
ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】 

メンバー規約 
 

 

本規約は、スピリチュアルヒーリング総合研究所が運営するＨＡＰＰＹクラブ

【ハピクラ】及び関連するウェブサイト・電子メールその他を通じて、以下に

定めるユーザーに対して提供するサービスについての利用条件を定めるもので

す。本規約に同意し、弊社による承認を受けた方に限り、本サービスの提供を

受けることができるものとします。（満２０歳未満の方はご利用できません。） 

※家族メンバー（ファミリー・スーパーファミリー）はこの限りではありませ

ん。 

 

また、本規約とは別に、個別サービスの規約が存在する場合は、本規約及び個

別規約に従うものとします。なお、本規約と個別規約が抵触する場合は、個別

規約が優先するものとし、その他の部分については、本規約と個別規約が同時

に適用されるものとします。  

 

本規約は、ユーザーによる本サービス利用の全てに適用されるものとし、ユー

ザーが本サービスを利用するには、本規約を遵守するものとします。  

 

又、以下のサービスを利用するユーザーは、本規約及び別途個別規約に同意す

るものとします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１条（定義） 

本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。 

 

「ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】」 

スピリチュアルヒーリング総合研究所 

 

「本サービス」 

ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】を通じて提供されるサービス 

 

「本サイト」 

ウェブサイト ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】

（http://member.spiritual-kiyo.com/） 

 

「登録情報」 

本サービスの提供を受ける目的で、ユーザーがＨＡＰＰＹクラブ【ハピク

ラ】に提供した一切の情報  

 

「個人情報」 

登録情報のうち、電子メールアドレス等、特定の個人を識別できる情報  

 

「退会」 

本規約及び、ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】が定める方法により、ユーザ

ー登録を抹消し、本サービスの提供を終了すること  

 

「アンケート等」 

ユーザーの属性・動向・意見などを調査する目的で、ユーザー又はユーザ

ー登録希望者に対して一定のアンケート（質問）形式でウェブサイトや電

子メールを通じてデータを入力させ、回答・投票・投稿させること 

 

 

 



第２条（ユーザー登録） 

1. メンバーは、本規約の全てに同意した上、本規約及び、ＨＡＰＰＹクラ
ブ【ハピクラ】が定める方法によりメンバー登録するものとします。  

2. ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】は、前項のメンバー登録があった場合、
ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】が定める必要手続きを経て、ＨＡＰＰＹ

クラブ【ハピクラ】メンバーとなります。 

3. ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】がメンバー登録申請を承認した場合、Ｈ
ＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】とメンバーとの間で、本規約を契約内容と

する本サービス利用契約が締結されるものとします。  

4. 親権者の同意のない満 20歳未満の方はメンバー登録できません。（判明
した時点でメンバーとしての一切の資格は無効となります。）         

※家族メンバー（ファミリー・スーパーファミリー）はこの限りではあ

りません。  

5. 登録者はＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】が入会を承認した時点で、本サ
ービスの提供を受けることに同意したものとみなします。  

6. メンバーは本サービスの提供を受ける権利について、譲渡、貸与、名義
変更、担保供与し、その他第三者の利用に供する行為をすることはでき

ません。  

7. ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】有料メンバーの有効期限は、１年間とす
る。（延長については、第１５条に記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第３条（登録情報の変更と管理） 

1. メンバーは自己の責任によって、パスワードの使用及び管理を行うもの
とし、パスワードを第三者に利用、貸与、譲渡、売買、質入、公開等を

することはできません。  

2. パスワードの管理不十分による情報の漏洩、使用上の過誤、第三者の使
用、不正アクセス等による損害の責任はメンバーが負うものとし、ＨＡ

ＰＰＹクラブ【ハピクラ】は一切責任を負わないものとします。万一、

パスワードが不正に利用されたことによりＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】

に損害が生じた場合、メンバーは当該損害を賠償するものとします。  

3. メンバーは、登録情報に変更が生じた場合またパスワードを第三者に知
られた場合、メールアドレスおよびパスワードが第三者に使用されてい

る疑いのある場合には、本規約およびＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】が

定める方法により、直ちにＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】にその旨連絡

するとともに、ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】の指示がある場合にはこ

れに従うにものとします。  

4. メンバーが前項の届出をしなかったことにより、本サービスを利用でき
ない等の不利益を被った場合、弊社は一切の責任を負わないものとしま

す。  

5. メンバーが第 3項の届出をしなかった場合、弊社は当該メンバーが退会
したとみなすことができるものとします。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４条（登録情報・個人情報） 

ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】は、個人情報を、以下各号の目的で利用しま

す。 

登録情報はＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】が所有するものとします。 

1. 本サービスの運営 

2. 個人情報の開示や利用についてメンバーの同意がある場合  

3. メンバーが希望するサービスを提供するために、個人情報の開示や利用
が必要と認められる場合  

4. ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】が本サービスの一部として提供するアン
ケート等への回答を依頼されたパートナー企業が、回答情報として弊社

に提供した文字、数字、静止画、動画像その他の情報を第三者に提供す

る場合（この場合、弊社の情報提供先は当該アンケート等の発注元及び

提携先に限るものとし、メンバー個人が特定できない形式での提供とな

ります）  

5. ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】又は提携先等第三者の広告、サービス等
に関する情報を、メンバーに送信する場合  

6. 裁判所、検察庁、警察又はこれらに準じた権限を有する公的機関から開
示を求められた場合  

7. ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】、メンバー、その他第三者の権利、財産
やサービス等を保護するために必要と認められる場合  

8. 人の生命、身体及び財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要
性がある場合  

 

 

 

 

 

 

 



第５条（登録上・登録後の注意点） 

1. 入会の際にメンバーが申告する登録情報のすべての項目に関して、いか
なる虚偽の申告も認めないものとします。 

2. 住所、電話番号、その他、「ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】メンバー」
登録情報に変更が生じた場合、メンバーは速やかに所定の変更手続きを

行なうものとします。  

3. 氏名、生年月日など基本的に変更の必要性がない項目に関しては、婚姻
による姓の変更などＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】が承認した場合を除

いて原則的に変更できないものとします。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第６条（キャンペーン・アンケート等） 

1. ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】はユーザーに対して、本サービスの一環
として、アンケート等を随時実施することができるものとします。  

2. メンバーによるアンケート等の回答内容に関する著作権を含む知的財産
権及びその他一切の権利については、メンバーがＨＡＰＰＹクラブ【ハ

ピクラ】に回答を送信した時点をもってＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】

に移転するものとし、その利用については第 4条に定める登録情報・個

人情報の取扱に準ずるものとします。  

3. アンケート等を実施した場合、ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】が別途指
定したメンバー（以下「当選者」といいます）に対して、プレゼントを

提供することがあります。  

4. アンケート等に参加しようとするメンバーはＨＡＰＰＹクラブ【ハピク
ラ】に対して、弊社の指定した方法によって、プレゼントを提供するた

めに必要な情報を登録しなければならないことがあります。  

5. 前項の登録がなされない場合、又は虚偽の情報を登録した場合、もしく
はその可能性があるとＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】が判断した場合、

当選者はプレゼントを受け取る権利を喪失し、ＨＡＰＰＹクラブ【ハピ

クラ】は当選者に対してプレゼントを提供する義務を負わないものとし

ます。  

6. ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】は、プレゼント及び前項により当選者に
発生した損害、不利益等について、一切賠償する義務を負わないものと

します。  

7. プレゼントを受け取る権利について、譲渡、貸与、名義変更、担保供与
し、その他第三者の利用に供する行為をすることはできないものとしま

す。  

 

 

 

 

 



第７条（宣伝物等の送付） 

メンバーは、ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】がメンバーに対して、本サービ

スの利用実績に基づき、催物の案内、メールマガジン、ダイレクト E-Mail、

その他の情報をメール送付あるいはその他の方法により提供することに同意

するものとします。 

 

 

 

第８条（メンバー提供情報の消去） 

ホームページ上に登録されている全ての情報に関して以下に該当する、また

はその恐れのあるものは、ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】が登録者の承諾な

く 削除できるものとし、この場合、ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】は削除理

由を開示する責務を負わないものとします。  

1. 登録されている情報が第９条の定める禁止事項に該当すると判断した場
合  

2. 登録後一定期間を経過し、ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】が不必要と判
断した場合  

3. その他、ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】が不適切と判断した場合  

 

 

 

 

 

 



第９条（電子メールの受・発信） 

メンバーとしてＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】と電子メールの受・発信を行

なう場合、登録情報と同一のメールアドレスを使用するものとします。  

1. 登録と異なるメールアドレスにて受・発信を行なった場合、メンバーに
不利益、損害が発生しても、ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】はその責任

を負わないものとします。  

2. ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】からの電子メールに返信を行なう場合、
指定の方法により返信するものとします。  

3. 指定と異なる方法にて返信を行なった場合、当該メンバーに不利益、損
害が発生しても、ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】はその責任を負わない

ものとします。  

4. メンバーとして発信する電子メールの本文中の記載内容に関しては、メ
ンバー本人の責任に基づくものとします。  

5. ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】からの電子メールの不達が２週間にわた
り続いた場合、そのメンバーは自動的に電子メールのサービスは、一時

停止となります。この設定はメンバー本人がメールアドレス変更などの

届け出を所定の方法でしない限り継続するものとします。  

第１０条（知的財産権等） 

1. 本サービスを構成する素材（文字、写真、映像、音声等を指し、以下「コ
ンテンツ素材」といいます）に関する一切の権利（所有権、知的財産権、

肖像権、パブリシティー権等）はＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】又は当

該権利を有する第三者に帰属しています。  

2. メンバーは、コンテンツ素材について、一切の権利を取得することはな
いものとし、権利者の許可なく、所有権、著作権を含む一切の知的財産

権、肖像権、パブリシティー権等、コンテンツ素材に関する全ての権利

を侵害する一切の行為をしてはならないものとします。但し、専ら私的

利用目的でコンテンツ素材を利用する行為はこれに含まれないものとし

ます。  

3. 本条の規定に違反して問題が発生した場合、ユーザーは、自己の費用と
責任においてかかる問題を解決するとともに、弊社に何等の迷惑又は損

害を与えないものとします。  



第１１条（禁止事項） 

1. メンバーは、本サービスの利用にあたって、以下各号の行為又はそのお
それがある行為を行ってはならないものとします。  

A) ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】または第三者の所有権、著作権を
含む一切の知的財産権、肖像権、パブリシティー権等の正当な権

利を侵害する行為  

B) 他のユーザー又は弊社もしくは第三者に不利益、損害を与える行
為  

C) 公序良俗に反する行為  

D) 法律、法令等に違反する行為  

E) 弊社の承認がないにも関わらず、本サービスに関連して営利を目
的とする行為  

F) 本サービスの運営を妨害する行為  

G) 本サービスの信用を失墜、毀損させる行為  

H) 虚偽の情報を登録する行為  

I) ユーザー登録希望者又はユーザーの登録情報等を不正に利用する
行為  

J) その他、ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】が不適切と判断する行為 

2. 前項の場合において、弊社が何らかの損害を被った場合、ユーザーは弊
社に対して損害の賠償をしなければならないものとします。  

 

 

 

 

 

 

 

 



第１２条（本サービスの停止・中止） 

1. ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】は、以下各号の事由に起因する場合、本
サービスの全部又は一部を停止することができ、当該事由に起因してユ

ーザー又は第三者に損害が発生した場合、一切の責任を負わないものと

します。  

A) 定期的又は緊急に本サービス提供のためのコンピューターシステ
ムの保守・点検を行う場合  

B) 火災・停電、天災地変等の非常事態により本サービスの運営が不
能となった場合  

C) 戦争、内乱、暴動、騒擾、労働争議等により、本サービスの運営
が不能となった場合  

D) 本サービス提供のためのコンピューターシステムの不良及び第三
者からの不正アクセス、コンピューターウイルスの感染等により

本サービスを提供できない場合  

E) 法律、法令等に基づく措置により本サービスが提供できない場合  

F) その他、ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】が止むを得ないと判断し
た場合  

2. ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】は、前項により本サービスの運用を停止
する場合、事前に電子メール等によりメンバー及び第三者にその旨を通

知するものとします。但し、緊急の場合は、この限りではありません。  

3. ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】は、事前に電子メール等によりメンバー
及び第三者に通知することにより、本サービスの全部又は一部を中止す

ることができ、これによりメンバー又は第三者に損害が発生した場合、

一切の責任を負わないものとします。  

4. ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】は事前に電子メール等によりメンバー及
び第三者に通知することなく、本サービスの内容又は名称につき変更す

ることができるものとします。これによりメンバー又は第三者に損害が

発生した場合、一切の責任を負わないものとします。  

 

 



第１３条（免責） 

1. ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】は、本サービス内容により発生あるいは
誘発された損害、情報の利用により得た成果、又は、その情報自体の合

法性や道徳性、権利の許諾、正確さについて、一切の責任を負わないも

のとします。  

2. ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】は、ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】が提
供するサービスに於いて、メンバー間で生じたトラブル（違法又は公序

良俗に反する行為の提案、名誉毀損、侮辱、プライバシー侵害、脅迫、

誹謗中傷、いやがらせ等）に関して、一切の責任を負わないものとしま

す。  

3. ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】は、広告情報の内容が、メンバー又は第
三者の権利を侵害し、又は、権利の侵害に起因して紛争が生じた場合、

その侵害及び紛争に対して何らの責任も負わないものとします。  

4. ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】は、本サービス提供のためのコンピュー
ターシステムの障害等による電子メールの遅配、未配、本サイト上の誤

表示及びそれ以外のいかなる原因に基づき生じた損害について、賠償す

る義務を一切負わないものとします。  

5. ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】は、メンバーが使用するコンピューター、
回線、ソフトウェア等の環境等に基づき生じた損害について、賠償する

義務を一切負わないものとします。なお、弊社は別途定める方法により、

メンバーに対して当該環境等について告知することがあります。  

6. ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】は、本サービスの停止又は中止、サービ
ス内容の変更によって受ける損害について、賠償する義務を一切負わな

いものとします。  

7. ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】は、本サービス及びパートナーメディア
ならびに広告主を含む第三者のウェブサイトからのダウンロードやコン

ピューターウイルス感染等により発生した、コンピューター、回線、ソ

フトウェア等の損害について、賠償する義務を一切負わないものとしま

す。  

8. ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】は、本サービスを通じて行われた広告主
を含む第三者とメンバーとの取引について、一切の責任を負わないもの

とし、全ての取引は当該第三者とメンバーの責任においてなされるもの

とします。  



9. ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】は、本サービスに関し、遅滞、変更、停
止、中止、廃止、及び本サービスを通じて提供される情報等の消失、そ

の他本サービスに関連して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１４条（損害賠償） 

メンバーが本規約およびその他諸規定等に違反する行為または不正もしくは

違法な行為によってＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】に損害を与えた場合には、

ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】は当該メンバーに対してＨＡＰＰＹクラブ【ハ

ピクラ】の被った損害の賠償を請求することができるものとします。  

第１５条（メンバーの支払方法及び有効期限と延長・退会） 

1. ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】有料メンバーの契約期間は、メンバー登
録承認日より基本１年間とする。 

2. メンバー種別の変更は、銀行振込の場合、更新時にご希望のメンバー種
別を選択して頂き、再度お申込み頂くものと致します。尚、カード払い

（月払い・年払い）の場合は契約期間終了４５日前までにご連絡下さい。

お申し出がない限りメンバー種別の変更は出来ません。 

3. 支払方法は銀行振込一括払い（振込手数料はメンバーの自己負担）・カ
ード払い（月払い・年払い）となります。 

4. 更新の延長については、メンバーの解約手続きがない限り、カード払い
（月払い・年払い）の場合、自動更新となります。銀行振込の場合、こ

ちらからご案内する所定の手続きに従って、更新の手続きを行なって頂

きます。 

5. メンバーは自己都合により退会・解約する場合はＨＡＰＰＹクラブ【ハ
ピクラ】がホームページ上で定める解約手続きを行なえば退会・解約す

ることが出来ます。但し、基本 1年間の契約期限を待たずに、中途解約

する場合、月払いの場合は、1年分の会費よりご利用期間を除いた差額

（未入金分‐別途ご請求）をお支払頂き、入金確認後、所定の退会手続

き完了後に退会・解約となります。支払いについては銀行振込のみとな

っております。年払いの場合は、所定の退会手続き完了後に退会・解約

となります。 

6. 退会後のアフターフォローは受けられないものとする。（全てのサービ
スを含む） 



第１６条（本サービスの中断、停止） 

Ａ．ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】は、以下に該当する場合、メンバーに承

諾を受けることなく本サービスの一部もしくは全部を一時中断、または

停止する場合があります。  

1. ホームページのシステム定期保守、更新ならびに緊急の場合。  
2. 火災、停電、天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困難な場
合。  

3. その他、不測の事態により、ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】が本サービ
スの提供が困難と判断した場合。  

Ｂ．このような事態に伴い、メンバーに不利益、損害が発生した場合、ＨＡ

ＰＰＹクラブ【ハピクラ】はその責任を負わないものとします。  

 

第１７条（規約改訂） 

1. ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】は、随時本規約を改訂することができる
ものとします。  

2. ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】は、本規約を改訂しようとする場合、電
子メール又は本サービスに関するウェブサイトなどを使い随時、メンバ

ーに告知するものとします。  

3. 前項に基づき、本規約改訂を告知した日からＨＡＰＰＹクラブ【ハピク
ラ】が定める期間（定めがない場合は告知の日から 1週間）以内にメン

バーが退会しない場合、当該メンバーは本規約の改訂に同意したものと

みなされ、当該メンバーとＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】との間で改訂

後の規約の効力が発生するものとします。  

4. メンバーは、前項に定める効力発生の時点以降、当該内容の不知又は不
承諾を申し立てることはできないものとします。  

 

 

 



第１８条（協議・管轄裁判所） 

1. 本サービスに関連してメンバー、ＨＡＰＰＹクラブ【ハピクラ】、第三
者との間で疑義、問題が生じた場合、都度誠意をもって協議し、解決を

図るものとします。  

2. 前項の協議によっても疑義、問題が解決しない場合、福岡簡易裁判所又
は福岡地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。  

 

 

平成 21 年 4 月 8 日 制定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上  


