
 
【名称・所在】第１条 
当クラブを総称して「A-1EXPRESS」（以下当クラブという）という。また、当
クラブの所在地は東京都杉並区浜田山 4-10-5 INABA ビル地下 1階と
する。 
 

【目的】第２条 
当クラブは会則により、当クラブ会員が当クラブの施設を利用し、心身の健
康維持・健康増進・会員相互の親睦並びにフィットネスライフの振興を図
ることを目的とする。 
 

【管理運営】第３条 
当クラブの施設管理運営は、東京都中央区日本橋小網町 14 番 1 号 
住生日本橋小網町ビル「株式会社日新ウエルネス」（以下本部という）が
行う。 
 

【会員制度】第４条 
１ 当クラブは会員制とする。 
２ 当クラブに入会しようとする者は、本会則を承認し本会則に基づく諸契

約を会社と相互に締結しなければならない。 
３ 会員の当クラブ諸施設の利用範囲、条件並びに特典については別に

定める。 
４ 会員は、当クラブ諸施設を利用する時は、常に会員証を提示しなけれ

ばならない。 

【入会資格】第５条 
次の各号のいずれかに該当する者は当クラブの会員になることはできませ
ん。 
（１）本規約および当クラブ諸規則を遵守できない者 
（２）本申込をおこなう者が記載した会員と相違ないことを確認できない者 
（３）刺青のある者および刺青との判別が困難なペインティング等の擬似 

刺青を施している者 
（４）暴力団または反社会的勢力関係者と本部および当クラブが判断し 

た者 
（５）医師等により運動を禁じられている者 
（６）伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有し

ている者 
（７）その他本部および当クラブが会員としてふさわしくないと判断した者 
（８）18 歳未満の者 
（９）在留カード・特別永住者証明書を発行されていない者 
(１０)妊娠中の者 

 

【会員証】第６条 
１ 会員は、当クラブと入会契約を締結することにより、入会が認められ、

当クラブの諸施設を利用する権利が与えられます。 
２ 当クラブは会員に対し会員証を交付します。 
３ 会員がクラブ諸施設に入る際には、会員証を提示するものとし、会員

証を携帯していない場合は、施設内に立ち入ることはできません。 
４ 会員証は、本人もしくは利用権限を有する者のみが使用し、他の者が
使用することはできません。（会員は会員証を第三者に貸与することは
できません。万一、会員証を貸与した場合は除名の対象となりますので
ご注意ください） 

５ 会員は、会員証を紛失、あるいは盗まれた際には、速やかにクラブにそ
の旨を届けてください。その際は、会員は、再発行手数料を支払った上、
会員証の再発行の手続きをとることができます。 

 

【諸規定の遵守】第７条 
１ 会員は本規約（第 24 条により改正されたものを含む）および施設内諸
規則、その他本部および当クラブが定める規則をすべて遵守しなければ
なりません。 

２ 施設及び機器の使用にあたっては、記載されたルール、慣習上のルー
ルに従うものとします。施設の具体的利用にあたっては当クラブの説明お
よび指示に従わなければなりません。 

３ 会員は、施設を使用している際、いかなる営利活動、ビジネス活動もお
こなってはいけません。会員は他のメンバーもしくはその同伴者に対し、パ
ーソナルトレーニング等の営業行為をおこなうことは固く禁じます。 

４ 会員は、施設の利用時は常に当クラブが定めるドレスコードを遵守しま
す。当クラブは施設利用時以下の各号に該当する方については注意ま
たは退場を命じることができます。 
（１） ジーンズ、あるいはジーンズタイプのパンツ 
（２） ジーンズタイプのステッチやリベット（びょう）がついているパンツ・ショー

トパンツ 
（３） ゴム草履、ゴム長靴 
（４） 著しく汚れのひどい履物 
（５） 裸足 
（６） かかとがない・ヒールが高い・滑りやすい履物 
（７） スパイクシューズ等施設利用にあたり器具を傷つける可能性のある

履物 
（８） その他、当クラブがふさわしくないと判断した服装、履物 

５ 会員は、クラブ施設内での大声や奇声を発したり、誹謗中傷すること、
あるいは他の会員、ゲスト、施設スタッフに対する暴力、嫌がらせ等の迷
惑行為をすることを禁止します。 

６ 当クラブは、会員が施設敷地内で、飲酒又は喫煙、法律で禁止され
た薬物等を使用することを禁止します。 

 

【入場の禁止および退場】第８条 
当クラブは、以下の各号に該当する方の入場の禁止または退場を命じるこ
とができます。 
（１）本規約および当クラブの諸規則を遵守しない者 
（２）刺青のある者および刺青との判断が困難なペインティング等の擬似刺

青を施している者 
（３）暴力団関係者または反社会的勢力関係者と本部および当クラブが

判断した者 
（４）医師等により運動を禁じられている者 
（５）伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有し

ている者 
（６）大声・奇声を発したり、不適切な言動で他の人間に迷惑をかける者 
（７）飲酒等により正常の施設利用ができないと認められた者 
（８）著しく不潔な身体または服装により他の人間に迷惑を及ぼす者 
（９）その他本部および当クラブが会員としてふさわしくないと判断した者 
（１０）妊娠中の者 

 

【退会】第９条 
１ 会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、事前に以下の定め
る期日までに、当クラブ所定の退会届により手続をおこなった上で、月
末を持って退会することができます。（電話・FAX・郵送等による申し出
は受け付けられません）退会手続締切日：退会希望月の前月末日ま
で 

２ 退会手続は、当クラブ所定の手続きをおこなうものとします。 
 
３ 第１項の退会届が提出されない場合は在籍となりますので、施設の利
用がなくても会費が発生します。 

４ 会費その他利用料等（以下「会費等」という）が未納の場合は、第１項
の退会届の提出までに完納しなければなりません。 

５ 会費等は、退会が月の途中であっても、これを全額支払わなければな
りません。 

６ 会員が自己都合により会費等を４か月間滞納した場合は、強制退会
とします。また滞納分については全額現金または当クラブが指定した方
法で支払わなくてはなりません。 

７ 退会の場合は、当クラブは、長期契約（１年一括前納制等）に基づき
既納された会費等を正規料金で換算した上、月単位で経過月分を差
し引いて返還するものとします。 

８ 会員が会費等その他の債務の支払い期日を過ぎてもなお履行しない
場合、当クラブは、会員に対し、当クラブが指定する方法で支払を求め
ることができるものとします。その際の必要な振込手数料等その他の費
用は、当該会員の負担とします。 

９ 会員資格喪失時には会員証を返却しなければなりません。もしくは会
員証に準ずる携帯端末における会員情報データを消去します。 

 

【諸手続き】第１０条 
１ 会員が入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変
更手続をしなければなりません。 

２ 当クラブより会員に通知する場合は、会員からの届け出のあった最新の
住所あてにおこなうものとし、会員から届け出のあった最新の住所あてに
通知が発信されたときは、通知未達等発信後の責を負いません。 

 

【会員資格の停止および除名】第１１条 
１ 本部・当クラブは、会員が次の各号に該当するときは、当クラブへの入
館を一時停止し、または当該会員を当クラブから除名することができま
す。 

(１) 第７条第１項に違反したとき 
(２) 会員・当クラブ従業員に対する迷惑行為および当クラブ内における宗

教活動、営業行為、その他当クラブの目的に反する行為により、当ク
ラブの秩序を乱し、または当クラブの名誉・品位を著しく傷つけたとき 

(３) 規約その他、本部・当クラブの定めた諸規則に違反したとき 
(４) 会費その他の債務を滞納し、本部・当クラブからの催告に応じないと

き 
(５) 入会に際して当クラブに虚偽の申告をした、または第５条に違反して

いることを故意に申告しなかったと判明したとき 
(６) 当クラブの施設・什器を故意または過失により破損したとき 
(７) その他、会員としてふさわしくない言動があったと本部・当クラブが認め

たとき 
２ 前項による当クラブへの入館停止中の会員または当クラブから除名され
た会員は、当クラブの施設を使用することができません。なお、当クラブへ
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の入館停止中の会員は、停止中も会費を支払わなければならないもの
とします。 

３ 第１項による当クラブへの入館停止中の会員または当クラブから除名さ
れた会員に対しては、本部・当クラブは、停止期間中または除名後の
会費について、前納分あるいは会費その他諸費用等の既払分を返還
することはいたしません。 

 

【資格喪失】第１２条 
会員は次の場合にその資格を喪失します。 
(１) 退会 
(２) 死亡または法人の解散 
(３) 除名 
(４) 失踪宣言を受けたとき 
(５) 当クラブの運営上重大な理由により当クラブを閉鎖したとき 

 

【会員資格の譲渡禁止等】第１３条 
当クラブの会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、貸与、名
義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為もしくは相続その他
の包括継承はできません。ただし、法人の合併を除くものとします。 

 

【会費、手数料および利用料】第１４条 
１ 会員証発行手数料は、当クラブが別に定める金額とし、入会時にこれ
を支払わなければなりません。 
会員証発行手数料は、理由の如何を問わずこれを返還しません。 

２ 会費は、当クラブが別に定める金額を、当クラブ所定の方法で支払うも
のとし、既納の会費は、原則として理由の如何を問わずこれを返還しま
せん。 

３ 会員には、実際の施設利用の有無にかかわらず、本会員契約が定め
る諸費用をすべて支払う義務があり、退会月までは会費または利用料
等を支払わなければなりません。 

４ 当クラブは、会員が当クラブを利用するにあたり、利用の都度別に定め
る金額の支払いを求めることができます。 

 

【会費、手数料および利用料等の改定】第１５条 
１ 当クラブは、別に定める会費・手数料または利用料等の改定をおこなう
ことができます。 

２ 前項の改定をおこなう場合、当クラブは１か月前までに会員に告知する
ものとします。 

 

【営業日および営業時間】第１６条 
当クラブの営業日および営業時間については、別に定めます。 

 

【施設の利用制限】第１７条 
当クラブは、当クラブの管理もしくは本部が必要と認めた場合に、施設の全
部または一部の利用を制限することがあります。その場合、１週間前までに
その旨を告示します。ただし、気象災害等によって緊急を要する場合はこ
の限りではありません。またこれにより会員の会費等の支払い義務が縮減、
停止されることはありません。 

 

【会員以外の施設利用】第１８条 
当クラブは原則として会員が同伴した会員以外の者（以下「ビジター」とい
う）に次の条件で当クラブの施設を利用させることができます。 
ただし、当クラブが特に必要と認めた場合、同伴ビジター以外のビジターの
利用を認めることがあります。 
(１) 会員がビジターの同伴を希望する場合、事前に必ず施設スタッフから

書面による承諾を得る必要があります。 
(２) ビジターの施設利用の範囲は、同伴した会員に準ずるものとします。 

        ただし、当クラブが必要と認めた場合には、利用を制限することがあり
ます。 

(３) 当クラブは、ビジターが当クラブを利用するに際し、当クラブが別に定め
る利用料の支払いを求めることができます。 

 

【休業】第１９条 
当クラブは次の理由により当クラブの施設の全部または一部を休業すること
があります。 
(１) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと当クラブが判断し、営業

を困難と認めたとき 
(２) 施設の点検、補修または改修するとき 
(３) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その

他止むを得ざる事由が発生したとき 
(４) その他当クラブが休業を必要と認めるとき 

 

【施設の閉鎖・変更】第２０条 
本部・当クラブは次の理由により当クラブの施設の全部または一部を閉鎖
または変更することがあります。 
(１) 気象・災害等により会員にその災害が及ぶと本部・当クラブが判断し、

営業を不可能と認めたとき 
(２) 法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その

当クラブの経営上止むを得ず事由が発生したとき 
 

【賠償責任】第２１条 
１ 当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他事故について当クラブお
よび本部は一切の責を負いません。会員またはビジターは、自己の責に
帰すべき原因により、当クラブの施設または第三者に損害を与えた場合
は、速やかにその賠償責任を果たさなければなりません。 

２ 会員は、紹介または同伴したビジターの責に帰すべき原因により発生し
た前項の損害についても、その同伴したビジターと連帯して損害賠償責
任を負わなければなりません。 

３ 会員が未成年者の場合、保護者は自らを本規約に基づく責任を本人
と連携して負担しなければなりません。 

 

【解散】第２２条 
１ 本部および当クラブは止むを得ざる事由が発生した場合には、３カ月前
の予告をすることにより、当クラブを解散することができます。 

２ 解散の事由が天災、地変、公権力の命令、強制その他の不可抗力
である場合には、前項の予告期間を短縮することができます。 

３ 当クラブの解散の場合、本部および当クラブは会員に対し、特別の補
償はおこないません。 

 

【通知予告】第２３条 
本規約および当クラブの諸事情に関する通知または予告は、当クラブ所定
の場所に提示する方法によりおこないます。 

 

【本規約その他の諸規則の改定】第２４条 
本部および当クラブは、本規約、細則、利用規定、その他当クラブの運営、
管理に関する事項を改定することができます。また、その効力はすべての会
員に適用されます。 

 

【適用法および専属的合意管轄裁判所】第２５条 
会員と当クラブの間で訴訟の必要が生じた場合、本クラブの運営する本社
所在地を管轄する地方裁判所を該当訴訟の第一審専属的管轄裁判
所とします。 

 
附則.本規約は 2022年 4月 1日改正 

 
「個人情報保護法」に関しての当クラブの方針 
当クラブではご入会にあたり、特に下記事項についてご確認頂いております。 
内容をよく読んで頂き、ご承諾いただける場合は所定欄にご署名、ご捺印くだ
さい。 
私共は、個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底を図るため、各種手
続きや支払いといった日頃の営業の過程で得たお客様の個人情報を、会員
様であるなしに関わらず下記に基づいて、管理・運用を行います。 
【１】 当クラブでは下記利用目的のためにお客様の個人情報、入金等

のお取引情報を活用させて頂いております。 
① 施設利用時の本人識別及び利用可否確認の為。 
② 正しい会費請求業務を行なう為。 
③ フロントにおける各種手続き時の本人確認および手続を円滑に行

う為。 
④ 会員様との連絡が必要な場合の情報として（緊急時を含む）。 
⑤ 市場調査・会員様の購買動向や把握、店舗改善の為の資料作

成の為。また新たなサービス改良・開発やそのご案内の為。 
※また、在籍頂いている会員様で長い期間来館されていない方に対しては、
ご入会時に記載頂いた電話番号を元に当クラブよりご案内させて頂く場合が
ございます。これは、当クラブは日々新しいプログラムを取り入れる等様々な施
策を行っており、それを皆様にもれなくお伝えするために行うものです。 
【２】 利用目的を変更する場合には、事前にご本人にその目的を連絡

するか、公表致します。新たな目的に同意頂けない場合は拒否す
ることができます。 

【３】 監督官庁からの要請、法令により開示がもとめられた場合及び当
クラブの定める業務委託業者に業務の一部を委託する場合など、
正当な理由がある場合の他は、個人識別が可能な状態で当クラ
ブ外の第三者に情報を提供致しません。 

【４】 申込書など個人情報を記入頂いた範囲によって、ご提供できるサ
ービス内容が異なる場合がございます。 

【５】 お客様ご自身から、ご本人の個人情報についての訂正、削除の要
請を受けた時は会員の意思を尊重し個人情報の訂正削除を行い
ます。但し、削除の要請を受けた場合は、ご案内やDMをお届け出
来ないことになりますので、ご留意ください。 

【６】 当クラブは一般に公開された個人情報を除き、ご本人の同意なく
第三者からお客様の個人情報を収集し、利用することはございま
せん。また、お預かりした個人情報のお取り扱いに対し、管理体制
整備や社員教育など、必要な手段・努力を講じ、これを徹底致し



ます。 

 
利用に関しての重要事項 
カーディオ機器使用の注意事項 
スタッフ不在時も、安全で快適な有酸素運動をお楽しみいただくために、下記
の注意事項をご参照ください。 
１． ご使用にあたって、特に以下の項目に該当される方は事前に必ず医師

にご相談ください。 
（１） 高脂血症 
（２） 心臓病（狭心症・心筋梗塞など） 
（３） 年齢 45 歳以上 
（４） 喫煙習慣 
（５） コレステロールレベルが高い 
（６） 肥満 
（７） 過去 1 年間に規則的な運動をしてはいない、また、運動中に気分

が悪くなったり、めまい、はきけ、痛み、息切れなど身体に異常を感
じたりした場合は、直ちに運動を中止してください。 

２． 共通注意事項 
（１） 必ずトレーニングシューズをご利用ください。 
（２） アクセサリートレーやホルダー以外の場所に、飲み物などの液体状

のものを置かないでください。 
アクセサリートレーやホルダーに置く場所は、蓋付きの容器をお勧め
します。 

（３） 靴はゴム底のもの、または滑りにくい底のものを使用してください。か
かとの高い靴や革底の靴、またはスパイクシューズは使用しないでく
ださい。使用前に靴底に石などが詰まっていないか確認してください。
（ベルトやペダルの表面を損傷する原因になることがあります）。 

（４） 服装はゆとりがあり、動きやすいものを着用し、靴ひもやタオルなど
が可動部品に触れないよう十分に注意してください。回転部分に
引き込まれ、思わぬ大ケガの原因となる場合があります。 

（５） 裸足で製品をご使用になるのは危険ですのでおやめください。 
（６） 操作中に製品の内部や下に手を入れたり、横向きに倒したりしな

いでください。 
（７） マシン使用後はペーパータオルにて必ずマシンをお拭きください。 

３． トレッドミル 
（１） 安定性を得るため、ハンドレールをもってもかまいませんが、常用は

しないでください。 
（２） ランニングベルトの作動中は、危険ですのでトレッドミルへの乗り降

りは絶対にしないでください。 
安定性を望まれる方は、ハンドレールやグリップをご使用ください。 

（３） 後ろ向きでの歩行や走行は危険ですので、絶対にしないでくださ
い。 

４． エアロバイク 
（１） エアロバイクから乗り降りする際は、十分注意してください。必要な

場合は、据え付けのハンドルバーを使用してください。 
（２） 危険ですので、後ろ向きでバイクをこぐようなことは避けてください。 

 
 
誓約 
(１) 私は、貴クラブのカーディオ機器に関する説明を理解・承諾致しました。 
(２) 私は、貴クラブにおける機器の使用に付随する危険性についての説明を

理解致しました。 
(３) 私は、貴クラブ施設内において発生した紛失、盗難、障害その他事故

について本部および当クラブは一切の責任を負わない事を承諾しまし
た。 

(４) 私は過去の病歴と現在の健康状態に鑑み、貴クラブを利用することに
問題がないことを誓約いたします。 

(５) 私は、貴クラブが監督者が不在となる場合もあることを認識しています。 
(６) 私は近くにスタッフがいない場合もあることを了承し、自己の責任において

健康管理をした上で貴クラブを利用すること、および、身体に不調がある
ときは、貴クラブを利用しないことを誓約いたします。 

(７) 私は、貴クラブスタッフの補佐がない、あるいは貴クラブスタッフが施設敷
地内にいない環境下での運動機器の使用、または、単独で運動をする
ことに付随するリスクがあることを十分に理解しています。 

(８) 私は、貴クラブを利用した結果として、私自身に生ずる可能性のある傷
害やその他の損害全てについて私自身が責任を負うことを誓約します。 

(９) 私は、貴クラブの利用に関連して、傷害、死亡、その他の結果が私に生
じた場合であっても、貴クラブ、貴クラブのスタッフおよび、その他の貴クラ
ブの関係者がいかなる結果に関しても責任を負わないことを同意し、また、
私の本契約に基づいて貴クラブの利用が許可されたことを考慮して、私
に生ずる可能性のあるいかなる傷害その他の損傷についても、予測可
能な損害であるか否かに関わらず、その責任の全てを私が個人的に負う
ことを誓約します。また、貴クラブ、貴クラブのスタッフおよびその他貴クラブ
の関係者が、私、あるいは私の家族、相続人、受遺者その他の利害関
係人から、私が貴クラブを利用したことを原因とするいかなる請求も受け
ないようにすることを誓約します。 

(１０) 私は上記について、単に注意書きにとどまるものではないことを理解して

自由意志で誓約します。 


