
（定義） 
第1条  本規約によって定める条項は株式会社ルネサン

ス（以下「会社」という）と業務受託先が運営す
るすべての施設（以下総称して「本クラブ」という）
に適用されるものとします。 

（目的） 
第2条  本クラブは、会員が本クラブの施設を利用し、会

員の健康の維持・増進を図り、会員相互の交流お
よび親睦を深めることを目的とします。 

（会員制度） 
第3条  本クラブは会員制とします。 

2．本クラブに入会される方（法人含む）は、各種手
続きにあたり、正確な情報を記載（入力）しなけ
ればなりません。 

3．本クラブは、会員の種類を設定または廃止すること
があります。 

（入会資格） 
第4条  本クラブの入会資格は、以下のとおりとします。 

①本規約および本クラブの諸規則を遵守する方（な
お未成年の場合は、親権者の同意を必要とします） 
②刺青（タトゥー含む）などをしていない方 
③暴力団関係者でない方 
④医師等により運動を禁じられておらず、本クラブの
利用に支障が無いと自己責任において申告された方 
⑤妊娠中でない方 
⑥伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れ
のある疾病を有しない方 
⑦公的・私的を問わずスポーツクラブ等、会員制の
団体より会員資格の停止または除名等の処分を受
けたことのない方 
⑧会社が適当と認めた方 

（会員証） 
第5条  本クラブは、会員に対し会員証を交付します。 

2．会員証には、必ず氏名を記載していただくこととし
ます。（法人会員を除く） 

3．会員は本クラブの利用に際し、会員証を提示しなけ
ればなりません。 

4．会員証は、本人のみが使用することができ、本人
以外の者は使用できません。 

5．法人会員は、本クラブ利用に際し、当該法人に属
することを証する証明書を提示しなければなりません。 

6．会員は、会員証を紛失した場合は速やかに本クラ
ブで再発行の手続きをとらなければなりません。 

（諸規則の遵守） 
第6条  会員は、本規約、確認書および本クラブが定め

る諸規則を遵守しなければなりません。 
2．施設の利用にあたっては、本クラブの指示に従わな
ければなりません。 

（入場の禁止および退場） 
第7条  本クラブは、以下の各項に該当する方の入場を

禁止または退場を命じることができます。 
①刺青（タトゥー含む）などのある方 
②暴力団関係者 
③本規約および本クラブの諸規則を遵守しない方 
④医師等により運動を禁じられている方 
⑤妊娠中の方 
⑥伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れ
のある疾病を有する方 
⑦酒気を帯びている方 
⑧会社が不適当と認めた方 
⑨その他本クラブの施設を利用することが困難である
と会社が認めた方 

（退会） 
第8条  会員が自己都合により本クラブを退会する場合は、

利用終了月の10日までに、会社所定の書面により
本クラブのフロントにて手続きを完了しなければなり
ません。（電話では退会手続きは完了いたしません。）
なお、会員が死亡した場合でも親族またはこれに準
ずる者からの退会届が必要です。ただし、会員は、
転勤・転居・怪我・病気等の場合に限り、利用終
了月の11日から末日までの期間であっても1,000円
+消費税の手数料を支払うことで、退会手続きをす
ることができます。 

2．前項の手続き後、退会届に記載の退会日をもって
退会とします。 

3．会費、利用料等が未納の場合は、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。 

4．退会月の会費は、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。 

5．会員が自己都合により会費を3ヶ月間以上滞納した
場合は、退会扱いとします。ただし、滞納分につ
いては全額支払わなくてはなりません。 

6．会社は、会員がルネサンスカード（会社と株式会
社イオン銀行または株式会社ジャックスとが提携して
発行するクレジット機能付カード）で会費を支払う場
合で、クレジット会社よりルネサンスカードが無効とさ
れたとき（会社がクレジット会社より無効の通知を受
理したとき）は、退会扱いすることができるものとし
ます。 

（諸手続き） 
第9条  会員が入会手続き時に申請した内容に変更があっ

た場合は、速やかに変更手続きをしなければなりません。 
2．会社より会員の住所あてに通知する場合は、会員
から届け出のあった最新の住所宛に行ない、会社
は通知の未達等以後の責を負いません。 

（会員資格の停止および除名） 
第10条  会社は、会員が以下の各号の一に該当すると

きは、当該会員の会員資格を一定期間停止または
除名し、本クラブ利用契約を解除することができます。 
①会社、グループ会社または本クラブの名誉、信用を
傷つけたとき 
②本規約その他会社の定めた諸規則に違反したとき 
③会費その他の債務を滞納し、会社からの催告に応
じないとき 
④会社に対し虚偽の申告をし、または重大な事実を
隠匿したことが判明したとき 

⑤本クラブの運営秩序を乱し、または乱すおそれがあ
ると会社が認めたとき 
⑥他の会員に迷惑となる行為をしたと会社が認めたとき 
⑦その他、会員としてふさわしくない言動があったと、
会社が認めたとき 

⑧本クラブ入会後、暴力団等の反社会的勢力に関与
したと会社が認めたとき 

2．前項による会員資格の停止または除名を受けた会
員は、その後会社の運営するすべての施設に入
会および立ち入ることができないものとします。 

（資格喪失） 
第11条  会員は、以下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運営上重大な理由により本クラブを閉鎖したとき 

（会員資格の譲渡） 
第12条  本クラブの会員資格は、本人限りとし、譲渡ま

たは相続その他の包括的な承継をすることができま
せん。 

（入会金、会員証発行等事務手数料、会費および利用料） 
第13条  入会金および会員証発行等事務手数料は、会

社が別に定める金額とし、会員は入会時にこれを
支払わなければなりません。入会金の有効期間は
退会時までとし、入会金および会員証発行等事務
手数料は、理由の如何を問わずこれを返還しません。 

2．会員は、会社が別に定める金額の月会費を、会社
所定の方法で支払うものとし、会員が申告した利用
開始日後、既納の会費は利用の有無を問わずこれ
を返還しません。 

3．会員は、利用の有無にかかわらず、退会月までの
会費を支払わなければなりません。 

4．会社は、会員が本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。 

（入会金、会員証発行等事務手数料、会費および利用料等の改定） 
第14条  会社は、別に定める入会金、会員証発行等事

務手数料、会費および利用料等を改定することが
できます。この場合、入会金については、新たに
入会する会員から適用します。 

2．前項の改定を行なう場合、会社は1ヶ月前までに本
クラブの館内掲示などによって会員に告知するもの
とします。 

3．会社は、キャンペーンまたはセール等の日程、期間
および内容につき事前に会員に告知する義務を負
わないものとします。 

（営業日および営業時間） 
第15条  本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16条  会社は、競技会、スクール等の諸行事または

本クラブの管理もしくはその他会社が必要と認めた
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。 

2．会社が定めた場合には、会員の施設利用について
予約制とすることができます。 

（ビジター） 
第17条  会員は、所定の人数に限り、ビジターを同伴す

ることができます。ただし、ビジターが本規約第 7
条の各項に該当する場合、ビジターの入場を禁止
することができます。 

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、会社が必要と認めた場
合には、利用を制限することがあります。 

3．ビジターは、本クラブ利用に際し、会社が別に定め
る利用料を支払わなければなりません。 

4．会員は同伴したビジターに関する一切の責任を負う
ものとします。 

（会員以外の施設の利用） 
第18条  会社は、特に必要と認めた場合、会員以外の

方に本クラブの施設を利用させることができます。 
（休業） 
第19条  会社は、以下の理由により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、その他やむをえない理由等により会
社が営業を行うことが妥当でないと認めたとき 

②警報・注意報などにより会社が営業を行うことが妥
当でないと認めたとき 
③施設の点検、補修または改修をするとき 
④法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の
著しい変化、その他やむをえない理由が発生したとき 
⑤年末年始、春季、夏季の一定期間の休業、その
他会社の都合により会社が休業を必要と認めるとき 

2．本条第 1項第 3号から第 5号に定める事由による
休業を行う場合、会社は1ヶ月前までに会員に告知
するものとします。 

3．本条第 1項第 1号および第 2号の事由による休業
を行う場合、会社は会員に事前告知することを要し
ないものとします。 

（事故発生） 
第20条  本クラブで会員本人または第三者に生じた人的

物的事故については、会社に故意または過失があ
る場合を除き、会社は一切の損害賠償の責を負い
ません。会員が同伴したビジターについても同様と
します。 

（盗難および紛失） 
第21条  会員およびビジターが本クラブの利用に際して

生じた盗難および紛失については、会社に故意ま
たは過失がある場合を除き、会社は一切の損害賠
償の責を負いません。 

（忘れ物、拾得物の取り扱いおよび拾得物の拾得者の権利放棄） 
第22条  本クラブにおける忘れ物について、会員は、会

社で定める一定期間経過後に一切の権利を放棄し
たものとし、本クラブにて処分することに異議を述べ
ないものとします。ただし、腐敗等安全衛生上の問
題を生じるおそれがある場合、本クラブは、期間の
経過前であっても処分を行うことができるものとします。 

（会員の損害賠償責任） 
第23条  会員が本クラブ内において自己の責に帰すべき

事由により、会社または第三者に損害を与えた場合
は、会員はその賠償の責に任ずるものとします。
会員が同伴したビジターについては、同伴した会員
が該当ビジターと連帯して損害賠償の責に任ずるも
のとします。 

（入会申込書等の処分） 
第24条  会員の入会申込書等は、本クラブでのシステム

入力後、所定の方法により処分します。 
（解散） 
第25条  会社は、やむをえない理由による場合には、3ヶ

月前の予告をすることにより本クラブを解散すること
ができます。 

2．解散の理由が天災地変、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．本クラブ解散の場合、会社は会員に対し、特別の
補償は行いません。 

（通知方法） 
第26条  本規約および会社の諸規則に関する通知また

は予告は、1ヶ月前までに、本クラブ所定の場所に
掲示またはホームページに掲載する方法により行い、
これにより、すべての会員はその予告を受けたもの
とみなします。ただし、重要事項に関する通知また

は予告は個別通知を行います。 
（本規約その他の諸規則の改正） 
第27条  会社は、本規約、細則、利用規定、その他

本クラブの運営・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。 

（発効） 
第28条  本規約は、2016年 4月1日より発効します。 
 
 
 
 
1. 個人情報の収集・利用目的 
 個人情報は適切な方法で収集するものとし、情報主体（以
下、本人という）への通知または公表した目的および範囲に限
定して利用することとします。 
当社が個人情報を本人から直接収集し、利用する目的は次の
とおりです。 
（１）個人情報（特定個人情報を除く） 

①入会の手続きのため 
②クラブ、スクール、プログラム、その他当社サービスに関
するお問い合わせや、資料のご請求にお応えするため  

③運営に関するご案内、各種キャンペーン・イベント等の
ダイレクトメールをお送りするため  
④法人会員の利用報告やお問い合わせにお応えするため  
⑤お取引等に関するご連絡のため  
⑥お問合せ時のご本人確認ならびに内容確認のため  
⑦お客様の施設利用時の安全管理のため  
⑧当社が取り扱う保険、およびこれらに付帯・関連するサー
ビスの提供のため （注1）  
⑨採用選考のため  
⑩他社クラブとの業務提携のため  
⑪アンケート依頼などを含めたマーケティング活動全般のため 
⑫顧客動向分析または商品開発等の調査分析のため 
⑬個人を特定できない形での統計データの作成、活用、
公表のため 

⑭その他お客様に通知した目的のため  
（２）特定個人情報  

①源泉徴収票作成事務のため 
②扶養控除等（異動）申告書、保険料控除申告書兼給
与所得者の配偶者特別控除申告書作成事務のため 

③退職所得に関する申告書作成事務のため 
④財産形成住宅貯蓄・財産形成年金貯蓄に関する申告書、
届出書及び申込書提出事務のため 

⑤従業員持株会による支払調書作成事務のため 
⑥給与支払報告書作成事務のため 
⑦特別徴収関連事務のため 
⑧健康保険・厚生年金保険届出、申請・請求事務のため 
⑨雇用保険・労災保険届出、申請・請求、証明書作成事
務のため 

⑩国民年金第３号被保険者の届出等に関する事務のため 
⑪不動産取引に関する支払調書作成事務のため 
⑫報酬、料金、契約金及び賞金に関する支払調書作成
事務のため 

⑬株式に係る配当及び剰余金の分配に関する支払調書
作成事務のため 

⑭その他行政手続きにおける特定の個人情報を識別するた
めの番号の利用等に関する法律に定められた事務のため 

上記以外の目的で個人情報を収集して利用する際には、その
利用目的とお問合せ先を明示します。 
 
（注１）当社に対し保険業務の委託を行う保険会社の利用目
的は、それぞれの会社のホームページ（以下）に記載してあ
ります。  
<<当社と取引がある損害保険会社>>         
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 
三井住友海上火災保険株式会社 
ＡＩＵ損害保険株式会社 
ジェイアイ傷害火災保険株式会社 
 
<<当社と取引がある生命保険会社>> 
メットライフ生命保険株式会社 
 
2. 第三者への情報提供 
 法令に定める場合を除いて、第三者に個人情報を提供する
ことはありません。 
 
3. 個人情報の正確性および安全性の確保への情報提供 
 個人情報の正確性および安全性を確保するため、個人情
報に対する安全対策を実施し、個人情報への不正アクセスま
たは個人情報の紛失、破壊、改ざん、および漏えい等の予防
ならびに是正に努めます。 
 
4. 業務委託の見直し・改善 
 業務委託について、個人情報の保護をより確実にするため、
見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、
委託先に個人情報保護方針の遵守を義務付け、委託先に対
する管理・監督を徹底いたします。 
 
5. 個人情報保護管理体制及び全従業者への周知・徹底 
 個人情報管理責任者を設置するとともに、その役割を明確
にし、適切に個人情報保護に関する活動を行える体制を整備
し、さらに継続的な改善を実施いたします。 
また、全従業者（役員、社員、関係スタッフ）に対して、個
人情報保護に関する取組みの周知・徹底を図ります。 
 
6. 個人情報の開示、訂正、利用停止、第三者提供の停止 
 ご本人に関する情報の開示、訂正、利用停止および第三
者提供の停止の求めがあった場合は、請求者がご本人である
ことを確認させていただいた上で、特別な理由がない限り、合
理的な範囲、期間で対応させていただきます。 
 
7. 法令等の遵守 
 個人情報の取扱いにおいて、当該個人情報の保護に適用さ
れる法令及び関連するガイドライン・その他の規範を遵守します。 
 
8. コンプライアンス・プログラムの継続的改善 
 個人情報を保護し、適切に利用させて頂くための個人情報
保護に関するコンプライアンス・プログラムを策定し、これを着
実に実施します。さらに、これを維持し、継続的改善を図ります。 
 
9. お問い合わせ窓口 
 『個人情報に関するお問い合わせ』は当社ホームページか
らお問い合わせください。 
 
10. 個人情報保護方針の改定 
 当社個人情報保護方針に重要な変更がある場合には、当
社ホームページに掲示することにより告知いたします。 

ルネサンス会員規約 

ルネサンス個人情報保護方針 



プライベートロッカーの利用についての確認事項（プライベートロッカーご契約の方のみ）

・施錠してご利用ください。（盗難等について、当クラブでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。）

・ロッカー内の荷物は契約期間内にお持ち帰りください。（契約期間を過ぎて残っている場合は、
    鍵

レンタル用品の利用についての確認事項（レンタルオプションご契約の方のみ）

ぐっピープラスWELBOXの個人情報の取り扱いについての確認事項（ぐっピープラスご契約の方のみ）

・ご利用は１日１回までとなります。（２回目からは有料で承ります。）
・ルネサンス全店でご利用いただけます。 （一部対象外のクラブもございます。）
・Ｔシャツ、ハーフパンツ、シューズについては用意しているサイズに限りがございますので、
　予めご確認ください。

ぐっピープラスWELBOXは、ルネサンスが株式会社イーウェルと提携してお客様にご提供するサービス
（以下「本サービス」と言います）です。本サービス提供にあたっては、お客様の個人情報（氏名・会員
番号・生年月日・住所・電話番号）を株式会社イーウェルに提供する事になりますが、本サービスを提

また、ルネサンスと株式会社イーウェルは「委託契約」および「機密保持契約」を締結した上で個人情

「いちねん割」契約についての確認事項（「いちねん割」契約にご契約の方のみ）

入会キャンペーン特典についての確認事項（入会キャンペーン特典適用の方のみ）
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