
3.300円引き落とし月



利用規約改定2023/4/1



会員利用規約

この度は、入会をご検討いただき、誠にありがとうございます。
当クラブにおきましては、安全と健全なサービスを提供するた
め、会員制クラブの運営上の観点からご入会に際しては、規約を
ご確認いただき、同意頂いた上でご利用いただくシステムとなっ
ております。お手数ですが、ご入会前に規約ご一読の上お申込み
ください。



本クラブは、各クラスに応じた指導要項及び指導計画を設置します。具体的指導方法は、各コーチ
が決定し、各クラブ責任者が確認の上行います。

第７条　　レッスン内容

本クラブは、施設メンテナンス、その他やむを得ない事由が発生した場合には休業することがあり
ます。その場合、振替授業は行うが会費の返還は致しません。尚、台風、降雪等悪天候時の警報が
出た場合や、地震・火災等災害時、集団伝染病発生時には臨時休業する場合があります。その場合
の振替授業は、原則として行いますが振替可能期間の延長等や個別での対応は行いません。また会
費の返還も行いません。

第１条　　名称

本クラブは、ビードロップスイミングクラブと称します。

第２条　　所在地

糸島市浦志１丁目8-3

第３条　　目的

第６条　　休業

本クラブの会員は、年間スケジュールに基づいて、コースごとに定められた曜日、時間の中での利
用及び指導を受けるものとします。

第５条　　レッスン日程

本クラブの目的は、『 楽しい 』を基本理念とし、専任コーチによる一貫した水泳指導を行い、
水泳を通して健全な心身の育成と水泳に対する正しい理解と関心を深め、幼児から大人まで
幅広い世代でのスポーツの振興を図ることを目的とします。

本クラブに入会できる者は、各コースに定められた資格に該当し、本クラブの趣旨に賛同し、規約
に同意したものとします。暴力団関係者、その他反社会的勢力関係者である、体にタトゥーを入れ
ている場合は入会できません。また、入会後発覚した場合は会員資格を失います(除名)。

第４条　　入会資格



第１１条　　会費

本クラブは、会員から取得した個人情報については、クラブ運営にかかわる業務以外の目的には一
切使用いたしません。

第１０条　　個人情報

第１２条　　会費等の改定

本クラブは、安定的なサービス供給を目的として、会費の改定を行うことがあります。会費を改定
する場合は、3ヶ月以上前に本クラブ館内の掲示及び会員アプリ、ホームページ等に改定される会
費を掲示します。また、会員は予めこれに同意するものとします。

第１３条　　休会

休会する前月の１５日までに指定の届出用紙にて提出。在籍料として1,320円（税込）をいただき
ます。例外として、１ヶ月以上の治療及び療養を要する病気や怪我が理由による休会については、
確認出来る書面等をご持参いただく事で当月休会を認めます。また、月会費滞納のある会員につい
ては、滞納分月会費を現金にて完納後の休会手続きとなります。未納状態での休会はお受けできま
せん。

１）毎月の会費は前納制とし、前月の２６日（金融機関によっては27日、金融機関休業日の場合
　　は翌営業日）に自動引き落としします。
２）残高不足等で前月の２６日（金融機関によっては27日、金融機関休業日の場合は翌営業日）
　　に会費が引き落としできなかった場合、当月5日までにフロントに現金で持参ください。
　　当月１０日を過ぎますと事務手数料３３０円を加算させていただきます。
３）引き落とし銀行口座変更の際には、手続きの都合上、翌月分の会費については現金持参にて
　　お支払いいただきます。また、その際に口座変更事務手数料３３０円を併せてお支払いいた
　　だきます。口座引き落とし開始は翌々月分会費からとなります。
４）再三の請求にも拘らず３ヶ月間未納の場合、３ヶ月末日を以って会員の資格を失います(除
　　名)。この場合、納入していない会費等は一括して納入していただきます。
５）一旦納入した入会金、年会費、月会費、休会費、その他各種手数料等は、如何なる理由に拘
　　わらず返金いたしません。

第８条　　入会

入会希望者は別に定める入会申込書及び金融機関預金口座振替依頼書に必要事項を記入、捺印し、
入会金、年会費、初月度月会費（初月と次月の2ヶ月分）を添えて提出します。尚、健康申告書は
必ず真実を申告してください。

第９条　　指定用品

本クラブジュニアコースについては、指定用品（水着、帽子）でのご利用となります。
注意）進級ワッペンをなくされた方は、110円で購入していただきます。



第１６条　　振替

１）レッスンを欠席した際に、振替レッスンを受けることができます。
２）振替可能な期間は、休業日を除く次月の６営業日までとします。
３）振替希望日の連絡は、前日までお受けいたします。また、連絡方法としては専用アプリで
　　の欠席登録後、専用アプリでの振替登録（当クラブ都合による振替アプリ準備期間は、電話
　　可）を行って頂いた上でお受けいたします。
４）当日の振替登録はお受けできません。
５）クラス定員上限に達した際には、振替登録をお受けできません。
６）テスト期間中の振替登録はお受けできません。
７）月会費滞納者の振替登録はお受けできません。
８）年間カレンダー【〇】の付いた休業日のみ振替をお受けいたします。
９）振替登録後の変更はお受けできません。

第１５条　　欠席

退会する月の１５日までに指定の届出用紙にて提出。届出が無い場合は在籍と見なされ、引き続き
会費は自動引き落としされます。１５日を過ぎての退会も可能ですが、手続きと合わせて事務手数
料として1,320円（税込）をいただきます。尚、退会手続きは保護者来館での手続きのみとなりま
す。

休会する前月の１５日までに指定の届出用紙にて提出。在籍料として1,320円（税込）をいただき
ます。例外として、１ヶ月以上の治療及び療養を要する病気や怪我が理由による休会については、
確認出来る書面等をご持参いただく事で当月休会を認めます。また、月会費滞納のある会員につい
ては、滞納分月会費を現金にて完納後の休会手続きとなります。未納状態での休会はお受けできま
せん。

１）欠席される際は、必ずアプリでの欠席登録を行ってください。
２）欠席の連絡（登録）はアプリのみとなります。お電話ではお受けできません。
３）欠席登録の締め切りは、平日１７時（土曜１２時）まで。締め切りを過ぎての欠席登録はお
　　受けできません。
　　注意）クラブバス利用の方は、当日１２時までに欠席登録を行ってください。
４）欠席登録のキャンセルはアプリではお受けできません。欠席をキャンセルする際には、
　　平日１５時（土曜１２時）までに当クラブへお電話ください。
５）欠席登録後、振替登録も完了されますと以降の欠席登録のキャンセルはお受けできません。
６）欠席登録後に規定のお時間までにキャンセルの電話連絡もなくお子様がレッスンに来られた
　　際には、レッスンには参加できません。

指定休業日は、各項とする。（※年間カレンダー参照）
１）日曜日・祝祭日・毎月２９日、３０日（３１日）
２）年末年始・お盆期間（年度により変動する）
３）他、メンテナンス日等の本クラブ指定休業日

第１７条　　指定休業日

第１４条　　退会



バス利用については、『バス利用規約』に定める。

第１８条　　バス

本クラブ会員は、以下の各項を遵守すること
１）クラブ内では、すべての職員の指示に従い、ルールを守ってください。
２）本クラブの秩序を守り、他に迷惑をかけないよう努めてください。
３）来館時に貴重品、ゲーム、カード等や多額な現金をクラブ内に持ち込まないでください。
　　※お子様に物販料金や大会料金等を持たせる際には、お釣りが出ないよう準備願います。
　　　また、その際の領収書、持参金の紛失等に関しては、当クラブは責任を負いません。
４）他人の物には触れないでください。
５）クラブの備品、建物を傷つけたり壊してはなりません。万一傷つけたり壊した場合はその賠
　　償の責を負うものとします。
６）館内、プール内、更衣室、ギャラリーでのビデオ、カメラ、携帯電話での撮影は禁止しま
　　す。

第２０条　　コース変更

第２１条　　会員資格の権利譲渡の禁止

コース変更する前月の１５日までに指定の届出用紙にて提出。尚、コース変更事務手数料として、
５５０円（税込）をいただきます。

次の各項に該当する場合は所定の用紙にて手続きをすること
１）転居及び住居表示及び保護者勤務先等に変更があったもの
２）１）及び進学等により学校名が変わったもの
３）引き落とし口座を変更したいもの
４）連絡先（電話番号、携帯電話番号）に変更があったもの
５）入会時と体調面等に変化があり医師より運動制限を必要と判断されたもの
６）その他、本クラブが登録情報の追加を求めるもの

第２２条　　会員遵守事項

本クラブの会員資格及び権利は他のものに譲渡できないものとします。

第１９条　　会員登録情報の変更



本規約は２０２３年４月１日より発効します。

本クラブ内及び駐車場内で発生した事故、盗難については、当クラブは一切の責任は負いません。
ただし、本クラブにおいて定めた営業時間内で本クラブの責任と認められる事故については、本ク
ラブが加入する保険適用の範囲内で補償し、それ以上の責任は負わないものとします。

第２６条　　規約の改定

本規約の改定は、本クラブが必要に応じてこれを行うことができるものとし、会員は予めこれに同
意するものとします。尚、規約を改定した場合には本クラブ館内等に掲示します。

第２７条　　規約の発効

第２４条　　年会費

年会費については毎年７月を起算月とし、８月の月会費と合わせて3,300円（税込）を７月に自動
引き落としします。残高不足の際は、『第１１条 会費』同様の処理となります。また、入会時に起
算月１年未満の入会者については、残月数に応じた年会費をお支払い頂きます。尚、一旦納入した
年会費は如何なる理由に拘わらず返金いたしません。

第２３条　　除名

第２５条　　管理責任

次の各項のいずれかに該当する場合は除名することがあります。除名された場合、会員の資格・権
利を失い、入会金、年会費等は返金いたしません。
１）本会員にふさわしくない行為のあるものは、コーチ及び事務部門の協議にて判断し、除名
　　することがあります。
２）本クラブ及びスタッフまたは他の会員の名誉を著しく汚したもの。
３）再三の請求にも拘らず３ヶ月間の会費滞納のもの。
４）本クラブ及び他の会員に対して過度や不当な要求を行うもの。
５）本規約に違反したもの。
６）その他、本クラブ会員として相応しくないとクラブが判断したもの



個人情報保護方針

１）個人情報（氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス等のお客様を識別できる
　　情報）の取り扱いについては法令・規範・ガイドライン及び当社の個人情報
　　保護規程を遵守します。
２）お客様の個人情報を収集及び利用については、サービス提供に必要な範囲内
　　で適切な方法で行ないます。
３）お客様からお預かりした個人情報は紛失、漏洩、改ざん等の防止について、
　　厳重な管理を行ないます。
４）お客様からお預かりした個人情報の提供は法令等の正当な要請を除き、本人
　　の同意なく第三者に開示、提供いたしません。但し当社と業務委託契約を結
　　び、個人情報の保護に関する契約を締結した会社への必要な範囲において開
　　示、提供、又司法及び行政機関から開示の要請があった場合はこの限りでは
　　ありません。
５）お客様からお預かりした個人情報の本人からの確認、変更、削除についての
　　申し出があった場合、合理的判断にて対応いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビードロップスイミングクラブ



ビードロッスイミングクラ

利用規約改定2023/4/1



クラブバス利用規約

この度は、入会をご検討いただき、誠にありがとうございます。
当クラブにおきましては、バスの安全運行の観点より、規約をご
確認いただき、同意頂いた上でご利用いただくシステムとなって
おります。お手数ですが、ご利用前に規約ご一読の上お申込みく
ださい。



手続きについて

【ご利用登録】
・対象者：きちんとバスに乗れる、一人でお着換え・トイレが出来るお子様

・無料送迎クラブバスをご希望の場合は、本クラブフロントにてお申込みください。

・ご利用開始のためには所定の申込書へのご記入が必要となります。

・当クラブ指定のバスバックの購入が必要となります。　注意）1名につき1個購入いただきます。
　
・バス停の変更については、前月の15日までに変更届の提出が必要となります。

乗降について

【乗車前】

・出発時間5分前には、バスバックを持ってバス停にてお待ちください。

・バス停で待つ際には、1列に並んで静かにお待ちください。

・バスが到着した際は、1名ずつお名前の確認を運転手が行います。点呼が済んだお子様から静か
　に乗車してください。

【乗車後、乗車中】

・乗車中はマスク着用にご協力ください。（※義務ではございません。）

・走行中は席から動かないでください。

・バス車内での飲食は固くお断りしております。

【降車時】

・バスを降りる際には1名ずつゆっくりと降りてください。また降りる際には左右の安全を確認し
　た上で降りてください。

・バスを降りた後、道路を横断する際にはバスの前後を横切らないでください。バスが発車した
　後、左右の安全を確認して横断してください。

時刻表について

・交通状況等により遅着、早着する場合があります。早着の際は乗車予定者が揃った時点で出発
　いたします。また、乗車予定者が揃っていなくても定刻時間に出発いたします。

・路線内のバス停追加に伴う時刻改定があります。改定時にはアプリにて配信いたします。当ク
　ラブからお電話での案内等は行いません。



遵守事項

クラブバスご利用の方は以下の項目について遵守いただきます。

１）クラブバスは送迎が困難なご家庭、遠方だがスイミングに通いたいお子様を支援したいとの
　　想いから、当クラブにて全ての費用を負担して運行しております。当クラブ利用規約すべて
　　にご理解頂いた上で、利用開始以降のクレームは一切お受けいたしません。

２）クラブバスは運転手１名で運行しております。安全運行の観点より、必ず運転手の指示に
　　従ってください。

３）登録者以外のバスのご利用はできません。

４）定刻を過ぎますとバスは発車いたします。乗り遅れた際の欠席等の対応及び振替の対応、そ
　　の他クレーム等はお受けいたしません。

５）台風・降雪・その他の自然災害等により、当日臨時休校する場合があります。バスも運行し
　　ませんので、必ずアプリ通知をご確認ください。

６）クラブバスは前述記載の通り、交通状況等の影響により遅着、早着する場合があります。そ
　　の影響により帰宅時間が前後しますが、クレーム等はお受けいたしません。

７）振替でのバスの利用はできません。

８）道路環境等の影響により、バス停の停車位置及びバス停の廃止などの場合があります。以降
　　のバス利用が出来なくなった場合の特別な対応、その他クレーム等はお受けいたしません。

９）バス運転手への口頭（書面含む）での欠席、振替、その他の連絡はお受けできません。

10）当クラブ都合（設備トラブル、その他）による休業の際には、バスは運休する場合がありま
　　 す。急遽当日の案内となることもあるため、保護者の方はアプリでの『臨時休校』の配信を
　　 確認し、お子様へ責任をもってお伝えください。アプリ配信の確認が取れない、お子様に伝
　　 える手段が無い等のクレームはお受けいたしません。

【欠席時】

・当日欠席される方は、アプリにて欠席登録完了時点でバス利用キャンセルが自動で反映されま
　す。バス利用の方は、午前中までに欠席登録を済ませてください。

【バスの利用のみキャンセル】

・レッスンに出席される前提で、バス利用のみキャンセルの方は当日１２時までに当クラブへお
　電話ください。
　注意）お迎えのみ、お送りのみの場合も同様にお電話ください。

　　　　　　連絡先：092-332-9109

バス利用キャンセルについて



ビードロップスイミングクラブ

利用停止

以下に該当する方の利用を停止します。

・利用規約違反が悪質と当クラブが判断した者

・バス運転手の注意指導にも関わらず、安全運行を妨げる行為をおこなった者

・バス停待機時に、近隣施設（住民の方）からの迷惑行為等によるクレームがあった者

・バス利用キャンセル連絡を通算で３回以上怠った者

・クラブバス車内外において、破損等を故意におこなった者
　
　注意）上記が発覚した際には、修理費等を全額弁償していただきます。

・その他、当クラブの判断において利用停止と判断した者

旧規約廃止事項

規約の発効

本規約は２０２３年４月１日より発効します。



マスターズ会員利用規約

利用規約改定2023/4/1



会員利用規約

この度は、入会をご検討いただき、誠にありがとうございます。
当クラブにおきましては、安全と健全なサービスを提供するた
め、会員制クラブの運営上の観点からご入会に際しては、規約を
ご確認いただき、同意頂いた上でご利用いただくシステムとなっ
ております。お手数ですが、ご入会前に規約ご一読の上お申込み
ください。

利用規約改定2023/4/1



第５条　　レッスン日程

本クラブの会員は、年間スケジュールに基づいて、コースごとに定められた曜日、時間の中での利
用及び指導を受けるものとします。

第６条　　休業

本クラブは、施設メンテナンス、その他やむを得ない事由が発生した場合には休業することがあり
ます。その場合の会費の返還は致しません。尚、台風、降雪等悪天候時の警報が出た場合や、地
震・火災等災害時、集団伝染病発生時には臨時休業する場合があります。その場合アプリでの案内
は行いますが、電話での連絡はいたしません。

第７条　　レッスン内容　※レッスンコース対象者

本クラブの目的は、『 楽しい 』を基本理念とし、専任コーチによる一貫した水泳指導を行い、
水泳を通して健全な心身の育成と水泳に対する正しい理解と関心を深め、幼児から大人まで
幅広い世代でのスポーツの振興を図ることを目的とします。

第４条　　入会資格

本クラブに入会できる者は、各コースに定められた資格に該当し、本クラブの趣旨に賛同し、規約
に同意したものとします。暴力団関係者、その他反社会的勢力関係者である、体にタトゥーを入れ
ている場合は入会できません。また、入会後発覚した場合は会員資格を失います(除名)。

第１条　　名称

本クラブは、ビードロップスイミングクラブと称します。

第２条　　所在地

本クラブは、コースに応じた指導要項及び指導計画を設置します。具体的指導方法は、各コーチが
決定し、各クラブ責任者が確認の上行います。
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第３条　　目的



休会する前月の１５日までに指定の届出用紙にて提出。在籍料として1,320円（税込）をいただき
ます。例外として、１ヶ月以上の治療及び療養を要する病気や怪我が理由による休会については、
確認出来る書面等をご持参いただく事で当月休会を認めます。また、月会費滞納のある会員につい
ては、滞納分月会費を現金にて完納後の休会手続きとなります。未納状態での休会はお受けできま
せん。

第１０条　　会費

１）毎月の会費は前納制とし、前月の２６日（金融機関によっては27日、金融機関休業日の場合
　　は翌営業日）に自動引き落としします。
２）残高不足等で前月の２６日（金融機関によっては27日、金融機関休業日の場合は翌営業日）
　　に会費が引き落としできなかった場合、当月5日までにフロントに現金で持参ください。
　　当月１０日を過ぎますと事務手数料３３０円を加算させていただきます。
３）引き落とし銀行口座変更の際には、手続きの都合上、翌月分の会費については現金持参にて
　　お支払いいただきます。また、その際に口座変更事務手数料３３０円を併せてお支払いいた
　　だきます。口座引き落とし開始は翌々月分会費からとなります。
４）再三の請求にも拘らず３ヶ月間未納の場合、３ヶ月末日を以って会員の資格を失います(除
　　名)。この場合、納入していない会費等は一括して納入していただきます。
５）一旦納入した入会金、年会費、月会費、休会費等は、如何なる理由に拘わらず返金いたしま
　　せん。

第１１条　　会費等の改定

本クラブは、安定的なサービス供給を目的として、会費の改定を行うことがあります。会費を改定
する場合は、３ヶ月以上前に本クラブ館内の掲示及び会員アプリ、ホームページ等に改定される会
費を掲示します。また、会員は予めこれに同意するものとします。

第１２条　　休会

第８条　　入会

入会希望者は別に定める入会申込書及び金融機関預金口座振替依頼書に必要事項を記入、捺印し、
入会金、年会費、初月度月会費（初月と次月の2ヶ月分）を添えて提出します。尚、健康申告書は
必ず真実を申告してください。

第９条　　個人情報

本クラブは、会員から取得した個人情報については、クラブ運営にかかわる業務以外の目的には一
切使用いたしません。



本クラブの会員資格及び権利は他のものに譲渡できないものとします。

第１８条　　会員遵守事項

本クラブ会員は、以下の各項を遵守すること
１）クラブ内では、すべての職員の指示に従い、ルールを守ってください。
２）本クラブの秩序を守り、他に迷惑をかけないよう努めてください。
３）来館時に貴重品、ゲーム、カード等や多額な現金をクラブ内に持ち込まないでください。
４）他人の物には触れないでください。
５）クラブの備品、建物を傷つけたり壊してはなりません。万一傷つけたり壊した場合はその賠
　　償の責を負うものとします。
６）館内、プール内、更衣室、ギャラリーでのビデオ、カメラ、携帯電話での撮影は禁止しま
　　す。

第１５条　　会員登録情報の変更

次の各項に該当する場合は所定の用紙にて手続きをすること
１）転居及び住居表示等に変更があったもの
２）引き落とし口座を変更したいもの
３）連絡先（電話番号、携帯電話番号）に変更があったもの
４）入会時と体調面等に変化があり医師より運動制限を必要と判断されたもの
５）その他、本クラブが登録情報の追加を求めるもの

第１６条　　コース変更

コース変更する前月の１５日までに指定の届出用紙にて提出。尚、コース変更事務手数料として、
５５０円（税込）をいただきます。

第１７条　　会員資格の権利譲渡の禁止

第１３条　　退会

退会する月の１５日までに指定の届出用紙にて提出。届出が無い場合は在籍と見なされ、引き続き
会費は自動引き落としされます。１５日を過ぎての退会も可能ですが、手続きと合わせて事務手数
料として1,320円（税込）をいただきます。尚、退会手続きは本人もしくは代理人来館での手続き
のみとなります。代理人来館での手続きが困難な方は別途、ご相談に応じます。また、退会時は、
会員証を返還いただきます。

第１４条　　指定休業日

指定休業日は、各項とする。（※年間カレンダー参照）
１）日曜日・祝祭日・毎月２９日、３０日（３１日）
２）年末年始・お盆期間（年度により変動する）
３）他、メンテナンス日等の本クラブ指定休業日



本規約の改定は、本クラブが必要に応じてこれを行うことができるものとし、会員は予めこれに同
意するものとします。尚、規約を改定した場合には本クラブ館内等に掲示します。

第２２条　　雑則

会員証紛失時は、再発行手数料100円をいただきます。

第２３条　　規約の発効

本規約は２０２３年４月１日より発効します。

第２０条　　年会費

年会費については毎年７月を起算月とし、８月の月会費と合わせて3,300円（税込）を７月に自動
引き落としします。残高不足の際は、『第１１条 会費』同様の処理となります。また、入会時に起
算月１年未満の入会者については、残月数に応じた年会費をお支払い頂きます。尚、一旦納入した
年会費は如何なる理由に拘わらず返金いたしません。

第２１条　　除名

次の各項のいずれかに該当する場合は除名することがあります。除名された場合、会員の資格・権
利を失い、入会金、年会費等は返金いたしません。
１）本会員にふさわしくない行為のあるものは、コーチ及び事務部門の協議にて判断し、除名
　　することがあります。
２）本クラブ及びスタッフまたは他の会員の名誉を著しく汚したもの。
３）再三の請求にも拘らず３ヶ月間の会費滞納のもの。
４）本クラブ及び他の会員に対して過度や不当な要求を行うもの。
５）本規約に違反したもの。
６）その他、本クラブ会員として相応しくないとクラブが判断したもの

第２１条　　規約の改定

第１９条　　管理責任

本クラブ内及び駐車場内で発生した事故、盗難については、当クラブは一切の責任は負いません。
ただし、本クラブにおいて定めた営業時間内で本クラブの責任と認められる事故については、本ク
ラブが加入する保険適用の範囲内で補償し、それ以上の責任は負わないものとします。



個人情報保護方針

１）個人情報（氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス等のお客様を識別できる
　　情報）の取り扱いについては法令・規範・ガイドライン及び当社の個人情報
　　保護規程を遵守します。
２）お客様の個人情報を収集及び利用については、サービス提供に必要な範囲内
　　で適切な方法で行ないます。
３）お客様からお預かりした個人情報は紛失、漏洩、改ざん等の防止について、
　　厳重な管理を行ないます。
４）お客様からお預かりした個人情報の提供は法令等の正当な要請を除き、本人
　　の同意なく第三者に開示、提供いたしません。但し当社と業務委託契約を結
　　び、個人情報の保護に関する契約を締結した会社への必要な範囲において開
　　示、提供、又司法及び行政機関から開示の要請があった場合はこの限りでは
　　ありません。
５）お客様からお預かりした個人情報の本人からの確認、変更、削除についての
　　申し出があった場合、合理的判断にて対応いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ビードロップスイミングクラブ


