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第一条 名称 : この団体、またはジムの名称は 「ARM GYM 富山腕」とする(以下当ジム)。  

第二条 所在地 : 当ジムを次の所在地に置く  

〒939-8214 富山県富山市黒崎 38-6インタービル 201 ARM GYM 富山腕 

第三条 設立年月日 : 2015 年 8 月 25 日  

第四条 会員加入条件 : 

【第 1項】 加入について  

新規会員は、当ジムの代表、または副代表(以下管理者)より本書の規約説明を受けた上入

会手続きをする。会員は入会手続きの際、規約内容を順守出来ない等の理由から入会が難

しい場合は、規約説明を受けるその場で申告する事。  

【第 2項】 加入の条件について  

《第 1号》会員となる者の所在が明確である事。                          

※管理者は本人性確認を実施する。                                

※本人性確認は顔写真と住所が一体となったもので確認。顔写真付き証明書がない場合、 

身分を証明できる書類やカード等々の 2点以上を以って本人性確認とする。         

《第 2号》会員が当ジムを利用するにあたり、利用動機が妥当である事。           

《第 3号》会員は当ジムが定める本書規約内容を理解、遵守し、本書に対して署名する。  

上記 3 号全ての条件を満たす者は会員の権利があるとし、当ジムへの入会手続きを行う。       
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第五条 ジムの利用:  

【第 1項】 会員の利用料金について  

会員による当ジムの利用については月払い、または年間払いが必要であり、月払い会員は当ジ

ムの毎月初回の利用時に日本円にて現金を当ジムの管理者へ直接支払う、または当ジムが定

める銀行口座にて当ジムが定める金額を納めなければならない。なお、銀行振込における手数

料は会員側の負担となる。  

【第 2項】 月払いについて（年間払いは管理者へ連絡） 

学生ではない社会人男性 2千円/月                               

学生ではない社会人女性 1千 5百円/月                            

小中高大学生(性別不問) 1千円/月                              

※金額が変動する場合がある  

【第 3項】 会員の利用権利剥奪について  

《第 1 号》月払い会員の利用料金遅延時。遅延を余儀なくされる場合は、予め管理者へ  連

絡、申告しなければならない。予め連絡がなく、連絡を絶ってからおよそ２カ月を経過し、  その

間 1度も指定料金を納めなかった場合、強制退会となる。                             

※特別な事情を除き、ジム利用やイベント参加の有無問わず原則毎月会費は納めなければ

ならない 

《第 2号》本書規約第八条、第九条が定める規約に反した者。  

 



4 

 

【第４項】 当ジム退会時の利用料金返却について  

会員の退会時、当ジムは会員へ利用料金の返却には応じない。 

【第５項】 トレーニング日時について  

当ジムのトレーニングスケジュールに合わせ、トレーニーが自由にトレーニング日を策定する。策定

したスケジュールは当ジム内でのみ開示する。なお、都合によりスケジュールの変更がある場合、

管理者へ連絡する事。連絡方法については会員登録受付時に管理者、会員双方が確認する

事。  

【第６項】 領収書について  

当ジムの名称、所在地を明記した領収書を、希望する会員へ発行する。  

【第７項】 アメニティーについて  

(1)以下は会員が無料で使用できるサービス、アメニティー                    

内履きの取り置き 、冷蔵/冷凍庫利用、W.C.ウォシュレット利用、水洗場の利用、飲水

（ウォーターサーバー）の利用                                                                

(2)以下は会員が有料で使用できるサービス、アメニティー                    

ユニットバス(利用の都度 300 円が必要で、シャワーのみ利用可能 
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第六条 管理者の任命 :  

【第 1項】 代表者の変更について  

代表の死亡、または身体上の都合による退任の際には、退任時代表の任命による者が代  表

を担う。任命を受けた者には拒否権があり、この場合、当ジム会員による多数決を以って  退任

時代表が任命した者以外の会員、または非会員による部外者へ任命する事が出来  る。多数

決により任命された者には拒否権があり、多数決で任命された者が拒否権を行使  した場合、

会員による自己申告による代表決定を認め、以上を以って代表者を確定とする が、自己申告

に至るにも関わらず代表者が定まらない場合、当ジムの解散、及び倒産とす る。なお、当ジムの

運営権利、財産については倒産した時点における代表が引き継ぐ。  

【第 2項】 管理者の変更、退任、選定について  

《第 1号》管理者は自ら管理者を辞退出来る。辞退の申告は代表が受理する。また、辞退す

る者は辞退したい日から起算し、14 日前までに代表へ申告を行わなければならない。                                                                                                   

《第 2号》代表は管理者を退任させる事が出来る。退任させる方法は代表が管理者に対して

当ジムの管理者には不適合であると認めた場合、他の管理者と協議し決議する。退任を申告

された管理者は申告された日から 14 日後までに代表へ業務の引継ぎをし、申告された日から 

14 日後に退任となる。                                                                  

《第 3号》新たな管理者選定は、管理者の多数決により代表が最終可決する。  
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第七条 災害、事故 :  

【第 1項】 人身の保障について  

当ジムの利用中、或いは富山腕としての活動の一環中における怪我、病床の罹患、及び  各

会場などの移動中に発生した交通事故(乗り物問わず)、及び自然災害に依る怪我、   病床

の罹患の一因となった場合、当ジムから相応たる保険、保障等々は基本、一切無い。  

【第 2項】 事故、怪我の抑制について  

当ジムにてトレーニング中、管理者は事故や怪我の発生を抑制する為の基本動作や注意  事

項を喚起する必要があり、喚起せず、危険な動作のままトレーニングをさせた場合、また   はトレ

ーナーの過失があった場合、または管理者によりトレーナーの危険動作看過と判断     した場合

は個人負担の限りではなく、当ジムにて善処を尽くす事とする。   
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第八条 ハラスメントについて :  

【第 1項】 当ジムでは会員、管理者問わず、主に以下のハラスメント被疑者は退会/退任となる。  

《第 1号》パワーハラスメント                                                                                           

(1)身体的な攻撃(暴行・傷害)                                                                  

(2)精神的な攻撃(脅迫・暴言等)                                                               

(3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間から外す・無視)                                    

(4)過大な要求(活動上、明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、活動の妨害)                                                 

(5)過小な要求(活動上の合理性なく、能力、経験と離別した程度の低い活動を命じること

や活動を与えないこと)                                                                             

(6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)  

《第 2号》セクシャルハラスメント                                                                             

(1)対価型があり、対象者の意に反する性的な言動、及び対応により、当該対象者が解

雇、降格、ジム内追放等の不利益を受ける事。                                                         

(2)環境型があり、対象者の意に反する性的な言動により、対象者の環境が不快なものとな

った為、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、当該被害者が活動する上で看過出来な

い程度の支障が生じる事。  
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ハラスメントの注意書き 

■ハラスメントは裁判所へ起訴され、立証された場合、懲役または禁固刑、罰金等を裁判所から命じられる

事になる。なお、ハラスメントの事実がある場合、被害者は優位な立場となり、刑法の観点から刑を受ける事と

なる。ハラスメントは現代社会においては「知らぬ、存ぜぬは通らない」と認知する事。  

■上記以外のハラスメンントにより、当ジムへ悪影響や損害を与えた者は相応の損害金を加害者へ要求し、

当ジム、及び被害者へ支払う事を申告する。その他強制退会や起訴対象となる。なお、ハラスメントは受けて

いるが、一方的ではなく、双方に因果関係があると当ジムが判断した場合、会員同士の示談となり、責任は

負いかねる。  
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第九条 当ジムにおけるコンプライアンス :  

コンプライアンスとは公正・適切な活動を通じ社会貢献を行うという思想がある。その為、単に『法令順守』

を意識する事がコンプライアンス遵守には繋がらない。当ジムのコンプライアンスは以下の通り。  

【第 1項】 会員の他所属出入りについて  

当ジム会員は管理者が定める指定時間、及び場所以外でのアームレスリング競技、及び試

合を行う際、或いは他団体への遠征アームレスリング競技、及び試合を行う際には必ず当ジ

ムの管理者へ理由を添えて連絡し、当ジム会員としてアームレスリングを行わなければならな

い。なお、当ジムの管理者は当ジム会員のみで他所属に派遣する場合、他所属の管理、担

当者へ報告、連絡を取り、当ジム会員の紹介など、一般的な計らいを然るべき内容で行わ

なければならない。  

【第 2項】 社会ルールと責任について  

当ジム関係者は公道車両移動時には昼夜問わず道交法、及びその他社会マナー、社会ルー

ル等々を遵守し、当ジムの一員として、自覚を以って行動、活動する事。なお、車両での移動

中や駐停車中における車両トラブル、日常の刑罰、事故、その他、自身の身体不調や病床の

原因に関して当ジムは一切関知、責任対処はせず、全て自己責任となる。  
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【第 3項】 個人情報と SNS について  

会員間の個人情報の交換、及び SNS 上での責任は各々の会員個人に依る。また SNS 

やインターネット上、知人、友人への口込み問わず、当ジムや会員の誹謗中傷、及び当ジム

の利権や機密となる情報の開示を行う行為や売名行為は一切禁じる。以上の行為に対し、

当ジムが運営に支障を来す事となった場合、或いは運営上、著しく被害、損害を被った場

合、会員へ損害賠償請求、或いは提訴、または告訴を提起する場合がある。一般的なトレ

ーニング風景の投稿や、当ジムの紹介、投稿を通じて新規の会員を推奨(強引な勧誘は認

めない)する行為は認める。また、当ジムが管理する広告について、当ジムは会員へ写真や動

画掲載への協力を要請する事がある。会員の都合や事情があり、当ジムが管理する広告

等々へ自身の写真や動画を掲載出来ない場合は入会時の受付時、及び都度その旨を管

理者へ伝える事。  

【第 4項】 刑罰について  

当ジム利用時、或いは富山腕の活動中、或いは私的時間中に於いて問題 (刑事犯罪や民

事裁判)が発生、発覚した場合、直ちに最寄りの警察署へ通報し、退会処分とする。なお、

当ジムの関係者は警察の事情聴取などの捜査協力に最大限協力する事。  

 

【第 5項】 賭博について  

当ジム会員間による賭博(法律の有効性の有無を問わず)は一切認めない。発覚した場合、

即時退会対象となり、賭博行為によって生じた、民間、及び他の健全な会員への信用、  

信頼を著しく損ねた場合、当ジムより相応の損害賠償を請求する場合がある。また、当ジム

の管理範囲外の場所での違法賭博行為も同様の処分内容となる。  
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【第 6項】 反社会勢力について  

当ジムは反社会勢力に加入、加担、関与する者の入会を拒否する。なお、現在は加入、加

担、関与はしていないが、過去に加入、加担、関与した事で法的な罪があった場合、この法

的な罪に対して全ての刑事処分、または司法に基づいた刑期を終えていない場合、当ジムは

入会を拒否する事がある。また、これら反社会勢力による個人情報に関して、当ジムへ会員の

虚偽が判明した場合、退会対象となる。なお、当ジムにおいて、反社会勢力とは暴力、威力

と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人、及び個人的主張、また

は利己的な目的として公共マナー、道徳、法律を著しく犯す集団又は個人を指す。  
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本書規約、改定日 2018 年 11 月 25 日制定の第一条から第九条までの記載内容について 

事実と相違ないことをここに証明し、責任を持って健全な運営努力を果たします。 

平成 30 年 11 月 27日 火曜 大安 

富山県富山市黒崎 38-6 インタービル 201 

ARM GYM 富山腕 

代表 

金海 文孝                                                                                                                            


