遊心ファンクラブ（遊ＦＣ）（会則）
平成 28 年 4 月 1 日付
第 1 条：（当ファンクラブの趣旨）
遊心ファンクラブ（以下当ファンクラブという）は、遊心の理念をより身近に感じていただくこと、家族と共に過ごす
日常を楽しむことを目的としてつくられました。この趣旨に賛同された方々が、本会則に定めるところにより会員
資格を得て、会員として第 3 条の定める会員特典を受けることができます（以下当ファンクラブの提供する会員
特典及びサービスを本サービスといいます）。
第 2 条：（運営主体）
当ファンクラブの運営は、一般社団法人遊心です。
第 3 条：（会員特典）
1.
会員証＆スタンプカード発行
2.
スタンプいっぱいグッズプレゼント
3.
遊キッズ参加費割引
4.
ファンクラブオプションプログラム（フェアリー・プレキッズ、ジュニア、ワンデイ南沢、干潟、八国山、古
民家等）の参加
5.
自然遊び・子育て情報メーリングリスト配信
6.
ワンダーシート、思い出シートの配布
第 4 条：（会則の範囲と変更）
1.
この会則は、当ファンクラブが入会を認めた会員に対する会則です。
2.
インターネットまたは郵送にて当ファンクラブへの入会申込をされた方は、申込時点からこの会則を守
らなければなりません。
3.
この会則は変更する場合があります。当該変更は、当ファンクラブが適当であると認める方法により通
知した時点より効力を生じるものとします。この会則の変更の効力が生じた後に会員が当ファンクラブ
への入会を継続する場合、変更後のこの会則のすべての内容に同意したものとみなされます。

第 5 条：（入会金、会費、会員期限、継続期間について）
1.
入会金は 500 円（税込）とし、新規に入会される場合のみお支払いいただきます。
2.
年会費は 2,400 円（税込）とし、一年分を前払いしていただきます。
3.
初年度については、月割り（200 円／月）となります。
4.
継続会員の会員有効期限は毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日です。
5.
毎月 25 日までにご入金いただいた場合翌月 1 日から、毎月 26 日以降ご入金いただいた場合は翌々
月 1 日から有効となります。
6.
3 月 10 日を過ぎてその月の月末迄を継続猶予期間とし、入会金を払わずに同じ会員番号で継続でき
ます。会員有効期間を過ぎた場合は入会金をお支払いいただき、新しい会員番号になります。

第 6 条：（会員情報の登録と変更）
1.
会員は新規入会・会員専用サイト利用登録・各種変更手続きの際に架空名義や重複・虚偽の登録をし
てはなりません。
2.
会員は会員登録・利用登録した内容に変更があった場合には、すぐに当ファンクラブに別途掲示する
所定の方法で変更の申請を行ってください。
申請が遅れた場合の郵便物等の不達、特典等のサービスが受けられない場合について、当ファンクラ
ブは一切の責を負いません。

第 7 条：（会員資格の停止ないし除名）
会員は、以下の場合には、当ファンクラブから退会又は当ファンクラブの選択に従い会員資格を停止もしくは除
名されるものとします。
1.
自ら退会を希望する場合
2.
会費の未納
3.
法令違反及び「遊心」や当ファンクラブを誹謗、中傷する行為があった場合
4.
他の会員や「遊心」や当ファンクラブ、その他第三者の著作権などの権利を侵した場合、侵すおそれの
ある場合
5.
他の会員や「遊心」や当ファンクラブ、その他第三者の財産やプライバシーを侵害したり損害を与えた
場合、侵害するおそれや損害を与えるおそれのある場合
6.
他の会員や「遊心」や当ファンクラブ、その他第三者の名誉を傷つけた場合
7.
犯罪と疑われることや犯罪に結びつくことに当ファンクラブ又は本サービスを使用した場合
8.
選挙運動、宗教や政治活動、性風俗活動などに当ファンクラブ又は本サービスを使用した場合
9.
本サービスを営利目的に使用した場合
10.
会員番号を不正に使用した場合
11.
架空名義や重複・虚偽の登録が判明した場合
12.
その他本会則における重要な義務に違反した場合又は前各号に準ずる行為を行い会員としての資質
を欠くと当ファンクラブが判断した場合
なお、上記 1～12 号の場合、既に納付された会費は、その理由のいかんを問わず、返金されません。

第 8 条：（会員番号等について）
1.
当ファンクラブは、入会手続きを完了した会員に会員番号等を貸与します。
会員は、会員番号等を責任をもって管理してください。
2.
会員は、会員番号等を他人に貸したり、売ったりすることはできません。
3.
会員は、会員番号等の管理が不十分であったために発生した損害を当ファンクラブに請求することは
できません。
4.
会員は、自分の会員番号等を盗まれたり、他人に使用されていることを発見したときは、すぐに当ファ
ンクラブに連絡し、当ファンクラブからの指示に従わなければなりません。
5.
会員は、会員証を紛失等により、当ファンクラブに再発行を依頼する場合には、当該費用として 300 円
を支払う事とします。

第 9 条：（会員の個人情報の取り扱いについて）
当ファンクラブの会員の個人情報の取り扱いは、別途定めるプライバシーポリシーならびに、各関係法令に従い
運営いたします。

第 10 条：（免責条項）
1.
当ファンクラブは、天災地変、法令・行政指導・監督官庁の指導、事故、「遊心スタッフ」の疾病、不可抗
力等によりサービス（会員特典を含みます。以下同様）を提供することができない場合には、サービス
提供に関する責任を負いません。
2.
当ファンクラブは会員に起因する事由によるサービス利用の障害について責任を負いません。
3...
当ファンクラブは会員がサービスを通じて得た情報、資料等の利用による損害に関しても責任を負いま
せん。

第 12 条：（準拠法及び管轄）
当ファンクラブのサービス及びこの会則の準拠法は日本法とし､当ファンクラブのサービス又はこの会則に関し
て生じる一切の紛争については､東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします｡

「遊心ファンクラブ」の個人情報の取り扱い（プライバシーポリシー）について
【運営主体】
当ファンクラブの管理・運営は、一般社団法人遊心です。以下の個人情報の取り扱い（プライバシーポリシー）に
基づいて行います。
【利用の目的】
当ファンクラブ会員の個人情報の利用目的は、会員証発送など、当ファンクラブ会員特典の実行、お客様が関
心を持つと思われる「遊心」に関する情報をダイレクトメール・メーリングリスト等で配信することを目的とします。
【利用の制限】
会員の同意を得ないで、前述の【利用の目的】の達成目的以外に個人情報を取り扱いません。但し、個人情報
保護法・第 16 条の規定による例外（法令に基づく場合や生命・財産の保護の場合等）の場合を除きます。
【正確性の確保】
当ファンクラブは、会員の個人情報の正確性の確保に最善を尽くします。
【安全管理措置】
当ファンクラブ会員の個人情報の漏洩、滅失又は毀損の防止、安全管理の為に、管理責任者を選定し、個人情
報保護法および JIS Q 15001 等の法令・規範に基づく管理をします。

【第三者提供の制限】
前述の各項目を遵守し、お客様からご登録いただいた個人情報を、以下のいずれかに該当する場合を除き、い
かなる第三者にも開示いたしません。
1． 会員の同意がある場合
2． 会員が希望されるサービスを行なうために当会が業務を委託する業者に対して開示する場合
3． 法令に基づき開示することが必要である場合
【照会・訂正・削除・利用停止について】
会員の個人情報に関する照会、誤り等があった場合の訂正、削除、利用停止については、当ファンクラブまでお
問い合わせください。第三者への会員の個人情報の漏えいを防止するため、当該ご請求が会員ご本人によるも
のであることが当社にて確認できた場合、合理的な期間内に、お客様の個人情報の開示、訂正、削除、利用停
止をいたします。
【関係法令およびその他の規範の遵守について】
当ファンクラブは、お客様からご登録いただいた個人情報に関して適用される法令およびその他の規範を遵守
いたします。
【プライバシーポリシーの変更について】
当ファンクラブは、お客様の個人情報のより良い保護を図るために、又は、日本国の法令やその他の規範の変
更に伴い、プライバシーポリシーを改訂する場合があります。その場合は別途お知らせいたします。

【相談窓口】
当ファンクラブのプライバシーポリシー又はお客様ご自身の個人情報についてのご相談は、
遊心ファンクラブ 03－5809－0509 までご連絡ください。

【新規会員用】
遊心®ファンクラブ（遊ＦＣ）ご入会手続きのご案内
ファンクラブ
会費

入会金

ご家族様単位で
おはいりください。

500 円

ファン
クラブ
内容

※

年会費

（初回のみ）

2400 円／1 家族

・オリジナル会員証&スタンプカード発行
・スタンプいっぱいグッズプレゼント
・遊キッズ参加費割引
・ＦＣプログラム※（年齢別・スペシャルテーマ・ワンデイキャンプ
など）へ参加
・自然遊び・子育て情報ＭＬ配信
・家族でできる「親子ワンダーシート」
・親子 Photo「想い出シート」

遊フェアリー（0－2 歳）、遊プレキッズ（3－4 歳）、遊ジュニア（5 歳－小学低学年）、
ワンデイキャンプ南沢／八国山／古民家／干潟遊び、街パス（Path）、遊ＺＯＯ、保護者向け講座、
外遊びファーストエイド講習など

ご入会方法お手続きの流れ
遊心ホームページからお問合せ
メールにてお問合せ

問合せ

http://www.yushin.or.jp/yufc
yufc@yushin.or.jp

個人会員（遊ＦＣ）

申込み

遊心ホームページより
お申込みください。HP で
会則をご確認ください。

会費
納入

会費をお振込みください。

会員証
発行
お振込先：
口座名義：

会費証、会則をお送りします。

郵便振替 10020 96478351（金融機関コード 9900／店番 008）
一般社団法人遊心（イッパンシャダンホウジンユウシン）

・銀行からゆうちょ銀行にお振込みの方はこちら

【店名】〇〇八（ゼロゼロハチ）【店番】008【預金種目】普通預金
【口座番号】９６４７８３５【口座名義】一般社団法人遊心（イッパンシャダンホウジンユウシン）

お気軽にお問合せください！
【自然や家族を愛しいと思う心を育む】

一般社団法人
代表理事：
住所：
電話：
メール：
ホームページ：

遊心

®

（ゆうしん）

峯岸由美子（みねぎしゆみこ）
〒110-0001
東京都台東区谷中３－１４－１
03-5809-0509
FAX：03-3824-2552
info@yushin.or.jp 個人会員専用メール：yufc@yushin.or.jp
http://www.yushin.or.jp/yufc
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