賠償) 

(1) 本ジムの施設利用中に生じた盗難・紛失については、原則として、会員各自の自

己責任 とし、当社は責任を負いません。 但し、当社の帰責事由があった場合は、10,000 円

を限度(当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として賠償します。  

(2) 本ジムの利用に際して発生した怪我・病気・事故等については、原則として、会

員各自の自己責任とし、当社は責任を負いません。 但し、当社の帰責事由があった場合は、

原則として 10,000 円を限度(会社に故意又は重大な過失があった場合を除きます)として

賠償します。  

第 12 条(会員の損害賠償) 

(1) 会員が本ジムの利用中、会員の責により会員が受けた損害については、当社は一

切損害 賠償の責を負いません。  

(2) 会員が本ジムの利用中、会員の責により当社または第三者に損害を与えた場合、

会員は  速やかにその賠償の責に任ずるものとし、当事者がすべての責を負うこととしま

す。  ビジターについても同様とします。 

第 13 条(不介入) 

会員またはビジターが、本ジム利用中に第三者とトラブルを生じた場合、当社は本ジムの

管理者として施設管理に必要な範囲でのみ介入するものとし、当事者と第三者との間の任

意交渉、仲裁、民事手続または刑事手続などにおいて、当社は協力義務等何らの義務を負

わないものとします。 

第 14 条(会員資格の喪失・退会) 

(1) 会員が自己都合で本ジムを退会する場合は、会員様自身での決済の解約が必要で

す。後払い残金の清算が必要です。  

 

(2) LINE（電話など）で退会申し出をお願いします。 

(3) 退会時点で滞納がある場合は完納いただきます。 

第 15 条(会員除名) 

1. 会員が次の各項に該当するときは、当社判断で該当会員を除名することができ、

会員はその資格を失います。 

(1) 本ジムの会則、または諸規則に違反した場合。 



(2) 本ジムの名誉をまたは信用を損ねる行為を行った場合。(3)本ジムの秩序を乱した

場合。 

(3) 会費その他諸費用の支払いを怠った場合。 

(4) 入会に際して当社に虚偽の申告をしたと判明した場合。 

(5) その他当社が本ジム会員としてふさわしくないと判断した場合。 

2. 前項各号に該当するか否かの判断については、当社は理由を示すことなくその裁

量により判断できるものとし、会員はこれに異議を述べないものとします。 

3. 当社が会員を本ジム会員として不適切であると判断した場合には、当社は当該会

員に対し、  会員契約を一方的に解約することができます。 

第 16 条(会員資格喪失) 

会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。 

(1)会員が退会したとき。ただし、事前に当社に所定の届出を行うものとします。 

(2)会員が除名されたとき。 

(3) 第 13 条により、会員契約を解約したとき。 

(4) 会員が死亡したとき。(5)法人が解散したとき。 

(6)経営上重大な問題があり、本ジムを閉鎖したとき。 

第 17 条(変更事項の届出) 

(1) 会員は、住所、連絡先及及びその他入会時申込み事項に変更があった場合には、

速やか  に当社に届出るものとします。 

(2) 会員への通知は、会員が登録時に利用した LINEにするものとします。 

第 18 条(遺失物・忘れ物・放置物) 

(1) 会員が本ジムの利用に際して生じた紛失については、原則として、会員各自の自

己責任とし、当社は責任を負いません。  

 

(2) 忘れ物・放置物については、原則として 1 ヶ月間保管した後に処分させていただ

きます。 

第 19 条(会則その他の改定) 

当社は、必要と認めた場合、本会則・その他本ジムの運営・管理事項の改定を行うことが

あ ります。尚、改定後は、全会員に適用されるものとします。 

第 20 条(閉鎖および解散) 

当社は、以下の各号に該当する場合、本ジムを閉鎖および利用制限・解散する事が出来ま

す。 

(1) 施設の改造または修理のとき。 

(2) 本ジムが企画し実施する諸活動を行うとき。 

(3) 天災、地変、その他の不可抗力の事態が発生したとき。 

(4)法令が制定。改廃されたとき 



(5) 行政指導を受けたとき 

(6) 経営上重大な理由が有るとき。 

(7) その他、やむを得ない事由があるとき 

第三章 施設利用 

第 21 条(諸規則の厳守) 

会員は、本ジム利用に際して、会則および当社が別途定める規則等を遵守しなければなり  

ません。 

第 22 条(健康管理) 

会員及は、各自の責任において健康管理を行うものとします。 

第 23 条(入場禁止・退場) 

当社は、会員及びビジターが下記の各項に該当する場合は、その会員を本ジムの利用禁止・ 

退場を命じることができます。 合わせて通報する場合があります。 

(1)健康状態を害しており、運動することが好ましくないと判断される場合。 

(2)伝染病等に罹患しているとき 

(3)許可なく他人を撮影すること。盗撮等･･カメラの提示を求める場合があります。 

(4)他人を誹謗中傷すること。 

(5) 他人に対する暴力行為や威嚇行為。 

(6) 痴漢、覗き、露出・盗撮･･等公序良俗に反する行為。 

(7) 施設内に落書き・造作・張り紙･･等をすること。 

(8) 施設内、備品器具･･投げる・潰す行為をすること。 

(9) 動物を館内に持ち込むこと。盲導犬は除外する。 

(10) 危険物を館内に持ち込むこと。 

(11) 酒気をおびての来館もしくは館内・施設敷地内での飲酒・喫煙。 

(12) 当社従業員の業務を妨げる行為。 

(13) 他人へのストーカー行為。 

  

 

(14) 他人の施設利用を妨げる。（大声での雑談・迷惑行為、含む） 

(15) 入会に際し虚偽の申告をした場合。 

(16) 許可なく本ジムで物品の売買や勧誘など営業行為をする。 

(17) タトゥー(刺青)を露出させている方。 

タトゥー（刺青）をされている方を全面お断りではありません。 但し、出来るだけ露出は

しないように必ずサポーターやシャツ、ロングパンツ等で隠すことを条件とします。 第三

者を威圧する振る舞いをされる場合、ご利用は一切出来ませんのでご了承ください。 

縦横 30cm を超えるタトゥー(刺青)をされている方の会員登録は、本ジム月会員または本

ジムが保証人となる場合に限らせて頂きます。 



特例として、当社の責任により施設利用を承認する場合がありますのでご了承下さい。 

(18) その他本状各号に準じる行為。第 2４条(休業) 

本ジムは、当社が別途定める定期の休業日を設けるほか、年末年始・夏期・施設整備、そ

の他やむえない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。  臨時休業する場合

は、その旨を掲示します。 

 

完全無人化、フリースペース化に伴い 

掃除･片付け･消毒などのお願いを含め、ご理解ご協力頂けます方での運営とさせて頂きま

す。 

 


