陸上競技クラブREACT入退会申請書
ご一読の上、必要事項をご記入ください。

入会資格

・中学生以上の方 (未成年は親権者の同意が必要となります)
・別紙クラブ規約 および エスエルアール株式会社会員規約に同意された方

会員種別と費用について

会員種別

金額はすべて税込(10％)です

フル会員

月２回会員

チケット会員

すべての通常練習会に

月内２回までの通常練習会に

通常練習会参加1回につき

ご参加いただけます

ご参加いただけます

チケットを１消費します

（3回目以降１回につき1,600円）

（有効期限：購入月を含め6ヶ月）

6,500円

4,950円

15,000円 / 5回分

月会費

クレジットカード継続課金：毎月25日に翌月分の会費を自動で徴収いたします。初回の

支払方法

支払方法：口座振込

お手続きのみで利用可能です。（入会時のみ2ヶ月分の会費を一括納付、3ヶ月目より自
動決済となります）

（振込手数料はご負担ください）

※クレジットカード以外で毎月納付を希望される方は別途ご相談ください。

月会費
一括振込の場合
少しだけオトク

その他費用

39,000円 → 38,000円

6ヶ月分

6ヶ月分

29,700円 → 29,000円

口座振込：前期末25日までに指定口座へお振込いただきます。（1-6月分を12/25ま
で、7-12月分を6/25まで）手数料はご負担ください。（入会時は入会月からの月割額と
なります）支払方法を変更する場合(毎月⇔一括)は変更手数料はございません。

・リアクト入会金 7,000円(初回必須)

※チケットの他者譲渡、共同購入不可
※期限切れ、紛失、退会、会員種別変更等いかなる理
由においても払い戻しは行いません
※連続して6ヶ月以上練習会参加がなく、次のチケット
購入もない場合は自動退会となります
※追加購入は事務局までお問い合わせください

・日本陸連登録料 (希望者のみ)

・会員種別変更手数料 1,500円(会員種別変更時)
・初月会費は、参加初日が当月3回目(原則第3土曜)以降の練習会の場合半額となります。
・体験参加月より会員となった場合、当月会費より体験料を差し引きいたします。その場合体験日が参加初日扱いとなります。

太枠内をご記入ください
カナ

西暦

申込者氏名

申請日
年

月

申請内容

□

新規入会

□

会員種別変更

□

退

会員種別

□

フル会員

□

月２回会員

□

チケット会員

支払方法

□

毎月（ クレジットカード継続課金）

□

一括口座振込

日本陸連登録

□

する

□

しない

日

会

※後日の登録申請も可能です。

ご住所
西暦

お電話番号

生年月日

年

月

日

練習場所の変更や中止連絡など重要なメールをお送りします。「＠slr.co.jp」の受信許可をお願い致します。

メールアドレス

＠
練習中の事故や体調不良など不測事態にご連絡できる方をお願い致します
カナ

緊急連絡先

続柄

電話番号

氏名

入会及び練習会参加にあたりスタッフに伝えておきたい事がございましたらお書きください（希望の種目や服用中の薬、けが、病歴なども含む）

親権者同意書（会員が未成年の場合は親権者の同意が必要となります）
私は、規約事項を承諾し申込者の会員登録及び練習会参加に同意します。

年
申込者と居住地が異なる場合はご記入願います

住

月

日

署

名

所
陸上クラブREACT 入退会申請書

2021年1月

陸上競技クラブREACT 会員規約

練習会参加の諸注意
★ 以下に当てはまる場合の練習会参加をお断りしております。
・医師等から運動を禁じられている方

・伝染病など他者に感染する恐れのある疾病をお持ちの方

・飲酒をされている方

・体調の優れない方

★ 練習会にはご自身の責任のもと、安全にご参加ください。
事故、怪我、万一のことがあった場合、当社に故意や重大な過失がない限り一切の責任を負いかねます。
★ 所持品の管理には十分ご注意ください。紛失、盗難、破損等があった場合に当社では一切の責任を負いかねます。
★ 練習会では公共の場を使用しています。ルールやマナーを守り、他の利用者の迷惑にならないよう行動してください。
有料施設、有料ロッカー等の費用は各自でご負担いただきます。

入退会手続きについて
★ 入会希望者は所定の申込書にてお申し込みください。入会金と諸会費の授受により会員登録が完了となります。
・申込書の受理後、お申込内容確認とお支払い詳細をメールでお送りいたしますので所定の期日までに納付ください。
・期日までの納付が確認できなかった場合、練習会参加ができなくなります。金融機関の休業日等にご注意ください。
・初月会費は入会日(参加初日)が当月3回目の練習会日(原則第3土曜日)以降の場合は半額となります。
・体験参加月より会員となった場合、当月会費より体験料を差し引きいたします。その場合体験日が参加初日扱いとなります。
★ 会員種別変更は 前月15日 までにメールまたは直接スタッフへお申し出ください。変更手数料が発生いたします。
（例：1月15日に申請→2月より新会員種別・16日に申請→3月より新会員種別）
★ 退会は希望月の15日までにメールまたは直接スタッフへお申し出ください。（例：1月15日申請→1月末・16日申請→2月末）
★ チケット会員の場合、チケット失効後6か月以上新たなチケット購入がない場合は自動退会となります。
★ 再入会時は入会金の納付が発生します。
★ お納めいただいた費用はいかなる理由においても返還は行いません。（月会費一括納付済の場合は別途記載のとおり）
会費納付やチケット購入について
★ 毎月クレジットカード払いの場合、毎月25日に翌月会費が自動決済されます。（入会時のみ2ヶ月分納付）
・明細名義はエスエルアールとなります。またカード情報は決済代行会社(ルミーズ株式会社)のもとで管理保管されます。
・決済エラーになった場合はその旨ご連絡させていただき、銀行振込等で納付いただきます。
★ 一括口座振込の場合、半期ごと(1-6月分を12月25日まで、7-12月分を6月25日まで)に指定口座へ振込していただきます。
・毎月払いと比較して会費の割引がございます。また入会時は入会月からの月割となります。（例：3月入会→3-6月分）
・退会時、過納付となる会費がある場合は月割金額から振込手数料を差引き返還いたします。
★ チケット会員の場合、チケット料金を振込いただき、入金確認後郵送（または練習会で直接お渡し）となります。
・追加購入の場合はメールまたは直接スタッフへお申し出ください。練習会時に直接購入される場合、予備チケットを
持ち合わせていない場合がございます。事前に参加予定日をご連絡いただけますと大変助かります。
口座情報
★

三菱UFJ銀行

神保町支店

普通０９５６９１１ エスエルアール株式会社

※手数料はご負担ください。

日本陸連登録について
★ 本クラブは日本陸上競技連盟(東京陸上競技協会)に団体加入しております。（会員登録は任意です。また登録料が必要となります。）
★ 登録のメリット（一部）
・参加資格に「日本陸連登録」が必要な競技会への参加（陸連公認記録が取得できます）
・公認マラソン大会で陸連ブロックからスタート可能（東京マラソンなどで前方ブロックからスタートできます）
★ 登録は年度単位(4月～翌3月)となります。毎年3月ごろに翌年度会員登録希望者を募ります。
2020年１2月現在。内容は変更となる場合があります。

運営/お問い合わせ

エスエルアール株式会社 REACT事務局

TEL：03-6386-3426(平日10:00-17:00)

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-10-31 iWビル6F

MAIL：react@slr.co.jp(24時間受付)

WEB：https://react.slr.co.jp/

本クラブはエスエルアール株式会社(以下当社) によって運営され、本クラブ規約に定められていない規則は当社会員規約が適用されます。

エスエルアール株式会社
第1条 規約について

会員規約

第11条 予約とキャンセル

本規約はエスエルアール株式会社(以下当社)が提供するサービスおよび当社の運営す

(1)予約日時の変更は前日の17時までに連絡をお願いします

る施設studioBodyLink(以下本スタジオ)を利用するにあたって適用されます。

(2)無断キャンセルはキャンセル料として利用料金の100％を頂戴します

当社のサービスは会員登録を完了することにより受けられるものとします。 会員資

(3)遅刻によるレッスン時間の延長や振替は行いません

格を他者に譲渡することはできません。

(4)交通事情など会員に責のない理由でも補償をお約束できません
当社より補償に関する告知があった場合はこの限りではありません。
その他の取扱いは各利用サービスの規則に準じ、互いに矛盾する規定は各利用サービ

第2条 会員区分

スの規則が優先されます。

(1)ビジター・・・当社の提供する一部サービスを受けられる会員
(2)メンバー・・・当社の提供する専用サービスを受けられる会員
各会員の利用範囲および特典、その他の会員については別途定めます。

第12条 中断による返金

当社のサービスを利用する方を「利用者」と称します。

会員都合によるサービスの利用中断(開始当日・利用中のプラン変更及び解除を含む)に
よる利用料金の返還は行わないものとします。
その他の取扱いは各利用サービスの規則に準じます。

第3条 個人情報の取扱い
会員は会員登録及びサービスの利用に際し必要となる個人情報、関連情報を当社に提
供するとともに当社が会員の個人情報を取扱うことについて同意するものとします。

第13条 月額サービス

当社は会員より提供された個人情報を個人情報保護法等を遵守するとともに適切な管

サービス適用期間は毎月1日から末日とします。変更、解除は期日までに所定の手続き

理・保護に努め、法令の規定により提供を行う場合を除き、当事者の同意なしに第三

をすることにより翌月1日より適用されます。

者への開示・提供を行うことはありません。

期日とその他の取扱いは各利用サービスの規則に準じます。

第4条 個人情報の利用範囲

第14条 免責その他

当社は個人情報を以下の目的の範囲内でのみ利用するものとします。

(1)利用者は自己の責任と危険負担においてレッスンに参加するものとし、レッスン中

(1)適切なサービス提供と利用に関する安全管理

に生じた怪我その他の事故等、何らかの損害を被った場合について故意または重大な

(2)各種申込、契約、予約等の締結と確認

過失がない限り当社は一切の責任を負いません。

(3)質問相談等問い合わせへの対応

(2)利用者の健康状態によりスタッフの判断でレッスンを中止、延期する場合がありま

(4)サービス開発、改善向上のための調査・分析

す。また他者に感染する恐れのある疾病がある場合にレッスン参加とスタジオへの入

(5)その他何らかの理由により連絡を取る必要が発生したとき

室をお断りする場合があります。

提供された情報やデータ等は統計情報として個人を特定できない状態で利用及び公開

(3)レッスン中は必要によりトレーナーが身体に触れる場合があります。

する場合があります。また一部個人情報管理を外部委託する場合があります。

(4)スタジオ内外での事故、怪我、利用者同士のトラブルに関して一切の責任を負いま
せん。
(5)所持品は自己の責任において管理してください。紛失や盗難に関して一切の責任を

第5条 会員資格
(1)当社のサービスを理解し本規約に同意された方

負いません。

(2)営業活動や勧誘目的でない方

(6)利用者が本スタジオ内及び外部のイベント会場において自己の責に帰すべき事由に

(3)暴力団関係や反社会的団体に所属していない方

より、会社または第三者に損害を与えた場合は、利用者はその賠償の責に任ずるもの

運動の制限など必要に応じ医師の証明書等をご提出いただく場合があります。

とします。

また当社がふさわしくないと認めた方の入会はお断りします。

(7)異常気象やその他何らかの理由により業務遂行が困難と判断した場合、スタジオ及
びイベントを休業とします。休業による補償はお約束できません。

第6条 未成年の利用
未成年が会員となる場合、保護者同意の署名が必要となります。

第15条 忘れ物の取扱い

この場合保護者は、自ら会員になった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯

忘れ物は一定の保管期間経過後に一切の権利を放棄したものとし、当社の判断で処分

して負担し、本規約に定める危険負担と本スタジオの免責につき同意するものとしま

することに異議を述べないものとします。ただし、腐敗等衛生安全上問題となる恐れ

す。

のあるものは期間に関係なく処分できるものとします。

継続的なサービス利用に関する申込、解約、変更、金銭の授受が発生する場合は保護
者同席のもと手続きを行うものとします。

第16条 変更事項
会員は提供する個人情報に変更のあった場合、身体や運動に関する申告内容に変更の
あった場合は速やかに申し出るものとします。

第7条 入会手続きと費用
所定の用紙にて申請をおこない、当社による審査承認後、入会金の授受により会員登
録が完了となります。入会金は入会契約締結及び履行のための必要費用であり、いか

第17条 諸費用の改定

なる理由でも返還は行いません。

当社は本規約に基づいて会員が負担すべき諸費用を社会情勢・経済状況の変動等を参

ビジター入会金

無料

考にして改定することができます。この場合、改定の1ヶ月以上前までに会員に告知す

メンバー入会金

\15,000(税込)

るものとします。

ビジター会員はスタッフへ申告し変更手続きを完了した当日からメンバー会員となる
ことができます。

第18条

細則
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本スタジオが定めるものとし

第8条 退会

ます。

会員の任意による退会、また最終利用日より5年以上利用がなかった場合、死亡また
は失踪宣言を受けた場合に自動的に退会とします。再入会時には入会手続きと入会金
の納付が発生します。再入会による各種初回特典等の復権は行いません。

第20条 改定
本規約の改定及び変更は当社により為されるものとし、その効力は当該改定及び変更
時に在籍する全ての会員に及ぶものとします。なお、当社が本規約の改定及び変更を

第9条 除名
当社は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員の除名をすることが

行うときは改定日の1 ヶ月以上前までにその内容を施設内への掲示及び当社WEBサイ
ト等にて会員に告知するものとします。

できます。また未納金がある場合は請求することができます。
(1)当社の定める諸費用を2ヶ月以上滞納したとき

第21条 附則

(2)本スタジオの施設を故意に毀損したとき

平成29年1月

施行

(3)本規約、その他本スタジオが定める規則に違反したとき

平成30年5月

改定

(4)本スタジオの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき
(5)提供された個人情報や申告内容に虚偽が判明したとき
(6)その他当社が会員としてふさわしくないと認めたとき
第10条 スタジオ利用に関する禁止事項
(1)予約時間外の不必要な滞在
(2)利用資格のない者の滞在(お子様含)
(3)貴重品、危険物、ペット、その他不適切な物品の持ち込み
(4)他者に迷惑を及ぼす行為

運営・問い合わせ

エスエルアール株式会社
https://slr.co.jp/

〒101-0051
東京都千代田区神田神保町2-10-31 iWビル6階
Tel：03-6386-3426 （平日10:00-17:00）
Mail：info＠slr.co.jp

(5)備品等の持ち出し
(6)その他公序良俗に反する行い
スタジオボディリンク

陸上競技クラブ リアクト

（24時間受付）

