個人会員規約

ｍｙｓоｌｅ協会会員規約

第 1 条（適用範囲）

(3)シニアアドバンスマイスター

mysole 協会会員規約（以下「本規約」とい

(4)グランドマイスター

う）は一般社団法人 mysole 協会（以下「協

3.資格認定を受けるには，協会が資格ごと

会」という）の会員および協会に入会しよ

に定める認定料を納める必要があります。

うとする方に適用します。

4.前項の認定料の納付日をもって資格認定

第 2 条（目的）

日とします。

協会は，会員が協会の提供する研修・セミ

5.第 2 項に定める 4 つのランクに応じ，

ナー等（以下「セミナー等」という）のサ

mysole マイスターとしての活動条件およ

ービスを利用し，理学療法士，作業療法士，

び特典が異なります。その他ランクに関す

義肢装具士等をはじめとするすべての医療

る詳細は協会ホームページでご確認いただ

従事者ならびにスポーツインストラクター

けます。

等の健康産業従事者の資質の向上ならびに

6.mysole マイスターとして活動する際には，

オーダーメイドインソール「mysole®」の

必ず会員証を携帯するものとします。

普及活動を通じ，市民の健康維持・健康増

第 5 条（入会資格）

進・運動機能の向上を図ることを目的とし

協会の入会資格は，以下のとおりとし，次

ます。

の項目すべてに該当する方とします。

第 3 条（管理運営）

(1)理学療法士，作業療法士，義肢装具士そ

1.協会が主催するセミナー等で利用するす

の他医療従事者およびスポーツインストラ

べての施設（臨時的に設置する施設を含む）

クター等の健康産業従事者であって協会が

は，協会が管理運営します。協会は，各施

入会を相当と認める方。

設内に，管理運営にあたる責任者を少なく

(2)本規約および協会が定める「個人情報保

とも１名配置します。

護方針」に同意いただける方。

2.前項の規定に関わらず，協会が必要と認

(3)反社会的勢力の関係者でない方。

める場合には，施設の管理運営を他に委託

(4)過去に協会より除名の通告を受けていな

することができるものとします。

い方。

第 4 条（会員制）

第 6 条（入会手続）

1.協会は会員制とし，会員に対し，会員証

協会に入会しようとするときは，以下に定

を発行します。

める手続きを行うことにより，入会申込を

2.前項の会員証は協会の主催するセミナー

行っていただきます。

等の受講履歴および会員の実務経験・技術

(1)協会所定の入会申込書により，本規約お

レベル等を総合的に判断し，以下の４つの

よび「個人情報保護方針」に同意の上，入

ランクに区分して資格を認定し発行します。

会申込を行っていただきます。

(1)ベーシックマイスター

(2)協会は，協会所定の基準に従い，入会資

(2)ジュニアアドバンスマイスター

格の有無を判断の上，入会の承諾を行いま
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す。

継の対象にはなりません。

第 7 条（変更手続等）

第 11 条（禁止事項）

1.会員の入会申込書に記載した内容に変更

会員は，次の行為をしてはいけません。

があったときは，遅滞なく変更事項に関す

1.協会および他の会員に対する誹謗，中傷

る届出をしていただきます。

する行為。

2.協会から会員に宛ててする通知，連絡そ

2.協会が所有する特許権，商標権，著作権

の他サービスの提供は，会員から届出のあ

その他知的財産権を侵害する行為。

った住所その他連絡先に対して行います。

3.協会が主催するセミナー等の内容につい

会員自身の変更届出遅滞により発生する不

て，協会の許可なく録画・録音する行為な

利益に対して協会は責任を負わないものと

らびに，無許可で録画・録音した内容をＳ

します。

ＮＳ等で広く一般に公開する行為。

3.会員は，会員証を紛失したときは，協会

4.協会の許可なく，類似のセミナー等を開

に対し速やかに紛失した旨を報告するもの

催する行為。

とします。

5.協会および mysole®の製造元との間で別

4.会員証の再発行手数料は，会員の負担と

途契約する業務委託契約に基づき，

させていただきます。

「mysole®」の販売・勧誘をする際，詐術

5.会員証の再発行後に，紛失した会員証が

を用いまたは強引に購入を迫るなど，消費

発見された場合には，遅滞なく協会に再発

者を困惑させる行為。

行前の会員証を返却していただきます。

6.その他法令違反，公序良俗に反する一切

6.第 4 条第 2 項各号に定める会員のランク

の行為。

に変更があった場合，旧ランクの会員証の

第 12 条（免責）

返却と引換えに新しいランクの会員証を交

1.会員が協会が主催するセミナー等の受講

付するものとします。

中および会場等への移動中における，怪我

第 8 条（個人情報保護）

や損害その他の事故について，協会に故意

協会は，協会が保有する会員の個人情報を，

または重大な過失がない限り，協会は当該

協会が別途定める個人情報保護方針に従っ

損害等に対する一切の責任を負いません。

て管理します。

2.協会の会員が mysole マイスターとして

第 9 条（会員資格の取得）

独立して活動する場合において，顧客等第

第 6 条の入会手続きが完了し，協会が発行

三者の生命，身体に危害を及ぼし，財産な

する会員証を受け取ったときに，会員資格

どに損害を与えたとき，または第三者との

を取得するものとします。

間に紛争を生じたときは会員自らの責任に

第 10 条（会員資格の相続・譲渡）

おいてこれに対処するものとし，協会は一

1.協会の会員資格は他の方に譲渡，売買，

切責任を負わないものとします。

貸与，名義変更，質権および譲渡担保権の

第 13 条（会員資格の喪失・除名）

設定その他一切の処分をすることができま

1.会員は次の各号に該当する場合，その会

せん。

員資格を喪失し，会員名簿から除名されま

2.協会の会員資格は相続その他の包括承

す。
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(1)死亡したとき。

ります。

(2)本規約に違反し，違反の程度その他諸般

第 15 条（退会手続）

の事情を考慮して，協会が除名すること

1．協会を退会する場合には，協会所定の退

が相当であると判断したとき。

会申込書に必要事項を記入の上，協会に提

(3)第 5 条の入会資格に該当しなくなった

出してください。

とき，または入会資格を満たしていなか

2．前項により退会する場合および第 13 条

ったことが入会後に判明したとき。

の規定により会員資格を喪失した場合は，

(4)その他協会が会員としてふさわしくな
いと認めたとき。

協会から交付を受けた会員証を速やかに返
却してください。

2.前項のうち第 2 号および第 4 号に該当す

第 16 条（運営システムの変更について）

ることにより除名する場合には，会員に対

1.協会は，協会の運営システムを，必要と

して弁明の機会を与えるものとします。

判断したときは会員の同意を得ることなく，

第 14 条（会員資格の更新手続）

変更することができます。

1.協会の会員資格の有効期間は協会が定め

2.前項の場合，協会は１か月前までに，会

る基準日から２年間です。更新制度に関す

員にこれを告知します。

る詳細は別紙「更新制度のご案内」をご参

第 17 条（本規約等の改定）

照ください。

1．協会は，本規約その他諸規則の改定を会

2.前項の規定に関わらず，入会初年度およ

員の同意を得ることなく行うことができま

び認定資格がランクアップした際の更新制

す。なお，改定を実施するときは，あらか

度には特例がございますので，こちらも詳

じめ改定の 1 か月前までに告知するものと

細は「更新制度のご案内」をご参照くださ

します。改定した本規約その他諸規則の効

い。

力は入会の時期に関わらず，所属する会員

3.会員証の更新の手続は，有効期間の末日

全員に及ぶものとします。

から遡って１年以内に開催される更新用研

2．前項の規定に関わらず客観的に明らかに

修の受講の際に所定の更新申請書を提出す

会員にとって有利な変更（例：認定料の値

るものとします。

下げ等）は，告知後直ちに規約変更の効力

4.協会は，やむを得ない事由により更新用

が発生するものとします。

研修を所定の期間内に受講できない会員が

第 18 条（告知の方法）

いる場合，当該会員からの更新希望の申出

本規約における会員への告知は，原則とし

に基づき，事情を総合的に判断した上で更

て，協会のホームページに掲載する方法に

新を認めることができます。

よるものとします。

5.前項の場合に，更新申請された方につい

第 19 条（管轄の合意）

ては，本来の有効期限の末日において更新

本規約その他諸規則に起因または関連する

申請があったものとして取り扱います。

紛争が生じたときは，協会の主たる事務所

6.更新には，協会が別途定める更新料の支

を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管

払いが必要です。

轄裁判所とします。

7.更新申請の際には，協会による審査があ
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（社）mysole 協会お問い合わせ窓口
■サービスのお問い合わせ・ご意見・
ご要望はこちらまで
ＨＰ：http://mysole.jp/kyokai/
０７８－６５２－０１２２
受付時間９：００～１７：００
（土・日祝・年末年始を除く）
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【別紙】

更新制度のご案内
当協会における更新制度を下記にてご説明いたします。

① 基準日について
毎年４月１日とする

② 認定期間について
1. 初回認定期間

◆認定日＝認定料入金日

サービス期間(認定日から直近の基準日）+2 年 【説明図 1 参照】
2. ランクアップ時の初回認定期間

\\\\

サービス期間(認定日から直近の基準日）+2 年【説明図 2 参照】

3. 上記 1.2.以降の継続期間は２年ごとです。
★引き続き同じランクで更新をされる場合は、更新勉強会をご受講の上、更新料をお納めいただきます。

説明図 1：認定期間の考え方

説明図 2：ランクアップ時の考え方

一般社団法人

mysole協会

諸費用一覧

会員様のご負担を軽減し！末永くmysoleで社会貢献して頂きたく！改善致します！!
表示価格は全て税別表記

◆認定日について
認定日＝認定料入金日

セミナー受講者

必要金額
ベーシック
セミナー受講料

認定料

更新料

ジュニア

¥50,000
-

シニア

¥75,000

グランド

¥100,000

ベーシック

¥15,000

ジュニア

¥15,000

シニア

¥15,000

グランド

¥15,000

ベーシック

¥15,000

ジュニア

¥15,000

シニア

¥15,000

グランド

¥15,000

会員証
再発行手数料
※1

徴収時期

¥2,500

セミナー受講時

認定時

更新勉強会受講時
（会員期限について(※1)）

再発行日

会員期限は、基準日(毎年４月1日）より２年。初回のみ認定日から基準日までのサービス期間を設けます。
更新勉強会は1年前より受付致します。

