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会 員 規 約 

 本規約は、園原夫婦株式会社（以下「当社」といいます。）が
運営する投資実践会（以下「当会」といいます。）が提供するサ
ービス（以下「本件サービス」といいます。）を利用する者（以
下「会員」といいます。）が遵守すべき事項を定めるものであ
り、会員は本規約に同意したうえで当会に入会するものとしま
す。 
 
第１条（当会の目的） 
 当会は、証券投資を会員が自ら実践し、その内容及び結果を
当会が主催する投資実践会において会員間で報告、検証、議論
して共同研究を行うことによって、証券投資に関する知識、経
験を深めることを目的としており、特定の銘柄や特定の金融商
品の購入を何ら推奨するものではなく、特定の証券会社との契
約締結を促したり、投資助言・代理等を行うものではありませ
ん。 
 
第２条（本規約の適用範囲） 
１ 当社は、本規約に従い、当会を運営するものとします。 
２ 本規約は、本件サービスの利用に関し、当社及び会員に適
用します。第５条で規定する会員契約が成立後、会員は誠実
に本規約を遵守する責務が発生します。 

３ 当社が別途規定する個別規定及び当社が随時、会員に対し
通知する追加規定は、本規約の一部を構成します。本規約と
個別規定及び追加規定が異なる場合には、個別規定及び追加
規定が優先するものとします。 

 
第３条（本件サービス） 
 当社及び当会が会員に提供する本件サービスの内容は、以下
のとおりです。 
・投資実践会の主催・運営 
・四季報活用の動画研修キットの提供 
・その他当社及び当会が本件サービスの内容に加えることとし
たサービス 
 
第４条（契約の種類） 
１ 本件サービスは、会員のみが利用することができるものと
します。 

２ 本件サービスは、会員契約を締結することにより会員全て
が提供を受けることのできるサービスから構成され、会員契
約とは、本件サービスを受ける資格を有するものを規定する
契約であり、第５条で規定する会員契約が成立した日より第
７条の規定に従い会員が退会を申請し退会が成立するまで
の間、又は第８条に従い当社が会員資格の中断・取消を行う
までの間有効とします。 

３ 当社は、会員契約が成立している間、会員契約の申し込み
時及び登録内容の変更時等に会員より申請された内容及び
本件サービス利用のため付与された会員の情報を保持する
ものとします。 

 
第５条（会員契約の成立） 
１ 当会への入会を希望する者（以下「入会希望者」といいま
す。）は、本規約を承諾した上で、当社が別途指定する所定の
入会希望書に従い、当社が求める登録情報に正確な情報を記
入し、提出していただきます。 

２ 入会希望者は、当社及び当会が、特定の銘柄や特定の金融
商品の購入を何ら推奨するものではなく、証券投資は全て自
己の判断に基づき自己の責任と費用をもって行うものであ
り、証券投資の結果生じた損失その他について、当社が、一
切の責任を負うものではなく、当社に対して何らの責任追及
を行わないことを前提に、当会への入会を申し込むものとし
ます。 

３ 会員契約は、入会希望者が、前２項に基づき会員契約の申
し込みを行い、当社がこれを承諾した時点で成立するものと
します。 

４ 当社は、入会希望者が以下の項目に該当する場合、当該会
員との間で会員契約を締結しない場合があります。 

①入会希望者が、過去に会員規約違反等により、会員の 
 会員資格の取消が行われている場合。 
②申し込み内容に虚偽、誤記又は記入もれがあった場合。 
③法人名や団体名等、個人名以外による申し込みの場合。 
④入会希望者が未成年、成年被後見人、被保佐人、被補助 

 人のいずれかであり、入会申し込みの際に法定代理人、 
 後見人、保佐人もしくは補助人からの同意を得ていなか
った場合。 

⑤入会希望者が反社会的勢力又はそれに準ずるものに該
当する場合。 

⑥入会希望者が第 13 条で禁止している事項を行うおそれ   
がある場合 

⑦当社が行う入会審査の結果その他当社が、入会希望者を      
会員とすることを不適当と判断する場合。 

５ 当社が、会員の登録情報が虚偽又は正確ではないと判断し
た場合、会員登録を削除し、会員としてのサービス利用をお
断りさせていただく場合があります。 

 
第６条（登録内容の変更） 
１ 会員は、入会申し込みにおいて、届け出た内容に変更があ
った場合には、速やかに所定の変更の届出を行うものとしま
す。 

２ 会員は、前項の届出を怠った場合に、当社からの通知が不
到達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされ
ることをあらかじめ異議なく承認するものとします。 

 
第７条（退会） 
１ 会員の退会は原則半年間経過した後、退会可能とします。 
２ 会員が退会を希望する場合には、退会希望日の６０日前ま
でに当社が別途定める手順にて会員本人より当社に届け出
るものとし、当社に対する債務全額を直ちに支払うものとし
ます。 

３ 当社は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わない
とともに、会員は、退会に伴い、当社に対して、名目を問わ
ず何らの請求権も有しないものとします。 

 
第８条（会員資格の中断・取消） 
１ 会員が以下の項目に該当する場合、当社は、事前に通知す
ることなく、直ちに当該会員の会員資格を中断または取り消
すことができるものとします。 

①入会申し込みにおいて、虚偽の申告を行ったことが判明
した場合。 

②第 13条で禁止している事項に該当する行為を行った場
合。 

③料金等の支払債務の履行遅延又は不履行が１回でもあ
った場合。 

④手段を問わず、本件サービスの運営を妨害した場合。 
⑤自己又は第三者が行う事業若しくはネットワークビジ      
ネス等の営業行為、宗教の勧誘その他自己以外の会員に      
対して本件サービスとは無関係の何らかの営業行為や      
勧誘行為を行った場合。 

⑥本規約に違反した場合。 
⑦第６条で規定する登録内容の変更を相当期間怠ったと      
当社が判断した場合。 

⑧会員として不適切と当社が判断した場合。 
２ 会員資格が取り消された場合、当該会員は、当社に対する
債務の全額を直ちに支払うものとします。このとき、当社は、
既に支払われた料金等の払戻義務、損害賠償義務その他名目
を問わず当該会員に対する金銭の支払義務を一切負わない
ものとします。 

 
第９条（会員情報の保護） 
１ 当社は、入会申し込み又は本件サービスを提供する目的の
範囲で会員より氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、メ
ールアドレス等個人を認識もしくは特定できる情報（以下
「会員情報」という。）を収集し、適切に取り扱うものとしま
す。 

２ 当社は、前項にかかわらず会員情報を、以下の各号に定め
る場合に利用し、または契約等により会員情報を適切に管理
するよう義務づけた第三者に提供することがあるものとし、
会員はこれに同意するものとします。 

①会員が、会員情報の開示について同意している場合。 
②当社が、本件サービスの利用動向を把握する目的で収集
した統計個人情報（会員の個人が特定できない情報群）
を開示する場合。 

③当社に対して、法令、司法機関又は行政機関の命令に基

づき会員情報の開示が求められた場合。 
３ 当社は、業務委託先と会員情報の保護にかかわる契約を締
結することにより、会員の会員情報を預託させることができ
るものとします。 

４ 当社は、会員よりの会員情報の照会、訂正、削除等の連絡
があった場合、内容を検討し、合理的な期間内に適切に対応
するものとします。 

５ 会員は、本件サービスの利用を希望する場合、当社へ会員
情報を提供する義務があり、かつ会員情報の提供に同意しな
い場合、本件サービスの利用ができないことに同意するもの
とします。 

 
第 10条（サービスの運営） 
１ 当社は、本件サービスの運営に関し、完全かつ独自の裁量
を有しているものとします。 

２ 当社は、本件サービスの運営上で必要と思われるその他の
一切の処置を任意に行う権限を有しているものとし、会員は、
当社が行う一切の処置に関して、何らの請求権を取得するこ
とのないものとします。 

 
第 11条（入会金・月会費） 
１ 会員は、当社に対し、サービス契約の締結に際し、当社が
定める入会金を支払うものとします。 

２ 会員は、当社に対し、本件サービス利用の対価として、当
社が定める月会費を支払うものとします。 

３ 当社は、会員に対して３０日前に事前の通知を出すことに
より、月会費を改定することができるものとします。 

 
第 12条（報告義務） 
 会員は、他の会員又は第三者が本規約に違反していることを
知った場合、直ちに当社に報告しなければならないものとしま
す。 
 
第 13条（禁止事項） 
１ 会員は、本件サービスの利用にあたって、以下の行為を行
ってはならないものとします。 

①金融商品取引法その他法令に違反し、又は違反するおそ
れのある行為。 

②会員間での貸付け、売買その他会員間において何らかの
権利義務関係を発生させる行為。 

③会員又は第三者と協力等して仕手その他株価操縦等の 
 おそれのある行為。 
④当社、他の会員又は第三者の財産権、著作権その他の権   
利を侵害し、若しくは侵害するおそれのある行為。 

⑤当社、他の会員又は第三者の秘密情報若しくはプライバ 
シーを侵害し、若しくは侵害するおそれのある行為。 

⑥①より⑤の他、当社、他の会員又は第三者に不利益又は
損害を与え、若しくは与えるおそれのある行為。 

⑦自己又は第三者が行う事業若しくはネットワークビジ
ネス等の営業行為、政治団体、宗教団体への勧誘その他、
他の会員に対して本件サービスとは無関係の何らかの
営業や勧誘に関する行為。 

⑧会員としての権利、立場を、他の会員、第三者等に譲渡、
承継、行使させ又は担保に供する等の行為。 

⑨当社、他の会員又は第三者を誹謗中傷する行為。 
⑩通信販売、連鎖販売取引及び業務提供誘引販売取引等に
利用する目的をもって他の会員の情報等を収集、使用又
は開示する行為。 

⑪犯罪的行為、又は犯罪的行為に結び付く行為、もしくは
そのおそれのある行為。 

⑫公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為、若
しくは公序良俗に反する情報を他の会員又は第三者に
提供する行為。 

⑬公職選挙法で規制及び禁止する選挙運動行為。 
⑭その他、当社が不適切と判断する行為。 

２ 会員は、前項に該当する行為によって当社、他の会員又は
第三者に損害が生じた場合、会員資格を喪失した後であって
も、全ての法的責任を負うとともに自ら解決するものとし、
当社に一切の責任を負わせず、費用を負担させないものとし
ます。 

 

第 14条（権利関係） 
１ 会員は、本件サービスに基づき当社が提供する文書、会員
専用動画コンテンツ等の著作物、プログラム、ソフトウェア
等に関する所有権、著作権その他の権利は当社に帰属するこ
とを確認します。 

２ 会員は、いかなる目的・方法においても、本件サービスを
通じて提供された一切の情報（以下「本件情報」という。）を、
会員個人の私的利用の範囲外で使用することができないも
のとし、第三者に本件情報を提供し、また、ＳＮＳ、ブログ
その他の媒体を用いて公開する等してはならないものとし
ます。 

３ 本条の規定に違反して紛争が発生した場合、会員は、自己
の責任と費用をもって当該紛争を解決するとともに、当社を
いかなる場合においても免責し、損害を与えないものとしま
す。 

 
第 15条（本件サービスの中止・中断） 
１ 当社は、以下の事項に該当する場合、本件サービスの運営
を中止中断できるものとします。 

①本件サービスに使用するシステムの保守等を定期的に
又は緊急に行う場合。 

②戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、火災、津波、停電 
その他の非常事態により、本件サービスの提供が通常ど
おりできなくなった場合。 

③本件サービスの提供が技術的に困難または不可能とな 
った場合。 

④その他、当社が、本件サービスの運営上、一時的な中断
が必要と判断した場合。 

２ 当社は、前項の規定により本件サービスの運営を中止中断
するときは、その旨を会員に通知するものとします。ただし、
緊急やむを得ない場合は、この限りではないものとします。 

３ 当社は、本件サービスの中止中断等により会員又は第三者
が被ったいかなる損害について、理由を問わず一切の責任を
負わないものとします。 

 
第 16条（免責事項） 
１ 当社及び当会は、会員に対して証券投資に関する一般的な
知識を提供し、会員同士が証券投資の結果を報告、検証、議
論して共同研究を行う場として投資実践会の運営を行うも
のであって、特定の銘柄や特定の金融商品の購入を何ら推奨
するものではなく、特定の証券会社との契約締結を促したり、
投資助言・代理等を行うものではありません。 

２ 当社は、本件サービスの内容、及び本件サービスを通じて
会員が受領する情報等について、その完全性、正確性、確実
性、有用性等のいかなる保証も行わないものとします。 

３ 当社は、本件サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、
停止、廃止、又は本件サービスを通じて登録、提供される情
報等の流失もしくは消失等その他本件サービスに関連して
発生した会員又は第三者の損害について、一切の責任を負わ
ないものとします。 

４ 当社は、会員又は第三者の行為によって会員に発生した損
害について一切の責任を負わないものとします。 

 
第 17条（損害賠償責任） 
 会員は、解除、解約又は本規約に違反することにより当社に
損害を与えたときは、その損害の全て（弁護士費用を含む）を
賠償しなければならないものとします。 
 
第 18条（規約の変更） 
 当社は、会員の承諾を得ることなく、本規約を変更できるも
のとし、当該変更が会員に通知された場合、通知後、会員には
変更後の規約が適用されるものとします。 
 
第 19条（協議解決）  
 本規約に定めのない事項、又は本規約の解釈について疑義が
生じたときには、当社と会員は双方誠意をもって協議の上解決
するものとします。 
 
第 20条（合意管轄） 
 本件サービスに関し裁判上の紛争が生じたときには、東京地
方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 


