
Ballroom Dance はるかぜ 会員規約 

第 1 条（名称） 

本教室は、Ballroom Dance はるかぜ(以下「本教室」)と称

します。 

第 2 条（運営・管理） 

本教室の施設は、合同会社はるかぜ（以下「当社」）が運

営・管理を行います。 

第 3 条（会員） 

本教室は会員制とし、本規約に基づく入会契約を締結する

ものとします。 

第 4 条（入会資格） 

本教室に入会の資格を有する方は、本規約を承認し、入会

を希望する方とします。又、次の場合は入会することがで

きません。 

1. 感染症及び感染症のある皮膚病の方 

2. 暴力団関係者 

3. 医師等により運動を禁じられている方 

4. 他の会員に迷惑をかける恐れがある又は、その他好ま

しくないと本教室が判断した場合 

5. 18 歳未満で親権者の許可がない場合 

第 5 条（入会手続き） 

1. 本教室に入会を希望する方は、本教室の規約を承認の

上、所定の申込手続きを行い、本教室の会員とします。 

2. 18 歳未満で本教室に入会を希望する方は、本人とそ

の親権者が連署の上、所定の申込手続きを行い、本教

室の会員とします。この場合、親権者は本規約に基づ

く責任を本人と連帯して負うものとします。 

3. 22 歳以下でジュニア・学生コースの入会を希望する

方は年齢確認書（学生証、保険証など）でご本人確認

後、所定の申込手続きを行い、本教室の会員とします。 

第 6 条（入会金・諸料金の支払） 

1. 入会金は本教室が定める金額とし、一旦支払われた入

会金は如何なる場合も払戻は致しません。 

2. 一旦ご購入頂きましたチケット等の諸料金につきま

しては如何なる場合も払戻は致しません。 

3. ご購入いただきましたチケットは本人のみ有効とな

り、第三者へ譲渡することはできません。 

4. 有効期限の切れたチケットは使用できません。 

5. チケットを紛失された場合、再発行はできません。 

6. 本教室が運営上必要と判断した場合、または経済情勢

等の変動に応じて、会員種類の改廃もしくは諸料金等

を変更することができ、教室内において告示するもの

とします。 

第 7 条（ビジター） 

本教室会員以外のお客様（以下「ビジター」）も会員規約

は適用するものとします。尚、ビジターは別途定めた料金

お支払い後に受講できます。 

第 8 条（会員受講時） 

体調の悪いときは、レッスン受講を会員ご本人の責任で慎

重にご判断ください。尚、教室内での身体の事故が発生し

た場合、本教室は応急の措置のみ行い、その後の治療その

他の責任を負いません。 

第 9 条（レッスンのキャンセル料金） 

ご予約いただいたレッスンのキャンセル料金は以下に定

めるものとします。 

1. プライベートレッスン、ボディーメイクレッスン、ジ

ュニア・学生コース：ご連絡がない場合 100％いただ

きます。 

2. セミプライベートレッスン：ご連絡有無に関わらず

100％いただきます。 

3. グループレッスン、ペア限定受け放題コース：なし 

4. ビジターレッスン：ご連絡がない場合 100％いただき

ます。 

5. 映画のコース：ご連絡がない場合ビジターレッスン

50 分に相当する料金をいただきます。 

第 10 条（損害賠償） 

本教室の利用に際して、本人または第三者に損害を与えた

場合、その会員が全ての責を負うものとします。 

第 11 条（盗難） 

本教室の利用に際して生じた盗難については、本教室は一

切損害賠償を負いません。 

第 12 条（紛失物・忘れ物・放置物） 

1. 本教室の利用に際して生じた紛失物については、本教

室は一切損害賠償、補償等の責を負いません。 

2. 忘れ物・放置物については、原則として 1 ヶ月保管後、

処理させていただきます。 

第 13 条（禁止事項） 

教室利用者は、次の行為をしてはいけません。 

1. 教室内で撮影すること（動画・写真禁止） 



2. 会員同士でレッスンすること 

3. 他の会員のレッスンを見学し後追いレッスン（＊1）す

ること 

4. 第三者を入館させること 

5. 犬・猫等の動物持ち込み（ただし補助犬は除く） 

6. 酒気帯びでのレッスン受講 

7. 本教室内での飲食、飲酒、喫煙すること 

8. 教室内で大声、奇声を発する行為 

9. レッスンチケットの譲渡 

10. 痴漢、のぞき、露出等公序良俗に反する行為 

11. 他の会員を含む第三者や本教室関係者、本教室を誹謗

中傷すること 

12. 暴力行為や威嚇行為 

13. ストーカー行為 

14. 刃物など危険物の持ち込み 

15. 教室内の落書き・物損・損害 

16. 本教室の器具・備品の破壊や持ち出し 

17. 物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、署名活

動、政治活動 

18. その他本教室が会員としてふさわしくないと認める

行為 

19. 教室内での盗聴および録音行為 

第 14 条（会員の除名） 

会員が次の事項に該当すると本教室が認めた場合は、その

会員の資格を除名することができます。 

1. 本教室の規約及び諸規則に違反があった場合 

2. 本教室の運営を故意に妨害する行為があった場合 

3. 本教室の名誉・信用を傷つける行為があった場合 

4. 会員相互の和を乱し、不快感を与える行為等があった

場合 

5. 「第 4 条（入会資格）1.～5.」に入会後該当した場合 

6. その他、本教室が不適当と認めた場合 

第 15 条（会員資格の喪失） 

会員は次の場合に会員資格を喪失します。 

1. 退会したとき 

2. 除名されたとき 

3. 死亡したとき 

4. 本教室が閉業したとき 

第 16 条（休館） 

本教室は日曜日、祝日を定休日とします。またその他以下

の場合休館になります。 

1. 年末年始 

2. スタッフのイベント参加等により本教室が必要とす

る場合 

3. 天災地変、気象災害、地震等またはその他不可抗力等

があったときまたはその恐れがある場合 

4. 本教室の修繕、点検等を要する場合 

5. その他本教室が営業困難または営業すべきではない

事情が生じた場合 

第 17 条（教室の閉業） 

本教室は次の理由により、閉業することがあります。 

1. 気象、災害等により施設を閉鎖し、再開業が困難と判

断した場合 

2. 経営上、営業の継続が困難と判断した場合 

3. その他やむを得ない事由がある場合 

第 18 条（諸規則の厳守） 

会員は本教室利用に際して、別途定める規則、注意事項を

厳守し本教室内ではスタッフの指示に従っていただきま

す。 

第 19 条（個人情報について） 

当社は会員の個人情報等の取扱いについて下記の規定に

従い適正かつ厳重に管理し、適切に扱うように努めます。 

1. 個人情報とは 

氏名、住所、電話番号、メールアドレス、生年月日、

性別等個人に関わる情報です。当社においては会員、

スタッフなど当社が保有するすべての個人に関わる

情報を指します。 

2. 個人情報提供のお願い 

入会申込やレッスン予約、イベント参加の際には個人

情報の記入をお願い致します。特定の事項が未記入の

場合、急な休館連絡など当社より一部提供しかねるこ

とがございますので、ご了承ください。 

3. 個人情報の利用目的 

ご提供いただきました個人情報は当社の事業の円滑

運営のため、以下のような目的で使用します。下記以

外で個人情報を利用する場合は、あらかじめ対象とな

る会員の同意書を得ることとします。 

・ご予約いただいたレッスンに関する連絡 

・本教室のイベントや他社と連携したイベント等の

ご案内 



・会員の緊急時に入会申込記入いただきました緊急

連絡先への連絡 

4. 個人情報の第三者への提供 

会員の個人情報を保護するために、会員の個人情報

を適切に管理し、以下のいずれかに該当する場合を 

除き、第三者に開示は致しません。 

・会員本人の同意がある場合 

・法令の定めにより提供を求められた場合 

5. 個人情報の開示・訂正・利用の停止 

会員本人から個人情報の開示、訂正のお申し出があっ

た場合は、ご本人確認させていただいた上で、速やかに

対応します。また利用停止のお申し出があった場合は、

速やかに利用を停止し、当該個人情報を削除します。 

第 20 条（会員規約の改正） 

当社が必要と認めた場合、本規約の改正・変更を行うこと

ができます。尚、改正・変更の内容は全会員に適用される

ものとし、改正・変更後は教室内に掲示致します。 

第 21 条（附則） 

本規約は、2020 年 2 月 5 日より施行します。 

 

[改正・変更] 

 2021 年 12 月 1 日より一部改正 

 

＊1 後追いレッスンとは 

 他人のレッスン中にそのレッスン内容をマネして練習

すること 


