
会員利用規約

本規約は、一般社団法人 Social Eight（以下、当社という）が運営するメンバーシップ事業（以

下、本事業という）で提供するサービスの利用に関し、適用されます。

第１条 （メンバー）

メンバーとは、予め本規約を承認のうえ、所定の手続によりメンバー登録の申し込みを行い、 当

社より承認を得て、メンバーシップ制度（以下、本制度という）に参加した法人、個人事業主、団

体、自治体、個人等をいいます。

第２条 （メンバー登録の内容の変更）

メンバーは、会社名・代表者名・住所・電話番号・メールアドレス等のメンバー登録の内容に変更

が生じた場合には、所定の手続きにより当社に遅滞なく通知するものとします。

第３条 （規約の範囲）

1. 本規約は、当社が提供する第５条記載の各種サービス（以下、本サービスという）の利

用に関し適用されます。

2. 本規約とは別に当社が定めた諸規定ならびに本サービスで定められた個別規約（以

下、総称して個別規約という）は、本規約の一部を構成します。

3. 本規約と個別規約の内容に相違がある場合には、原則として個別規約が優先するもの

とします。

第４条 （規約の変更）

1. 当社は、本規約を随時変更することがあります。かかる変更がなされた場合、メンバー

による本サービスの利用条件その他契約の内容として、変更後の新たな規約の内容が

適用されます。

2. 当社は、前項の変更を行う場合には、一定の予告期間をおいて、当社のホームページ

上での掲載またはその他の当社が適切と判断する方法にて変更後の規約の内容をメ

ンバーに通知します。

第５条 （本サービスの内容）



当社は、メンバーに対して当社および、その他サービス提供事業者（以下、総称してサービス提

供事業者という）の提供する次のサービスを提供します。

1. 基本サービス

① Membersミーティング

② Membersアカデミー

③ Membersマッチング

※サービス内容の詳細は別途、個別サービス資料に記載しています。

2. オプションサービス

基本サービス以外に当社およびサービス提供事業者が提供するサービス

※サービス内容の詳細は別途、個別サービス資料に記載しています。

3. 本条で掲示した本サービスの一部については、サービス提供事業者の承認が必要な

サービスがあります。

4. 本条で掲示した本サービスの一部については、一部のメンバーは利用することができま

せん。 　

※自治体及び個人等（学生含む）は、 Membersマッチングを利用できません。

5. 当社は、本サービスの提供に際し利便向上に努めますが、提供を保証するものではあ

りません。本サービスは、運用上の理由により適宜中止、変更等することがあります。但

しこの場合でも当社およびサービス提供事業者はいかなる責任も負いません。

第６条 （提供区域）

本サービスの提供区域は、日本国内とします。

第７条 （営業時間）

1. 本サービスに関するお問い合わせの受付は、原則9時より17時45分（土曜日、日曜日、

国民の祝日、GW、夏季休業、年末年始を除く）とします。なお個別規約において定めら

れている場合はこの限りではありません。

2. 本サービスに関するお問い合わせの受付方法は、原則お問い合わせフォームからの受

付とします。なお個別規約において定められている場合はこの限りではありません。



第８条 （情報等の取扱い）

1. 本サービスで提供する情報等の知的財産権は、全て当社またはサービス提供事業者

に帰属します。メンバーは、本サービスを通じて入手した如何なる情報等も第三者に開

示し、または複製、販売、その他の方法においても第三者に提供することはできませ

ん。

2. 前項の規定は、会員が退会した後も適用されます。

第９条 （メンバー情報の取扱い）

1. メンバーは、本サービスが円滑に提供されることを目的に、当社およびサービス提供事

業者に対して、必要な範囲内で、メンバーが登録申込時に届け出た情報およびメンバー

の本サービス利用履歴等の情報（以下、メンバー情報という）を提供することをあらかじ

め承諾するものとします。

2. メンバーは、当社およびサービス提供事業者が以下の目的のため、必要な範囲内でメ

ンバー情報を利用することをあらかじめ承諾するものとします。

１） ダイレクトメール発送等、商品やサービスに関する提案や案内

２） 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による商品やサービスの

　　 研究開発

３） その他本サービスを適切かつ円滑に履行するに必要な行為

3. 当社およびサービス提供事業者は、メンバー情報を厳正に管理し、会員のプライバ

シー保護のために必要な措置を適切に講じるよう努めます。

4. 当社は、本条第1項のほか、以下の場合を除き会員情報を第三者に提供しません。

１） あらかじめ会員の同意が得られた場合

２） 法令または公の機関により開示を義務付けられた場合

３） 合併その他の理由による事業の承継に伴って会員情報を提供する場合

４） 本事業の運営の目的でメンバー情報の取扱いを委託する場合

５） 個別のメンバーを識別できない状態で提供する場合

5. 当社は、当社が別に定める所定の期間を経過したときは、メンバー情報を廃棄できるも

のとします。



第１０条 （個人情報の取扱い）

1. メンバーの代表者、担当者等の個人情報についても、前条の規定が適用されるものとし

ます。但し、この場合「メンバー」を「個人」と読み替えて適用するものとします。

2. 当社に対する個人情報の提供がいただけない場合、適切なサービスをご利用できない

ことがあります。

第１１条 （加入期間）

メンバーは、当該加入期間満了日の1ヵ月前までに、メンバーから第14条の手続きに従い退会

の申し出がない限り、自動的に更新されるものとします。

第１２条 （利用料金等）

1. メンバーは、本制度への参加のため、以下の基本料を支払います。

オフィシャルパートナー

サービス内容

1. ホームページに会員情報を掲載（任意）

2. 基本サービス

3. 年一回イベントにブース等出店権利

4. 各種イベント、プロジェクト参加権

基本料金 11,000円 / 月額

個人事業主・小規模企業（従業員5名未満）

サービス内容

1. ホームページに会員情報を掲載（任意）

2. 基本サービス

3. 各種イベント、プロジェクト参加権

基本料金 2,200円 / 月額

法人企業

サービス内容
1. ホームページに会員情報を掲載（任意）

2. 基本サービス



3. 各種イベント、プロジェクト参加権

基本料金 3,300円 / 月額

個人

サービス内容

1. ホームページに会員情報を掲載（任意）

2. 各種イベント参加権

　  ※運営のサポートをご依頼する場合がございます。

基本料金 1,100円 / 月額

学生（高校生以上）

サービス内容
　各種イベント参加権

　※運営のサポートをご依頼する場合がございます。

基本料金 　550円 / 月額 または、5,500円 / 年額

2. メンバーは、上記金額をクレジットカード払い、振込支払いの方法により支払います。

3. メンバーは、毎月1日における本制度への参加により、当該月の基本料金を支払うもの

とし、月途中での新規申し込みでは当該月の基本料金は無料とします。

4. 当社は、経済情勢の変化やサービスの変更等により、基本料金の料金改定をすること

があります。

5. メンバーは、基本料金以外に本サービスの利用に伴い発生する利用料金について、別

途個別規約に定める算定方法、支払方法により支払うものとします。

第１３条 （退会）

1. メンバーは、退会する場合、当社へ退会の届け出を行います。

2. 当社は、メンバーの退会の時期に関わらず、既に受領済みの会費については返還しま

せん。

3. メンバーは、本サービスの利用に伴い既に発生している利用料金は、退会の有無にか

かわらず、前条第3項、第5項に従い支払います。



第１４条 （メンバー資格の取消し）

1. 当社は、メンバーが、次の各号のいずれかに該当した場合、何ら催告を要せず、直ちに

メンバー資格を取り消すことができます。

① 当社に対し不利益を及ぼす行為をし、またそのおそれがあるとき

② 当社の名誉、信用を毀損し、機密を漏洩し、損害を与え、またはそのおそれが

　 あるとき

③ 国または公共団体を含め第三者による差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、　 も

しくは競売の申立てがあったとき、または租税公課を滞納し督促を受けたと

　 き

④ 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算その他の法的倒産手続の申

　 立てがあったとき、または解散（法令に基づく解散も含む）、清算もしくは内

　 整理の手続に入ったとき

⑤ 手形または小切手を不渡りとしたとき、その他支払停止状態に至ったとき

⑥ 関係官庁から営業停止、営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けたとき

⑦ 第１２条に定める会費等の支払いを遅延したとき

⑧ その他、本契約の一つにでも違反したとき

2. 前項の規定の適用によりメンバーに損害が生じた場合でも、メンバーは、当社および

サービス提供事業者に対しに何ら請求をしないものとします。また、当社またはサービ

ス事業者に損害が生じたときは、メンバーは、その責任を負います。

3. 本契約が本条第１項によって解除された場合、当社がメンバーより預かっている返却を

必要とする書類等については、当社は、メンバーの届出住所に郵送する方法で返却し

ます。

第１５条 （反社会的勢力の排除）

1. メンバーは、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない

者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊

知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下、暴力団員等という）に該当しないこ



と、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当し

ないことを確約します。

① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目

的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしている

と認められる関係を有すること

⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべ

き関係を有すること

2. メンバーは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わな

いことを確約します。

① 暴力的な要求行為

② 法的な責任を超えた不当な要求行為

③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為

④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手

方の業務を妨害する行為

⑤ その他前各号に準ずる行為

3. メンバーが、暴力団員等もしくは本条第１項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各

号のいずれかに該当する行為をし、または、本条第１項の規定にもとづく表明・確約に

関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社がメンバーの本制度への参加が不適切で

あると判断した場合、何ら催告も要せず、直ちにメンバー資格を取り消すことができま

す。

4. 前項の規定の適用によりメンバーに損害が生じた場合でも、メンバーは、当社及びサー

ビス提供事業者に対しに何ら請求をしないものとします。また、当社またはサービス提

供事業者に損害が生じたときは、メンバーは、その責任を負います。



5. 本契約が本条第３項によって解除された場合、当社がメンバーより預かっている返却を

必要とする書類等については、当社は、メンバーの届出住所に郵送する方法で返却し

ます。

第１６条 （免責）

1. 当社及びサービス提供事業者のサーバー・ネットワーク機器・回線などの故障・停止・保

守作業、停電、天災、その他の理由により第5条第1項に定めるサービスの中断、遅延

などが発生し、その結果、メンバーが如何なる損害を受けた場合においても、当社及び

サービス提供事業者は一切責任を負わないものとします。

2. 当社及びサービス提供事業者は本会のインターネットサービス運営に際し、ウイルスに

よる汚染、不正アクセスによる情報の流出・改ざん等を防止するため必要な措置を適切

に講ずるよう努めていますが、万一それらが発生し、その結果、メンバーが如何なる損

害を受けた場合においても当社は一切責任を負わないものとします。

第１７条 （適用法および専属合意管轄裁判所）

本規約の準拠法は日本法とします。また当社とメンバーとの間で訴訟の必要が生じた場合は、

当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2021年 3月14日制定

2021年 6月  1日改定


