このコミュニティーサークルは、楽しく気楽に参加いただき、出会いの場の提供、ご自身の自己啓発、また将来の
ためになるイベントや勉強会等の場を提供させていただくものです。すべての参加者が楽しめ、公平を期すために、
各約束事に同意の上ご参加下さいますようお願い致します。
以下、当会とはコミュサーあおもりです。会員とは当会登録済み参加者、非会員とは当会未登録での参加者のことで
す。

カップリングサークル 参加・会員規約

第一条
参加資格
独身、かつ真剣にパートナーを探したい、心身ともに健全な方
自分の将来のため、出会う相手や仲間のため、努力することの出来る方
規約、一般的なルール、等を遵守出来る方
その他の参加資格についてはイベントにより違いますので、お申込の際にご確認下さい。
特定の職業、収入のある方（イベントにより異なる場合がありますので都度ご確認下さい。
）
各イベント、サークル活動、場合によりカウンセリングに参加出来る方
日本国籍であること
身分証明書を提示できる方 （当日、またはお申込時に、免許証・保険証などの身分証明書をご持参ください）
※ 万が一、本人確認ができない、または独身証明書に署名いただけない場合は、イベントへの参加をお断りする事
があります。その際のいただいた参加料はお返し出来ませんのでご注意下さい。
第二条
参加申し込みについて
お申込み時に下記のご協力をお願いいたします。
1. 申込み時に必ずプロフィール兼申込書類の提出(メール受付可)
2. 会員規約 ・ 個人情報保護 ・ 独身証明書についての同意書の提出
3. 身分証明書の提示（一部控えさせていただきます）
4. イベントやカウンセリング（有料）等に参加の場合、会費または参加費をその都度お振込みください。
（イベント
によっては徴収方法が変わる場合がございますので、その都度ご確認をお願いします。
）
5. イベント参加中の事故、ケガ等は自己責任とする。
6. 参加者間の故意による事故、ケガ等のトラブルは自己責任とする。
（場合により法的措置をとらせていただく場合
がございます）
7. お申込後、自動返信メールが送信されます。
事務局受付後、改めて当会より『受付メール』をお送りしています。必ず内容をご確認下さい。
また、行違い等のトラブルを防ぐ為、ご自身の「お名前」と「メール確認しました」の返信をお願いします。
※お申込後、土日祝を除き２～３日経過しても『受付メール』が届かない場合はお手数ですが電話にて
お問合せ下さい。
TEL ： 070-5328-2442 （対応時間 土日祝を除く平日 10：30～18：00）
※イベントなどの事情により対応出来ない場合もございますので、その際は後程お掛け直しいただくか、メールにて
ご連絡をお願い致します。
8. お申込の際は、必ず連絡の付くメールアドレス、お電話番号で、氏名も正しく送って下さい。
こちらからの連絡が付かない場合、キャンセルとさせて頂く場合がありますのでご了承下さい。
9. メール、お申込フォーム等の送信の際は、必ず迷惑メール解除、または受信設定をしてから送信して下さい。
10. 当会では、記録のための写真撮影をいたしますが、会報やパンフレット類、HP、SNS などで使用します。
無関係の外部へ提供することはありません。
（使用の際は必ずモザイクを掛けます。
）
11. 当会では、男女の人数差をなるべく抑えるよう調整をしていますので、お申込後、都合により参加を辞退する場
合はお早めにご連絡下さい。 （お申込から 5 日以内、締切日のお申込の場合は 3 日以内にお振込みの確認が
出来ない場合は、事前連絡なしでキャンセル扱いとさせていただく場合がございますのでご了承ください。
）
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第三条
キャンセルについて
1. お申込後、お客様のご都合により参加を辞退される場合は、必ずご連絡をお願いします。
2. お振込後、お客様のご都合によるキャンセルの場合、払い戻しは致しません。当会の都合により延期もしくは
中止の場合には、ご返金いたします。
（何らかの事情により振込が遅れ未入金の場合でも、自己都合でのキャンセ
ルは、キャンセル料として全額お支払いいただきます。
）
3. お申込後、キャンセルのお申し出があった場合、または、指定の期日までに参加費をお支払いただかない場合は、
通知することなくキャンセル扱いとさせていただく場合がございます。 その際は、キャンセル待ちの方を優先
させていただきますのでご了承下さい。
第四条
婚活イベント参加のルール
1. 参加するにあたって、素直、かつ真摯な態度で臨み、スタッフや講師の声に耳を傾けること
2. 服装は、清潔感のある服装でお越し下さい。出会いの場は第一印象がとても重要です。
※一部、例外となるイベント・パーティーもあります。
3. イベント中、同性同士でばかりの会話はしない（あくまでも、異性との出逢いの場という目的意識をしっかり
持って参加して下さい）
4. 相手の良いところを探すよう努める
5. 相手や参加者の批判は絶対にしない
6. カウンセリング及び話し合いで聞いたことは他言しない
7. 本人以外の仲間同士でその人の話を話題にしない（個人情報保護とトラブル回避の目的による）
8. 一度の参加であきらめない
9. 結婚成立の場合は必ずご連絡をお願いします。当会での実績を統計として取っておりますので、
参加者の義務として必ずご協力をお願いいたします。
（ウエディングプランナーのスタッフもおりますので、無料で婚礼に関するご相談もご利用出来ます。また、
必要に応じて、ご結婚に当たって提案をさせていただきますので安心していただけます。
）
第五条 イベント参加について（イベントごとで異なる場合がありますので都度ご確認下さい）
1. プロフィールカードについて
1）受付時に、プロフィールカードの記入をお願いする事があります。
イベントまたはパーティー中に異性とお話をする時の自己紹介カードとして使用します。
差し支えの無い範囲でご記入下さい。
（なるべく多く埋めていただいた方が話しの話題が増えるので
会話しやすくなります。
）
2）ご記入いただいたプロフィールカードは、その後会員カードとしても使用します。
紛失や、次回参加時に忘れるのを防止、また後日参加者からのお問合せの際に事務局が使用する目的の為
イベント終了後は回収し、当会にて保管します。
3）次回参加申込の際は受付で配布します。
4）登録内容に変更がある場合は、必ずお申し出下さい。
5）参加者による紛失、大幅な内容の変更の際は、再発行として手数料 200 円をお支払いただきます。
（お誕生日後の年齢の変更、また簡単な変更は無料ですので遠慮なくお知らせ下さい。
）
2. サポートスタッフ有りの通常イベントの場合 ※B （例外あり）
1）参加期間中の個人的な連絡先の交換や、密会は絶対にしない（FB などの SNS を含む）
それによって、問題や犯罪が起きても、当会では一切の責任は負い兼ねますのでご了承下さい。
気に入った相手が見つかった場合は直接のやり取りはせず、イベント中にヘルプカードをご利用、またはサポー
トスタッフに声をかけるか、イベント終了後翌週以内に当会にメール、電話などにてお知らせ下さい。
（遠慮はし
ないでくださいね！）
2） 参加中、もし気になる異性が見つかったら、スタッフに声をかけて下さい。
※連絡先の交換は、スタッフから相手の方に確認し、合意の下にお知らせ致します。
※相手の方や周囲に迷惑がかからないよう、良識の範囲内での行動をお願いします。
3） 告白タイムご希望の方は、お気軽にお知らせ下さい。
（セッティングいたします。
）
4） 気に入った方の番号、氏名は必ず控えておいて下さい。
（後日の問合せ等、後からだとわからなくなる方が
2

多いです）
3. イベント・パーティーでは、他の参加者とコミュニケーションを取っていただくための「きっかけ作り」として、
ゲームやトークタイム、また自己啓発のために講座やワークショップ等をご用意する場合があります。また、セミナ
ーやオフ会もご用意する場合があります。

4. イベント後のお問合せ
A. プチ婚活の場合
1）プチ婚活の場合、イベント後のお問合せ対応は致しません。
2）プチ婚活参加者からの、気になるお相手についてのお問合せは、カウンセリング枠（お相手への次回イベントへ
の参加のお誘い、後日のお見合い等）とさせていただきます。ご希望の方は、お気軽にご連絡下さい。
3）参加者本人でない方からの、他の参加者についてのお問合せには一切お答えいたしません。
4）連絡先や個人情報は、本人の許可なくお知らせすることはありません。
5）連絡先の交換後、または後日改めてのお見合いやデートの後は、会場外につき当会の管理の下ではございません。
したがって、その後につきましては、自己責任にてお願い致します。
B. 通常婚活イベント、パーティー等の場合
1）イベント終了後、参加者本人でない方からの、他の参加者についてのお問合せには一切お答えいたしません。
2）連絡先や個人情報は、本人の許可なくお知らせすることはありません。従って、お問合せの後、お相手から返事
が来るまでお待ちいただくことがありますのでご理解下さい。
3）連絡先の交換後、または後日改めてのお見合いやデートの後は、会場外につき当会の管理の下ではございません。
したがって、その後につきましては、自己責任にてお願い致します。
4）ご自身の、その後の恋愛相談やカウンセリングにつきましては、期限なく、有料にてお受け致します。
その際は、事前に電話かメールにてご予約をお願い致します。
ア. 会員様
◎相談・カウンセリング 基本料金 30 分 3,000 円
◎通常 30 分ごとに加算 500 円～（同性の相談員希望、専門家など同席の場合さらに増し 1,000 円～）
イ. 非会員様
◎相談・カウンセリング 基本料金 30 分 5,000 円
◎通常 30 分ごとに加算 1,000 円～（同性の相談員希望、専門家など同席の場合さらに増し 1,500 円～）
※ケースによって変わる場合もございますので、ご予約の際に簡単な内容を正直に箇条書きにてお知らせ下さい。
男性のご相談の場合、同性（男性）のカウンセラーを同行させていただく前提でお考え下さい。
※追加事項については、事前に提案させていただく場合がありますので、その際はご自身でご検討下さい。
※内容によっては、事務局の判断で事前連絡なしで、サポートカウンセラー増員をさせていただく場合がありますの
でご了承下さい。
※イベントによって、内容が異なる場合がありますので、ご確認下さい。
第六条
イベント終了後について
1. イベント終了時のお願い
1）会場にて、当会スタッフからの説明を致しますが、必ず連絡先交換をした、または、パートナーとなった相手の
方の報告を、漏れなくご報告下さい。
当会にて統計を取っている、次回の参加時の参考にする（二股三股等によるトラブル発生を防ぐ等の対策が必要なた
め）
、その後の報告・相談等に際の状況把握が必要な為、等の理由により、必ずスタッフの指示に従い、会場内、また
は退場後の報告を、参加者の義務として遵守いただきますようお願いします。
2）退場後、会場外での連絡先の交換や次回の約束、等、当会での出会いの後の動きに関しても、当会のイベント参
加者である為、必ず、１週間以内にご報告をいただきます。
（その際、当会スタッフの介入が出来ない場であるため、トラブル等があっても、当会では一切の責任を負えません
ので、慎重にお願い致します。
）
3）連絡先交換、またはパートナーを得た参加者は、必ず、１週間以内に、その後の経過をお知らせ下さい。
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１週間以内で進展、または結果が出ない場合でも、必ず現状をご報告の上、お手数でも、２週間以内にまた、ご報告
をお願いします。
当会は、統計を取り、状況の把握だけではなく、参加者自身の未来がうまく進むよう、寄り添った運営をしておりま
す。ご相談等により、危機を乗り越えたり、一人で悩んだまま諦めたり、進めなかったり、等の方が、パートナーと
うまく続けられたりしている方もおられます。 当会は、ただ出会いの場を設けることだけが目的ではありませんの
で、参加者、会場、当会スタッフ、関係者全員が気持ちよく、安心していただける為の措置をとっておりますので、
ルールを守っていただくとともに、ご理解ご協力をお願いいたします。
２. イベント後のお見合い
1. ）イベントで気になる人がいた場合、改めて会う機会が欲しい場合、お二人だけで会う機会をセッティングします。
ご希望の方は、イベントの翌週中にお相手のお名前、番号をお知らせ下さい。
（必ずお間違えのないようにお願い
します。申告に間違いがあった場合の責任は負い兼ねますのでお気を付け下さい。
）
但し、相手の同意が得られた場合に限ります。
その際は仲介料をお支払いいただきます。
2. ）仲介料について
ア. 会員様
ランチ
１万円～
ディナー
1 万 5 千円～
イ. 非会員様
ランチ
１万 5 千円～
ディナー
2 万円～
上記は、お見合いを申し込んだ方(ご依頼者)のご負担となります（金額は、事務手数料・通信費・手間代などであ
り
お食事代金などは別途ご負担いただきます。数件への連絡の時間と回数、それに対する手間が必ずかかりますので
ご理解下さい。
）
3. ）お見合い成立の場合（相手から希望があれば）は、必要に応じて事前に戸籍謄本をご持参いただく場合がございま
す。
4. ）ご希望により、立会いもいたします。
（別料金×立会いスタッフ人数）
（相手側からの希望の場合も同伴させていただく場合がございます。別途料金が発生する場合がございますが
その都度確認させていただきます）
5. ）お見合いを承諾した相手側がドタキャンした場合には、相手側（ドタキャンした）側が全額ご負担いただきます
のでご注意下さい。
（意思確認時に御案内いたします。同意した上で、お相手のお申し出をお受け下さい）
6. ）お見合い当日の待合せ時間への遅刻は絶対にしないこと。
（申込んだ相手は真剣です。それだけで、その方の人
となりが見られることになります。
）

第七条
注意事項
当会が下記行為であると判断した場合、その場で強制退場、または次回以降の当社イベントへの参加をお断りするこ
とがあります。
1. 他の参加者および周囲に対し中傷する、不快な思いをさせる、その他迷惑行為
2. 当会スタッフの指示に従わない、その他イベントの運営に支障をきたす行為
3. 氏名・現住所などの個人情報を偽る、既婚者であることが発覚する、その他虚偽行為
４. 物品、施設などの破損、損失、損害を及ぼす行為 （自己責任、自己負担とします）
５. いかなる業種・職種においても詐欺行為、ネットワークビジネス・宗教・高額商品等の勧誘活動及びセールス、
販売、営業等の行為
６.真剣な出会い目的から外れた目的と認められる行為（合コン相手等を探す、等）
７. 参加者、業者などの、進行や内容、会員の個人情報や個人を特定できる写真等を記録するような行為や、盗撮等
８. イベントの進行等の妨げになるような写真撮影または言動
９. 他の参加者の顔や氏名また個人を特定できる内容の写真・動画の撮影、ブログ・SNS などへの投稿を
本人の許可なしで無断に行う行為 （主催者側の写真撮影、ブログや SNS への投稿は構いません）
10. 飲酒運転、その他社会的秩序に反する非常識な行為
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11. その他、当会、または当会スタッフが違反行為と判断せざるを得ない行為
以上において問題が発生した場合で、悪質な場合は退会していただくか、法的措置を取らせていただく場合がござい
ます
※ 参加者同士のいかなるトラブル・損失・損害に対しても、当社は一切の責任を負いません。ご自身での管理をお
願いいたします。

第二項

個人情報等の取り扱いに関して

コミュニティーサークルは、お客様の個人情報等の取扱いについて、下記のとおりお約束いたします。
1. 個人情報の利用目的について
コミュニティーサークルは、お客様からご提示いただいた名前、住所、電話番号、性別その他のお客様個人に関わる
情報（以下、
「個人情報等」といいます）を、お客様へ適したサービス、及び会報誌・ダイレクトメール等による各種
情報のご提供のため等、会の運営に関する事柄のみに利用させていただき、お客様の承諾なく、他の目的には利用い
たしません。
２．個人情報の第三者提供について
コミュニティーサークルでお預かりした個人情報等を、以下のいずれかに該当する場合を除き第三者へ提供、取り扱
いを委託することはありません。
①お客様の事前の承諾を得た場合
②業務委託会社に対して、お客様に明示した利用目的の達成のために必要な範囲で個人情報等の取扱いを委託する場
合
③法令の定めにより提供を求められた場合

３．個人情報の開示等について
コミュニティーサークルは、個人情報等の開示、変更、削除の求めがあった場合には、お客様ご本人であることをご
確認させていただいた上で、すみやかに対応いたします。

第三項

独身証明書

1. 私は独身であることに虚偽はございません。
2. 個別お見合い、または結婚の場合、求めに対し戸籍謄本を提示する事を約束します。
3. 申告したプロフィールなどの情報に虚偽はございません。
4. 業者の方、また婚活以外の目的の方はお断りさせていただきます。
5. 上記が発覚した場合、または上記等の原因で会員同士や当会とのトラブルがあった場合などは退会していただく
か、場合により法的措置を取らせていただく場合がございます。
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以上

「会員規約」
「個人情報等の取り扱いに関して」
「独身証明書」に同意いただけましたら
次のご署名欄にご自署の上、大切に保管して下さいますよう、お願い申し上げます。
また、別紙同意書へのご自署をお願い申し上げます。

「会員規約」
「個人情報等の取り扱いに関して」
「独身証明書」に同意します。
平成

年

月

日
会員 No.

ご署名：
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様

