
第1条
DECOR利用規約は【以下（本規約）といいます】はDECORの施設を利用する方、入店した方に適用します。

第2条（目的）
DECORは、利用者が、健康維持、健康増進及び肉体改造を図ることを目的とします。

第3条（管理運営）
DECORの施設は、個人（石川力）が経営します。

第4条（利用資格）
DECORの利用資格は、DECORが別途定める場合を除き、以下の項目をすべて満たす方とします。
　①本規約に同意した方。
　②満18歳以上の方（ただし、満20歳未満である場合には保護者の同意を得ている方）
　③DECORの施設の利用に堪え得る健康状態である方。
　④伝染病または他人に伝染もしくは感染するおそれのある疫病に覆患していない方。
　⑤医師から運動を禁じられていない方。
　⑥妊娠していない方。
　⑦反社会的勢力（暴力団、暴力関係企業、総会屋、特殊知能暴力集団等）に属していない方。
　⑧反社会的勢力に対し資金提供を行うなど、反社会的勢力との間において社会的に非難されるべき関係でない方。
　⑨過去にDECORにより除名通告を受けていない方

第5条（利用者等）
　①DECORは施設利用料を別に定めます。
　②一旦納入した利用料は、返還されません。
　③利用料に課される消費税は利用者の負担とします。なお消費税率の変更があった場合には、
　　利用者の負担する消費税額もそれの従い変更されるものとします。

第6条（施設利用資格譲渡の禁止等）
DECORの利用資格は、他に譲渡、貸与等の処分をすることはできません。また相続の対象になりません。

第7条（施設内諸規則等、利用規約、免責事項の遵守）
利用者は、DECORの施設にあたり、本規約及び、施設内諸規則を遵守し、トレーナーの指示に従って頂きます。
また、利用者は法令又は公序良俗に反する行為のほか、DECORの施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。

第8条（禁止事項）
　①施設内での喫煙の禁止。
　②予約利用時間が終了後の居座りの禁止。
　③施設内の器具等の損壊。

第9条（損害賠償責任免責）
　①利用者がDECORの施設の利用に際して、利用者の責めに帰すべき理由により利用者が受けた損害については、
　　DECORは一切責任を負わないものとします。
　②利用者がDECORを利用するに際して生じた貴重品等の紛失等については、DECORは一切責任を負わないものとします。

第10条（利用者利用喪失資格）
利用者は次の各号に該当する場合、その利用資格を喪失し、利用者としてのいかなる権利をも喪失します。
　②DECORが11条により利用者を除名した場合。
　③お客様が第18条各号のいずれかに該当した場合。
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第11条（除名）
DECORは利用者が次の各号に該当するときは、その利用者をDECORから除名することができます。
この場合、、既にお支払いいただいた利用料等は、理由を問わず一切返還いたしません。
①第4条の利用資格を喪失したとき。
また、同条の利用資格を満たしていなかったことが利用前、利用時、利用後いずれかで判明したとき。
②本規約及び施設内規則に違反したとき。
③利用者が、DECORトレーナーに対する誹謗中傷や暴力、施設内の器具・備品などの損壊、持ち出し等の行為をしたとき。
④利用料などの支払いを怠ったとき。
⑤法令または公序両良俗に反する一切の行為を行ったとき。
⑥その他DECORが利用者としてふさわしくないと判断したとき。
⑦お客様に同意頂いた本規約の内容に虚為が判明したとき。

第12条（施設の閉鎖、休業及び解散）
DECORは次の各号に該当するときは、閉鎖、休業またはDECORの解散（以下閉鎖等といいます）をすることができます。
閉鎖等が予定されている場合は、原則として1週間前までにお客様に対しその旨を告知します。ただし、閉鎖等により、
お客様の会費等の支払義務は軽減・免除されず、またDECORがお客様に対して、補償、賠償をを行うことはありません。
①定期休業によるとき。
②施設の増改築、修繕または点検を行うとき。
③気象災害その他外因的事由により、お客様に危険が生じるとDECORが判断したとき。
④DECORが特別行事を開催するとき。
⑤その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。

第13条（利用の禁止）
利用者が次の各号に該当するときは、施設の利用を禁止します。
①反社会的勢力に属しているとき。
②反社会的勢力対し資金提供を行うなど反社会的勢力との間において社会的に非難されるべき関係にあるとき。
③伝染病または他人に伝染もしくは感染する恐れのある疫病に覆患しているとき。
④一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疫病を有しているとき。
⑤妊娠しているとき。
⑥医師から運動を禁じられているとき。
⑦その他、正常な施設の利用ができないとDECORが判断したとき。
⑧施設内のマシン、機材等を故意に損壊したとき。
⑨施設内の物品を盗んだとき。

第14条（利用料金の変更）
DECORは利用者が負担すべき利用料等について変更することができます。

第15条（本規約等の改訂）
DECORは、本規約及び施設内規則の改訂を行うことができます。なお、DECORが改訂を行う場合には、
改訂の1か月前までにホームページ及びSNS等で告知をすることにより、改訂後の本規約及び、
施設内規則の効力が全お客様に及ぶものとします。

第16条（管轄の合意）
①利用者は、本規約、施設内諸規則等に関連して生じたDECORとの間の紛争について調停を申し立てる場合には、
大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所をもって、調停を申し立てる裁判所とすることに合意します。
②利用者は、本規約、施設内諸規則等に関連して生じたDECORとの間の紛争について訴えを提訴する場合には、
大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。



Article 1 
DÉCOR Terms of Use (hereinafter referred to as the "Terms of Use") shall apply 
to all those who use or enter DECOR's facilities. 

Article 2 (Purpose) 
The purpose of DÉCOR services is for users to maintain and improve their health and physical fitness. 

Article 3 (Management and Operation) 
DÉCOR facilities are managed by an individual (Chikara Ishikawa). 

Article 4 (Eligibility for Use) 
Eligibility for use of DÉCOR shall be those who satisfy all of the following items, unless otherwise specified by DÉCOR.
　(1) Those who have agreed to Terms of Use. 
　(2) Those who are 18 years of age or older ( if under 20 years of age, however, 
　　　those who have obtained the consent of their parents or guardians). 
　(3) Those who are in good health to use DECOR's facilities. 
　(4) Those who are not suffering from contagious diseases or epidemics that could be transmitted or infected to others
　(5) Those who have not been prohibited from exercising by a physician. 
　(6) Those who are not pregnant. 
　(7) Those who do not belong to antisocial forces ( organized crime groups, companies involved in organized crime,
　　　 extortionists, special intelligence groups, etc.). 
　(8) Those who do not have a socially reprehensible relationship with antisocial forces, such as providing funds to 
　　　antisocial forces. 
　(9) Those who have not been expelled by DECOR in the past. 

Article 5 (Users, etc.) 
　(1) DECOR shall set the facility usage fees separately. 
　(2) Fees once paid shall not be refunded. 
　(3) Consumption tax imposed on usage fees shall be borne by the user. 
　　　In the event of a change in the consumption tax rate, the amount of consumption tax to be 
　　　borne by the user shall be changed accordingly. 

Article 6 (Prohibition of Transfer of Facility Usage Privileges, etc.) 
DECOR usage privileges may not be transferred, lent, or otherwise disposed of to others. It is not subject to inheritance. 

Article 7 (Compliance with Facility Rules, Terms of Use, and Disclaimer) 
When using DECOR facilities, users shall comply with Terms of Use and the various rules and regulations of the facilities, 
and shall follow the instructions of the trainers. The user shall not engage in any conduct that is offensive to the law, 
public order, or morals, or that disturbs the order in the DECOR facilities. 

Article 8 (Prohibitions) 
　(1) Smoking in the facilities is prohibited.
　(2) Staying after the reserved usage time is over is prohibited. 
　(3) Damaging equipment, etc. in the facility is prohibited.
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Article 9 (Exemption from Liability for Damages) 
　(1) DECOR shall not be liable for any damages incurred by the user due to reasons attributable to the user 
　　　when the user uses DECOR's facilities. 
　(2) DECOR shall not be liable for any loss of valuables, etc. incurred by the user while using DECOR.rt of first instance 
　　　when suing DECOR for disputes arising in connection with Terms of Use, and the rules and regulations of the facilities. 

Article 10 (Disqualification of Users) 
In the event that the user falls under any of the following items, the user shall be disqualified from use of the service and 
shall forfeit any and all rights as a user. 
　(2) When DECOR expels the user in accordance with Article 11. 
　(3) When the user falls under any of the items of Article 18. 

Article 11 (Expulsion) 
DECOR may expel the user from DECOR if any of the following items applies to the user. In such a case, the fees already 
paid shall not be refunded regardless of the reason. 
　(1) When the user loses the eligibility for use as stipulated in Article 4. Also, when it is found before, during, 
　　or after the use of DECOR that the user did not meet the eligibility for use as stipulated in Article 4. 
　(2) When the user violates Terms of Use or the rules and regulations of the facility. 
　(3) When the user commits an act of slander or violence against a DECOR trainer, 
　　or damages or removes equipment or fixtures from the facilities. 
　(4) When the user fails to pay the usage fee, etc. 
　(5) When the user commits any act that is offensive to the law or public order and morals. 
　(6) When DECOR judges that the user is not qualified to use the service. 
　(7) When the contents of Terms and Use agreed to by the customer are found to be false. 

Article 12 ( Closure, Suspension, and Dissolution of Facilities) 
DECOR may close, suspend, or dissolve DECOR (hereinafter referred to as "Closure") in any of the following cases. 
In principle, DECOR will give customers at least one week's notice prior to the scheduled Closure. However, 
the obligation of the customer to pay membership fees, etc. shall not be reduced or exempted, 
and DECOR shall not provide compensation or indemnification to the customer, as a result of the Closure, etc. 
　(1) When the facility is closed for regular holidays. 
　(2) When the facility is being expanded, renovated, repaired, or inspected
　(3) When DECOR determines that weather disasters or other external factors may cause danger to the customer.
　(4) When DECOR holds a special event 
　(5) When Closure is unavoidable due to other critical reasons. 

Article 13 (Prohibition of Use) 
The use of the facilities shall be prohibited if the user falls under any of the following items. 
　(1) When the user belongs to antisocial forces. 
　(2) When the user has a socially reprehensible relationship with antisocial forces, such as providing funds to antisocial forces. 
　(3) When the use is suffering from a contagious disease or an epidemic that may be contagious or infectious to others.
　(4) When the user suffers from an epidemic that causes temporary muscle spasms, loss of consciousness, etc. 
　(5) When the user is pregnant. 
　(6) When the user is prohibited from exercising by a physician. 
　(7) When DECOR deems that the user is unable to use the facility properly. 
　(8) When the user intentionally damages the machines, equipment, etc. in the facilities. 
　(9) When the user steals any items from the facilities. 

Article 14 (Change of Usage Fees) 
DECOR reserves the right to change the usage fees and other charges to be borne by the User.



Article 14 (Change of Usage Fees) 
DECOR reserves the right to change the usage fees and other charges to be borne by the User. 

Article 15 (Revision of Terms of Use, etc.) 
DECOR reserves the right to revise Terms of Use and the rules and regulations of the facilities. 
In the event that DECOR revises them, DECOR shall post a notice on its website and social networking services at 
least one month prior to the revision, so that the revised Terms of Use and the facility rules will be effective for all customers. 

Article 16 (Agreement on Jurisdiction) 
　(1) The User agrees to submit to the jurisdiction of the Osaka Summary Court or the Osaka District Court for 
　　　mediation of any dispute between the user and DECOR arising out of or in connection with Terms of Use, 
　　　and the rules and regulations of the facilities.
　(2) The user agrees to submit to the exclusive jurisdiction of the Osaka Summary Court or the Osaka District Court as the 
　　　court of first instance when suing DECOR for disputes arising in connection with Terms of Use, and the rules and 
　　　regulations of the facilities.


