
会員規約 
第１条 （定義） 

本会則によって定める条項は「U-lead」（以下「当店」という）に適用さ

れるものとします。 

 

第２条 （主旨） 

当店は、会員が施設利用を通じて、健康維持、増進、シェイプアップ等を

図るとともに、会員相互の親睦を深めることのできる、健全な会員制フィ

ットネスクラブの施設とサービスを提供することを目的とします。 

 

第３条 （会員制度） 

１．当店は、会員制とします。 

２．会員種類、施設の利用範囲、利用条件等は、別に定めるものとします。 

３．会員は、本規約及び当店が定めるルール、マナー等を遵守しなければ

なりません。 

 

第４条 （入会資格） 

入会資格は、当店の趣旨に賛同し、次の各号に該当する方で、当店が認め

た方とします。但し、別途当店が定める基準に従い、認める場合を除きま

す。 

（１）本規約及び当店が定めるルール、マナー等が守れる方 

（２）満 16 歳以上の女性で未成年者の場合は親権者の同意が得られた方 

（３）健康状態に異常がなく、医師等から運動を禁止されていない方 

（４）健康管理等を自ら行うことができ、当店の施設利用に支障がなく、

安全に利用できる方 

（５）他人に感染する恐れのある疾病を有しない方 

（６）刺青（タトゥー、タトゥーシール含む）をしていない方 

（７）暴力団等の反社会的勢力に関係していない方 

（８）妊娠されていない方 

（９）社会的信用のある書面等により本人確認できる方 

（１０）過去に当店又は他社が運営するスポーツクラブ、その他同様のサ

ービスにおいて、除名又はこれに類する処分を受けたことがない方 

（１１）同業者でない方、又は入会の目的が第２条に反しない方 

（１２）本人名義のクレジットカードをお持ちの方 

（１３）その他当店が会員としてふさわしいと判断した方 

（１４）法人会員においては、その利用者が前各号に適していることを確

認できる法人 

 

第５条 （入会手続き） 

１．当店に入会しようとする方（法人を含む）は、本会則を承認した上で

所定の入会手続きを行い、当店の承認を得て入会金、会費及び諸費用を納

入することにより、会員資格を取得し、入会できるものとします。 

２．未成年の方が利用しようとする場合は、親権者の同意を得て、所定の

申込書に連署の上、申し込むものとします。 

３．外国人の方が利用しようとする場合は、外国人登録証を提示して下さ

い。 

 

第６条 （入会金、会費及び諸費用） 

１．会員は、当スタジオが定めた入会金、事務手数料、会費及び諸費用を

所定の方法で、所定の期日までに納入しなければなりません。 

２．いったん納入した入会金、事務手数料、会費及び諸費用は返還しませ

ん。但し、利用開始日前での契約解除の場合は、入会金及び会費は返金し

ます。 

３．当店の運営上必要と判断した場合、又は経済情勢等の変動に応じて、

入会金、会費及び諸費用の金額を変更することがあります。変更後の料金

及び内容については、該当する全ての利用者に適用されるものとします。

但し当店が別途定める場合はこの限りではありません。 

４．会費は、本施設の利用の有無に関わらず、支払わなければなりません。 

 

第７条 （マイページ） 

１．当店は、会員に対し、マイページを付与します。 

２．当店を利用する場合は、必ず会員証画面となる、QR コードを提示ま

たは利用券を提出しなければなりません。 

３．マイページは、本人（法人会員の場合は、その組織に属している方）

のみが使用することができ、第三者に譲渡、貸与することはできません。 

４．当店が、マイページに代わる会員の認証方法を定めているときは、前

項各部の一部又は全部の規定を適用せず、当該スタジオが定めた方法に

よるものとします。 

 

第８条 （予約） 

１．当店は、施設利用の円滑化を図る為原則的に予約制とします。 

２．予約方法は、マイページより予約を行う方法とします。 

３．予約可能時間の締め切りは、プログラム開始の 60 分前までとします。 

４．予約可能スケジュールは、14 日先までとします。 

５．同時予約可能数は 3 枠までとします。予約プログラム当日にチェッ

クインをすると、1 枠分が解消され、次回予約が可能となります。 

 

第９条 （予約取消） 

１．予約の取り消しはプログラム開始時刻の 120 分前までに行うものと

します。 

２．毎月１日から末日までの間に、3 回以上、予約プログラムを無断キャ

ンセルした場合、翌月の最大予約件数を２件とします。 
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第１０条 （入店禁止、退店） 

当店は、会員が次の各号に該当すると判断した場合、その会員の入店の禁

止及び退店を命じます。 

（１）刺青（タトゥー、タトゥーシールを含む）をしている場合 

（２）暴力団等の反社会的勢力の関係者の場合 

（３）妊娠されている場合 

（４）酒気を帯びている場合 

（５）他人に感染する恐れのある疾病を有している場合 

（６）他の会員に迷惑となる行為をした又は行動をする恐れがあると判

断される場合 

（７）医師等に運動を禁止されている場合 

（８）健康状態を害しており、運動をすることが本人にとって好ましくな

いと判断される場合 

（９）本規約及び当店が定めるルール、マナー等並びに当店従業員の指示

が守れない場合 

（１０）当店の施設利用が困難又は安全に施設利用ができないと判断さ

れる場合 

（１１）危険物をお持ちの場合 

（１２）第１７条の禁止事項を行った場合 

（１３）第４条の各号を満たすことのできない方 

（１４）その他当店が運営上支障を生じると判断した場合 

 

第１１条 （各種手続き） 

１．各種届出（休会、変更、退会）については、会員が直接マイページよ

り手続きを行うものとします。代理人による手続き、電話、ファックス、

口頭、郵便、メール等での手続きは受理いたしません。但し、当店が認め

る場合はこの限りではありません。 

２．各種届出（休会、変更、退会）は、毎月 10 日までに所定の手続きを

行うことで、翌月より変更、退会の場合は当月末退会となります。10 日

を過ぎますと翌々月からの変更、退会の場合は翌月末退会となるものと

し、これについて会員は異議を申し立てないものとします。 

 

第１２条 （休会） 

１．会員は、マイページのプラン変更より月単位での休会手続きを取るこ

とができます。 

２．休会期間中は、当店の定めに従い、会費の全部又は一部の支払いが免

除されるものとします。また、会費の支払いに替えて休会費が発生しま

す。 

 

第１３条 （変更） 

１．会員は、会員プランの変更をする場合は、所定の変更手続きを行うも

のとします。 

２．会員プランの変更にはプラン変更手数料が発生します。 

３．会員は、住所、連絡先等、入会申込時の記載事項に変更が生じた場合

は、速やかに所定の変更手続きを行うものとします。 

 

第１４条 （退会） 

１．退会を希望する方は、所定の退会手続きを行い、当店の承認を得て、

退会するものとします。 

２．退会を希望する方は、代理人による手続き、電話、ファックス、口頭、

郵便、メール等による退会の手続きはできません。但し、当店が認める場

合はこの限りではありません。 

３．退会日は、第１１条２項に基づき、会員が希望する月末での退会とし

ます。 

４．会費等の未納金がある場合、これを完納した後に退会を認めるものと

します。 

５．施設利用がなく退会する場合や月度途中に退会する場合においても

会費等の返金は、一切ありません。 

６．当店は、退会の手続きがされない限り、会費を請求します。 

 

第１５条 （会員資格の譲渡、貸与） 

会員資格、および各種チケット等は、他に譲渡、貸与はできません。 

但し、当店が認めた場合はこの限りではありません。 

 

第１６条 （会員資格の喪失） 

会員が次の各号のいずれかに該当した場合、その資格を喪失します。 

（１）会員が退会した場合 

（２）会員が除名された場合 

（３）会員が死亡した場合 

（４）第４条に定める入会資格に不適合となった場合 

（５）法人会員にあっては、その法人が解散等により存続できなくなった

場合 

（６）当店が閉鎖された場合 

 

第１７条 （除名） 

当店は、会員が次の各号に該当したと認めた場合、その会員を除名としま

す。 

（１）本規約に違反した場合 

（２）当店が定めるルール、マナー等を、注意しても遵守しない場合 

（３）当店の名誉、信用を傷つけ、又は秩序を乱した場合 

（４）他の会員に迷惑となる行為をしたと当店が認めた場合 

（５）当店の運営に支障を与える行為、又は与える恐れがあると当店が判



会員規約 
断した場合 

（６）会費の支払いを２ヶ月以上滞納した場合 

（７）入会に際し、当店に虚偽の申告又は隠匿をしたことが判明した場合 

（８）当店の施設、設備等を故意に破損した場合 

（９）本施設内外での営業、宣伝、勧誘活動や販売行為が認められた場合 

（１０）施設利用に際して、不当且つ不合理な要求をするなどにより、当

店及び従業員を著しく困惑させた場合 

（１１）その他、当店が除名を妥当と認めた場合 

 

第１８条 （禁止事項） 

会員は、当店内において、次の各号に該当する行為は禁止とします。 

（１）許可なく撮影、又は録音すること 

（２）許可なく営利、非営利を問わず物品の売買、営業行為や勧誘、又は

これらに準ずる行為 

（３）第三者に対する暴力、威嚇行為並びに誹謗、中傷（SNS 等インタ

ーネット等の書き込み含む）行為 

（４）第三者へのストーカー、窃盗、痴漢、覗き、露出等公衆に迷惑をか

ける行為並びに違法行為 

（５）落書き、造作行為 

（６）動物、危険物の持込 

（７）従業員、インストラクター等の業務を妨害する行為 

（８）施設内での喫煙 

（９）第三者の迷惑となる行為、施設利用を妨げる行為並びに店内の秩序

を乱す行為 

（１０）従業員、インストラクター等への以下の行為 

 （ア）個人的交友、金銭等の貸し借り、その他の迷惑行為や不適切な行

動をとる行為 

 （イ）高額な物品の差し入れ 

 （ウ）退職の勧誘、他社への就職あっせん、引き抜き、その他これらに

類する行為 

 （エ）当店への許可なく面談、電話、連絡、書面の交付等を求める行為 

（１１）公平性を欠き、他の利用者の円滑なシステム利用を妨げる下記の

行為 

 （ア）自動操作ツール、外部ツール等を利用して予約を取得、変更、キ

ャンセルする行為 

 （イ）その他当店が不当と認める、通常とは異なる方法で、予約取得、

変更、キャンセルする行為 

（１２）その他、上記に準ずる行為 

 

第１９条 （体験） 

１．当店は、当店が認める場合により、会員以外の者（以下「ビジター」

という）に当店の施設を利用していただくことができます。 

２．ビジターは、当店利用に関しては、会員同様に本規約及び当店が定め

るルール、マナー等が適用されます。 

３．ビジターは、当店が別に定める施設利用料を支払うものとします。 

 

第２０条 （当店の免責） 

１．会員が当店内及び駐車場内で発生した人的、物的事故並びに盗難、紛

失及びその他の事故については、当店に故意又は重大な過失がある場合

を除き、当店は一切の損害賠償の責を負いません。 

２．会員同士の間に生じた係争やトラブルに対して、当店は、当店に故意

又は重大な過失がある場合を除き、一切関与いたしません。 

３．会員が本施設利用中、会員自身が受けた損害に対して、当店は、当店

に故意又は重大な過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いま

せん。 

 

第２１条 （会員の損害賠償責任） 

１．会員及びビジターは、当店施設の利用中、自己の責に帰すべき事由に

より、当店又は第三者に損害を与えた場合は、速やかにその賠償の責に任

ずるものとします。 

２．法人会員における利用者の場合は、利用者と登録法人が連帯して責任

を負うものとします。 

３．ビジターは、一切の行為について、自己の責任においてその責を負う

ものとします。 

４．会員及びビジターはロッカーキーを紛失した場合、その旨を直ちに従

業員に告げ、ロッカーキー及びシリンダーの実費として、５５００円（税

込）を当店に支払うものとします。 

 

 

第２２条 （紛失物、忘れ物等） 

１．会員が当店の利用に際して生じた紛失物、忘れ物及び放置物等につい

ては、当店は一切の損害賠償、補償等の責を負わないものとします。 

２．当店内での忘れ物、放置物については、原則として 1 ヶ月保管した

後に処分します。 

 

第２３条 （営業日、利用制限等） 

１．当店の営業日、営業時間については、別に定めます。 

２．当店は、運営管理上、営業日及び営業時間を変更する場合があります。 

３．当店は、次の各号の場合、施設の全部又は一部を臨時に閉鎖もしくは

利用制限する場合があります。 

（１）天災、天候、災害、事故、緊急事態の発生等施設利用が適切でない

場合 
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（２）施設の点検、修理又は改装工事等が必要な場合 

（３）法令、行政指導による場合 

（４）会員の安全確保において、当店が必要と判断した場合 

（５）その他、当店が運営管理上必要と認めた場合 

 

第２４条 （休業日） 

年末年始、夏季休業、設備等の点検、メンテナンスや改装、並びに当店の

定める日を休業日とします。 

 

第２５条 （自己の責任） 

会員は、本施設内の活動に際して、本施設の諸規定、及び施設管理責任者、

並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。こ

れに違反して盗難、傷害等の事故が起こっても、本施設及び指導者等に対

して一切の損害賠償を請求しないものとする。 

 

第２６条 （個人情報の取り扱い） 

当店は会員からの個人情報を当店運営に関する事項にのみ利用させて頂

きます。なお、個人情報は別に定める「個人情報保護方針」に従い、適正

かつ慎重に管理します。 

 

第２７条 （本規約の改正） 

本規約についての改正は当店が行うものとします。これらの改正につい

ては、当店内並びにホームページ等に掲示することで通知されたものと

し、また、その効力は全ての会員に及ぶものとします。 

 

（附則） 

本会則は、２０２１年１１月１日より制定施行いたします。 

（附則）変更手数料追記 

本会則の追加・変更は、２０２２年６月１日より適用いたします。 

１． 追加 第１３条２項（変更手数料） 

２． 変更 本スタジオ→当店への表記 


