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studio opus-スタジオ オープス-  open class会員規約 
第一章 総則 
第１条（定義） 
１ 「当社」とは、株式会社opusをいいます。   
２ 「当会」とは、当社が運営する「studio opus-スタジオ オープス-」をいいます。 
 
第２条（運営管理会社） 
当会の運営管理は、当社が行います。 
 
第３条（目的） 
当会は、バレエやダンスを通じて、会員の健康の維持と増進を図るとともに、バレエの技術のさらなる向上
やバレエやダンスの振興に広く貢献することを目的とします。 
 
第二章 会員 
第４条（会員） 
１ 当会が利用を承認した方を会員といいます。 
２ 当社は、当社の裁量により、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、当会の利用の承認を拒否
する場合があります。当社は、当会の会員となることを希望される方から請求があった場合でも、当会
の利用の承認を拒否する理由を開示する義務を負いません。 

（１）第６条２項、３項に基づいて、当会の会員となることを希望される方が提供した情報の全部又は一部
につき虚偽の情報が含まれていた場合 

（２）会員が第５条の入会資格を満たさないことが明らかとなった場合 
（３）その他当社が当会の利用を承認することが適当でないと判断した場合 
3  会員登録をしない者（ビジター）に対しても、本規約は適用されるものとします。 
 
第５条（入会資格） 
当会の会員は、次の各号のすべてに適合する方に限ります。 
（１）健康状態に異常がなく、医師から運動を禁止されていない方 
（２）当会の趣旨に賛同し会員規約、その他の規則を守れる方 
（３）成年被後見人及び被保佐人でない方 
（４）心臓病、高血圧症、皮膚病、伝染病、精神病及びこれに類する疾患のない方 
（５）過度な刺青をされていない方。但し、部分的なファッションタトゥー等、店内において他の方の目に

触れないよう衣服等で覆い隠すことができれば、この限りではありません。 
（６）反社会的勢力関係者でない方 
（７）過去に当会より退会等されていない方 
（８）18歳以上の方、高校生は除く（ただし、20歳未満の方は、保護者の同意が必要です。） 
（９）その他各施設ごとに定められた審査のうえ適切と認めた方 
 
第６条（入会手続き・届出事項の変更） 
１ 当会の会員となることを希望される方は、入会申込手続きをおこない、当社及び当会が別途定める入
会に関わる費用を納入していただきます。領収した入会に関わる費用は理由の如何に関わらず返還い
たしません。 

２ 当会の会員になろうとする方は、本規約の内容に同意の上、当社が定める手続きにより、当社の定め
る情報を当社に提供していただきます。 

３ 会員は、前項に基づき提供した情報に変更が発生した場合、直ちに、提供した情報の変更手続を行う
義務を負います。会員が変更手続を怠ったことにより生じた損害について、当社は一切の責任を負い
ません。 

 
第７条（会員証） 
 １ 会員は、当会の利用に際して必ず会員証をご提示の上、当会が定める利用料を支払い後、受講が可能

となります。 
 ２ 会員証及び会員資格は第三者に貸与・譲渡できません。 
 ３ 会員証を紛失の際は、再発行手数料1000円を支払い、再発行が必要となります。 
 ４ 当会の利用期間は、当社により会員の承認がなされた時から会員の退会時までとします。 
 
第８条（利用資格） 
次の各号に該当する方は本施設をご利用できません。 
（１）酒気を帯びている方 
（２）刃物など危険物をお持ちの方 
（３）その他第５条の各号を満たすことができない方 

 
第９条（利用料・受講料・クラスチケット等） 
 １  会員は当会を利用する場合、当会が別途定める利用料・受講料を支払うものとします。 
 ２  会員はクラスチケットを購入・利用することができます。 
３  各種クラスチケットは次に定める規定に従って利用できます。 
（１）名前の記入のないクラスチケットは利用できません 
（２）本人のみ有効、他人への譲渡はできません 
（３）チケットの払い戻し、延長、再発行はいたしません 
（４）クラススケジュールは変更、休講、代講になる場合があります。それにより生じた損害について、 

当会は一切責任を負いません。 
（５）オプチケ１、オプチケ５、オプチケ１０、オプチケ１５で追加クラスの受講はできません 
（６）Ticket５００で通常クラスの受講はできません 
４ 支払済みの費用については、一切返金いたしません。 
５ 利用料・受講料の支払いがない場合、支払いが完了するまでレッスン受講、スタジオレンタル等を 
含む当会のサービス全てが利用出来ません。 

６ 当社・当会は、入会金・会費・利用料・受講料等を、社会・経済情勢の変動等を勘案して会員の同 
意なく当社の裁量において改定することができます。 

 
第１０条（入会手数料、利用料、及び受講料等の支払方法） 
会員は、当社が定める方法でのみ、本サービスに係る入会手数料、利用料、及び受講料等その他会員が当社 
に支払うべき一切の費用の支払を行うことができます。振込手数料が発生する場合は、会員が負担します。 
 
第１１条（遅延損害金）  
会員が、本サービスの利用料金等その他会員が当社に支払うべき一切の費用について、当社が定める支払期
日が過ぎ、かつ当社が会員に対して再三通知をしてもなお支払わない場合（当社がやむを得ず悪質であると
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判断した場合）、会員は、所定の支払期日の翌日から支払い日の前日までの日数に、年14.6％の利率で計算
した金額を遅延損害金として支払います。 
 
第１２条（当会利用） 
１ 当会は利用の円滑化を図るため、当会利用は原則的に定員制とします。定員数に関してはホームペー
ジの記載に準じます。 

２ 次の号に該当する場合、クラススケジュールの変更や中止・講師の変更がある場合がございます。そ
の場合はクラス開始３時間前までにTwitterにて告知をいたします。それによって生じた損害につい
て、当会は一切責任を負いません。第９条に準じて、返金もいたしません。 

  （１）当会の講師にクラス実施が困難な事由が発生した場合 
 （２）天災事変、交通機関の運行停止その他やむを得ない事由でクラスの実施が困難になった場  
        合 
 
第１３条（施設利用） 
会員は当会の各施設を利用する際、別途定める項目を遵守する必要があります。 
 
第１４条（サービス） 
会員は次の各種サービスを利用することができます。利用する際はそれぞれのサービスごとに定める利用料
等や細則を了承したものとします。また、当会は会員の承諾なく利用料等を改定できるものとします。 
 １ drink&care 

当会大井町スタジオで利用できます。Monthlyまたは１日ごとの利用ができます。Monthlyでのご
利用には、当会大井町スタジオ受付でのお申込み手続きが必要です。月の途中でのお申込みの場合
も利用料は１ヶ月分となります。お申込み時に規定の登録料を領収いたします。利用料は前月２０
日までに翌月分を支払うものとし、契約停止の申し出がない場合は自動更新となります。権利は他
人に譲渡はできません。 
当会の営業時間内にサービスを終了する場合がありますが、払い戻し等はいたしません。 

 ２ Monthly my locker 
当会大井町スタジオで利用できます。別途、当会大井町スタジオ受付でのお申込み手続きが必要で
す。月の途中でのお申込みの場合も利用料は１ヶ月分となります。お申込み時に規定の利用料を領
収いたします。利用料は前月２０日までに翌月分を支払うものとし、契約停止の申し出がない場合
は自動更新となります。権利を他人に譲渡したり、複数人での利用はできません。 
会員はロッカーキーを紛失した場合、その旨を直ちに当会に告げ、実費を支払うものとします。 

 ３ free Wi-Fi 
      当会大井町スタジオのみのサービスとなります。利用によって生じたあらゆる損害やトラブルについ

て、当会は一切の責任を負いません。また、設備やネットワークの障害等により、事前の告知なくサ
ービスを中止する場合があります。 

 
第１５条（自己都合退会） 
会員は、自己都合により退会するときは、書面またはメールにより手続きを申請していただく必要がありま
す。未払いの支払いがある場合は、支払いが完了するまで退会できません。退会時は会員証を返還していた
だきます。当会は、退会手続きが完了するまで、諸費用を請求する権利を有します。 
 
第１６条（会員資格の喪失） 

会員が次の号のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。 
（１）死亡したとき 
（２）第５条に定める会員資格が欠けたとき 
（３）第１５条及び第１７条により退会されたとき 

なお、会員資格の喪失時期は会員が該当したそのときとなります。 
 
第１７条（退会） 
１ 会員が次の号のいずれかに該当する場合、当社及び当会は会員を退会させることができます。 
（１）入会にあたり提出する書類に虚偽の申告をしたとき 
（２）本規約・規則・その他当社及び当会の定めた事項に反する行為があったとき 
（３）当会の名誉、信用を傷つけたり、他の会員との協調性を欠き運営の秩序を乱したとき 
（４）当会の設備などを故意に損壊したとき 
（５）その他、会員としての品位を損なうと認められた行為があったとき 
（６）当会での営業・宣伝・勧誘活動や販売行為が認められたとき 
（７）施設利用に際して不当且つ不合理な要求を繰り返す等により当会の講師・従業員・他の会員を著しく

困惑せしめたとき 
（８）第２５条の禁止行為に違反したとき 
（９）その他前各号に準ずる行為又はそのような行為をする恐れがある場合 
（１０）その他当社が不適当と判断する行為 
２ 前項の行為に該当するか否かの判断は、当社の裁量により行うものとし、当社は判断基準について 
説明する義務を負いません。 

３ 当社は、会員の行為が、第１項各号のいずれかに該当すると判断した場合、事前に通知することなく、
以下の各号のいずれか又は全ての措置を講じることができます。 

（１）本サービスの利用制限 
（２）その他当社が必要と判断する行為 
４ 第１項及び第３項の措置により会員に生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。上記の理
由により退会されたとき、会員は退会を理由とする損害賠償の請求を行うことができません。 

 
第三章 studio rental-スタジオレンタル- 
第１８条（定義） 
「studio rental」とは、当会の各施設において、クラスのない時間にスタジオを貸し出すことをいいます。 
定期利用も可能とし、会員以外も利用できるものとします。studio rental利用を当会が承認した方を利用者 
といいます。studio rentalの運営管理は、当社が行います。 
 

第１９条（利用規約の同意） 
利用者がstudio rentalを利用の際の規約は、本規約が適用されるものとします。また、予約が完了した時点
で同意したものとし、当社が定める会員登録をする者だけでなく、当社が定める会員登録をしない者に対し
ても本規約が適用されます。なお、利用料等については、当社が別途定めるものとする。 
 
第２０条（入室と退室） 
１ 施設への入室、退室は規定の時間内とします。入退室の時間はホームページの記載に準じます。当会
は、利用者の承諾なく規定の時間を変更することができます。変更の際はホームページ等で告知しま
す。 
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予約時間内に退室が完了できない場合は追加料金を請求する場合がございます。  
２ studio rentalのご利用は予約時間内を厳守とします。時間を超えての利用が確認された際には、差額を
請求し、今後の利用をお断りする場合があります。  

３ 退室の際は、ゴミをお持ち帰りください。 
 
第２１条（予約） 
１ 予約は、当会大井町スタジオ受付、またはメールで受付けます。 
２ 予約は希望月の２ヶ月前の一日から受付を開始します。 
３ 予約は当会の都合により取り消しする場合もあります。その場合は事前に予告します。  
４ 天災地変等でstudio rentalの利用が制限される場合、当会は予約の取り消しができるものとします。 
  
第２２条（利用料等） 
１ 全額前払い制となります。利用料はホームページの記載で定めたものに準じます。 
２ 利用日より起算して５日前までに、当会受付または振込にて支払うものとします。 
  予約日から利用日までの期間が５日以内の場合は、支払い期限を利用時間前までとします。 
３ 支払いが完了するまで、studio rentalに関する全てのサービスを利用できません。 
４ 支払済みの費用については、一切返金いたしません。 
 
第２３条（キャンセル・変更規定） 
１ キャンセル、変更は利用日より起算して５日前まで可能とします。 
２ お支払い後の５日前までのキャンセル・変更の場合は、別日の利用日の利用料に充当するものとしま
す。 

３ 災害事変、交通機関の運行停止等の場合キャンセル料は不要とします。但し、ご利用時間前までに連絡
があった場合のみとします。無連絡・ご利用時間以降の連絡・交通機関による運行停止情報が確認でき
ない場合は対象外となります。 

 
第２４条（損害賠償） 
利用者がstudio rentalに際して、当社に対して損害を生じさせた場合は、その損害を賠償するものとしま
す。 
 
第四章 運営・管理 
第２５条（禁止行為） 
（１）他人を誹謗・中傷（SNS等インターネット等の書き込み含む）すること 
（２）許可なく当会において物品の売買やパーソナルトレーニング等の営業行為や勧誘をすること 
（３）営利・非営利を問わず勧誘行為（団体加入の勧誘を含む）をすること 
（４）許可なく施設内やクラス内容を撮影・録音すること、クラスで講師が振付した内容（コンビネーショ

ンを含む)を他に用いること。許可のない撮影を確認した場合は、当会は動画・画像の削除を求めるこ
とができます。 

（５）他人に対する暴力や施設設備への落書きなど、公共のマナー・道徳に反する行為 
（６）危険物・ペット・動物を持ち込むこと 
（７）当社及び当会講師・従業員の業務を妨げること 
（８）当社及び当会及び当会講師・従業員の名誉、信用を傷つける行為 
（９）ストーカー行為など、他人の迷惑や施設利用の妨げとなる行為 

（１０）本規約及び法令に違反する行為 
（１１）その他、本条各号に準じる行為 
 
第２６条（休業日・営業時間・当会の一時的閉鎖及び一時的休業） 
１ 当社及び当会が事前に告知して定める日を休業日とします。 
２ 各施設の定める営業時間とします。 
３ 次の各号に該当するとき、当会は、できる限り会員に対して通知することとしますが、やむを得ない場
合は会員に事前に通知することなく、諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができ
ます。 あらかじめ予定されている場合は、原則として一ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します。 
この場合、当該閉鎖や休業の原因、理由、期間などにより、法令の定めまたは当会が認める場合を除
き、会員の会費支払義務が軽減されたり免除されることはありません。 

（１）気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。 
（２）施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。 
（３）定期休業等による場合。 
（４）その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと当会

が判断したとき。 
 
第２７条（本サービスの変更、停止等） 
１ 当社は、会員に事前に通知することなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は追加することが
できます。ただし、当該変更又は追加によって、変更又は追加前の本サービスのすべての機能・性能が
維持されることを保証するものではありません。 

２ 当社は、コンピューター・システム等に不具合が生じた場合には、本サービスの利用の全部又は一部を
停止又は中断することができます。この場合において、当社は会員に対して、できる限り事前に通知す
るよう努めます。 

３ 当社は、会員に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部を終了することができます。 
４ 本条により会員に生じた不利益、損害について、当社は一切の責任を負いません。 
 
第２８条（当会の免責） 
会員は当会内において、自己及び自己の所有物を自らの責任において管理するものとし、 当社及び当会は施
設内で発生した盗難、傷害その他の事故について当社及び当会に重大な過失がある場合を除き、一切の賠償
責任を負わないものとします。 
 
第２９条（損害賠償責任免責） 
 １ 会員が当会の利用中、会員自身が受けた損害に対して、当社は、当社の故意または過失による場合を

除き、当該損害に対する責を負いません。 
 ２ 会員同士の間に生じた係争やトラブルに対して、当社は一切責任を負いません。 
 
第３０条（非保証・免責） 
１ 当社は、会員に対して、以下の各号の事項について、一切の保証をしません。 
（１）本サービスの利用による技術の向上、及び賞の受賞等 
（２）本サービスに中断、中止その他の障害が生じないこと 
 
第３１条（会員の損害賠償責任） 
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１ 会員は当会の利用中、会員の責に帰すべき事由により当社、他の会員、第三者に損害を与えたときは 
その会員が当該損害に関する責任を負うものとします。 

２ 会員はロッカーキーを紛失した場合、その旨を直ちに当会従業員に告げ、実費を支払うものとします。 
３ 故意または過失による備品及び設備の破損には、原状回復費用の請求をいたします。その間、施設の使
用ができなくなった場合その期間の損害料金も請求できるものとします。 

 
第３２条（著作権） 
当社・当会が会員に対して提供するサービスに関して著作権が生じる場合、その著作権は、当社と会員が別 
途合意する場合を除き、当社に帰属します。会員は当社・当会に対して著作者人格権を行使しないものとし 
ます。 
 
第３３条（第三者への委託） 
当社は、本サービスに関する業務の全部又は一部を第三者に委託することができます。 
 
第３４条（個人情報） 
入会等にあたり、提出する書類に記載された個人情報は、適切な取り扱いを行います。 
法令に定められた場合を除き、当該会員の同意を得ることなく個人情報を第三者に提供いたしません。 
当社は、会員が当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない統計的な情報として、当社の裁量で、
利用及び公開することができるものとし、会員は当社の利用及び公開に対して異議を唱えません。 
 
第３５条（適用） 
１ 本規約は、当社が運営するサービスを利用する会員に適用されます。会員は、本規約に同意の上、本サー
ビスを利用します。 

２ 本規約は、本サービスの利用条件を定めています。当社により当会の利用を承認された会員は全て本規約
に従い、年齢や利用環境等の条件に応じて、本規約の定める条件に従って本サービスを利用します。 

３ 会員が本規約に同意することにより、当社との間に本サービスの利用契約（以下「本契約」といいます。）
が成立します。 

４ 本契約においては、本規約、その他の規約、ルール及びガイドライン等が全て適用されます。本規約とそ
の他の規約等の内容が異なる場合は、本規約が優先して適用されます。 

 
第３６条（合意管轄） 
会員と当社の間における一切の訴訟は、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又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。 
 
第３７条（規約の改定） 
１ 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第548条の4の規定に基づき本規約を随時変更
できます。本規約が変更された後の本契約は、変更後の本規約が適用されます。 

（１）本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき 
（２）本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容

その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき 
２ 当社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効力発生時期の 2 週間前
までに、変更後の本規約の内容及び効力発生時期を会員に通知、本サービス上への表示その他当社所定の
方法により会員に周知します。 

３ 前 2 項の規定にかかわらず、前項の本規約の変更の周知後に会員が本サービスを利用した場合又は当社
所定の期間内に会員が解約・退会の手続をとらなかった場合、当該会員は本規約の変更に同意したものと
します。 

 
 
2021年4月21日制定 
2021年5月6日施行 
 
 
 
 
 
 
 
      年     月     日 
 
本規約の内容を理解し、本規約の内容及び本規約が適用されることに同意いたします。 
 
 
氏名                   印 


