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日本ナンタケットバスケット協会会員およびビジター規約 

 

日本ナンタケットバスケット協会(以下「当協会」といいます)は、当協会が提供し、または公認する

サービスの利用に関して、次のとおり規約（以下「本規約」といいます）を定めます。 

 

１ 定義（会員・ビジター共通） 

1. 「会員」とは、本規約に同意して当協会に入会し、会員資格を有する者をいいます。 

2. 「ビジター」とは、当協会に入会せず、本規約に同意して教室にてレッスンを受講しようとする者

で当協会に登録をした者、または 3-6 の定めによって一時的に会員資格が停止されている者をいい

ます。 

3. 「教室」とは、当協会公認のインストラクター（以下「インストラクター」といいます）がナンタ

ケットバスケット制作の技術を教授すること（以下「レッスン」といいます）を目的として運営す

る当協会公認の教室をいいます。 

4. 「受講生」とは、教室においてレッスンを受ける会員およびビジターをいいます。 

5. 「教室ポリシー」とは、各教室において各教室のレッスン料、受講予約およびキャンセルその他各

教室における注意事項等を定めたものをいいます。 

6. 「年度」とは、毎年 4 月１日から翌 3 月 31 日までをいいます。 

 

２ 教室における受講資格（会員・ビジター共通） 

1. 教室にてレッスンを受講するためには、本規約および受講いただく教室が定める教室ポリシーに

同意のうえ、かつ本規約および教室ポリシーに従って、会員となるかビジターとして所定の登録

を行っていただく必要がございます。 

2. 会員およびビジターは、会員またはビジターの地位もしくは会員またはビジターとしての権利も

しくは義務を第三者に譲渡してはなりません。 

 

３ 入会（会員のみ） 

1. 会員は、入会時に 15,000 円（入会金 11,000 円及び年会費 4,000 円）をお支払いいただきます。 

2. 会員となることを希望される方は、レッスンの受講を希望する教室を運営するインストラクター

に連絡をとり、受講の可否を確認してください。 

3. 上記 2.のインストラクターから受講可との回答を得た方は、専用の登録システム

（https://m5.members-support.jp/nantucketbasketassoc/。以下「本登録システム」といいます）

にて、本規約に同意のうえ会員登録を行い、かつ所定の方法にて入会金および初年度の年会費計

15,000 円をお支払いください。 

4. 入会金および初年度の年会費をお支払いただいた時点で会員となります。ただし、次のいずれか一

つに該当する場合、会員となることを承認せず、または入会を取り消す場合がございます。 

① 上記 2.のインストラクターが受講不可と回答した場合 

② 過去に当協会から会員として除名されまたはビジターとして登録を抹消されたことがある

場合 
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③ 教室運営のノウハウやレッスン等で制作したバスケット販売を主目的とする場合 

④ 過去に本規約および／または教室ポリシーに違反し、教室におけるレッスンの受講を拒否さ

れたことがある場合 

5. 会員資格の有効期限は会員となった日から翌 3 月 31 日です。 

6. 会員は、毎年 3 月 1 日から 31 日の間、本登録システムにて会員登録を行い、かつ次年度の年会費

を支払うことで会員資格の有効期限を１年間更新することができ、その後も同様とします。 

7. 上記 5.に定める期間内に会員資格の有効期限の更新を行わなかった場合、その会員は、会員資格が

一時停止となり、ビジターとして扱うことになります。ビジターとなった会員は、本登録システム

にて会員登録を行い、かつ当該年度の年会費を支払うことで、会員資格が回復します。 

8. 前項の定めにかかわらず、会員資格の有効期限が失効してから会員資格の更新をすることなく２年

を経過した場合、その会員は、自動的に退会となります。この場合、会員資格を得るためには、再

入会いただくこととなります。 

9. 入会金・年会費は原則として返金いたしかねますので、予めご了承ください。なお、上記 4.但し書

き基づいて会員となることを承認されず、または入会が取り消された場合、誤って入金した場合（過

払いなど）は返金いたしますが、返金にかかる手数料を控除させていただきます。 

 

４ 会員証（会員のみ） 

1. 会員には会員証を発行します。会員証の発行は入会後 2 か月以内にご登録いただいた住所宛てに郵

送いたします。 

2. 会員証は、各教室で受講のお申込み、会員特典の利用、会員限定のイベント等への参加等の際に必

ずご提示ください。 

3. 会員証は、ご本人様のみが利用でき、他人に貸したり、譲ったりすることはできません。 

4. 会員証を紛失した場合は速やかに再発行の手続きを当協会事務局窓口までお申し出ください。 

5. 紛失、破損等による会員証の再発行に際しては、再発行手数料 550 円（税込）をいただきます。姓

名変更や印字ミスによる再発行は無償で行います。 

 

５ ビジター登録（ビジターのみ） 

1. ビジターとして教室でレッスンの受講を希望する場合、レッスンの受講を希望する教室を運営する

インストラクターに連絡をとり、受講の可否を確認してください。 

2. 上記 1.のインストラクターから受講可との回答を得た方は、本登録システムにおいて、本規約に同

意のうえビジター登録を行ってください。 

3. ビジター登録が完了とした時点でビジターとなります。ただし、次のいずれか一つに該当する場合、

ビジターとなることを承認せず、またはビジターの資格を取り消す場合がございます。 

① 上記 1.のインストラクターが受講不可と回答した場合 

② 過去に当協会から会員として除名されまたはビジターとして登録を抹消されたことがある

場合 

③ 教室運営のノウハウやレッスン等で制作したバスケット販売を主目的とする場合 

④ 過去に本規約および／または教室ポリシーに違反し、教室におけるレッスンの受講を拒否さ

れたことがある場合 



p. 3 

4. ビジターは、入会金および年会費のお支払は不要です。 

5. ビジター登録後、本規約に従って、いつでも会員となることができます。 

 

６ 受講（会員・ビジター共通） 

1. 会員およびビジターは、本規約および各教室が定める教室ポリシーを遵守して、教室にてレッスン

を受講することができます。 

2. レッスン料およびそのお支払いについて、各教室が定める料金表をご確認ください。 

3. 受講に関するお問い合せは、受講を希望する教室に直接お問い合わせいただくか当協会事務局窓口

までご連絡ください。 

4. 教室にて開講する一部の特別クラスに関しては会員限定とする場合があります。詳しくは当協会事

務局窓口までお問い合わせください。 

5. レッスンを受講している教室がインストラクターの都合で移転、休業等をする場合がありますので、

予めご了承ください。その際は当協会内の他の教室を紹介、他の教室への移動のご案内等をさせて

いただます。 

6. 各教室におけるレッスンの予約およびキャンセルその他必要な受講に関する事項につきましては、

各教室が定める教室ポリシーによるものとします。 

7. 各教室におけるレッスンの受講、各教室が開催するイベント等に関して受講・参加等の年齢制限を

設けている場合がございますので、ご了承ください。受講等の年齢制限は各教室が定める教室ポリ

シーにてご確認ください。 

 

７ 受講に際してのお願いと注意（会員・ビジター共通） 

会員およびビジターは、以下に定める事項を遵守しなければなりません。 

1. 教室での物品販売や営業、宗教、政治等の勧誘等は固くお断りします。 

2. 受講生同士のトラブルに関しまして、当協会および教室を運営するインストラクターは、一切責任

を負いかねます。 

3. 教室における貴重品の管理は、受講生の自己責任にてお願いします。万一盗難や破損などの事故が

発生した場合、 当協会および教室を運営するインストラクターは一切責任を負いません。 

4. レッスンではハサミ・小刀・ドリルなど刃物等を使用しますので、けが・事故には十分ご注意くだ

さい。なお、レッスン中に起こったけがや事故については、当協会または教室を運営するインスト

ラクターによる故意または過失によるものを除いて、一切責任を負いません。 

5. 各教室の非常口や避難通路などは、事前にご確認ください。また災害発生時には、各教室のインス

トラクターの指示に従って行動してください。  

6. 受講生は、次の事項を遵守し、自らの健康管理に努めてください。 

① 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、国・地方自治体の方針に従って、感染予防を徹底し

ておりますので、ご協力お願いいたします。 

② 受講生ご自身またはその同居のご家族に 37.5℃以上の発熱や咳などの症状がある場合、レッス

ンの受講はキャンセルしてださい。 
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③ インストラクターまたはその同居の家族に 37.5℃以上の発熱や咳などの症状がある場合、レッ

スン当日でもキャンセルさせていただくことがございますのでご了承ください。 

④ レッスン中に体調が悪くなった場合は、他の受講生への影響も考えて、途中でご帰宅いただく

こともございます。少しでも体調に異変を感じた場合、無理にレッスンに参加しないようお願

いいたします。 

⑤ レッスン受講前には、必ず手洗いと手指の消毒をお願いします。 

⑥ 教室内では、必ず、マスク着用をお願いします。また、咳・くしゃみのエチケットをお願いし

ます。 

⑦ 使用済みマスク等は、お持ち帰りください。 

7. 教室における撮影および撮影した画像・動画の SNS やブログ等公の場での利用について、以下の各

事項を遵守してください。 

① レッスン中、教室内における撮影は、ご自身の作品に限り可能です。ただし、事前にインスト

ラクターにお申し出ください。 

② 上記①で許容された撮影を除き、教室内の様子、他の受講生やその作品、インストラクターな

どを撮影することは、インストラクターまたは他の受講生の同意がない限り、許可されません。 

③ インストラクターおよび他の受講生の同意を得て撮影した写真や動画を受講生ご自身の S NS

やブログ等公の場で利用する場合は、教室の場所や教室の建物の外観およびその所在地など他

の受講生およびインストラクターの個人情報やプライバシー情報が含まれているものは掲載

を禁止します。 

④ レッスン中、インストラクターが受講生の作品を撮影することがありますので、あらかじめご

了承ください。なお、インストラクターが撮影した受講生の作品は、ご本人に同意を得たうえ

で、インストラクターが利用している SNS またはブログに掲載する場合がございます。 

8. 教室運営のノウハウの取得やレッスンで制作されたバスケットの販売を主たる目的とするレッス

ンの受講は固くお断りさせていただいております。 

9. 当教室で学ばれたバスケット制作技術を無断でインターネットに公開したり、書籍として出版した

り、対価を得て第三者に教授したりするなど当協会および／またはインストラクターの権利・利益

を害する行為は固く禁止しております。 

10. 上記のほか、レッスンを受講する教室の教室ポリシーの遵守事項も遵守してください。受講にあた

っては、各教室ポリシーおよびインストラクターの指示に従い、楽しく明るい教室作りにご協力願

います。 

 

８ 個人情報について（会員・ビジター共通） 

受講生の個人情報は、NENBA 公認教室プライバシーポリシーに従って、厳重に管理します。 

 

９ 連絡・登録情報の更新（会員・ビジター共通） 
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1. 当協会および教室を運営するインストラクターから会員およびビジターに対する連絡は、会員およ

びビジターが本登録システムに登録した連絡先へ（住所、電話連絡またはメールアドレス）行いま

すので、連絡先は常に最新のものとなるよう維持してください。万が一、転居やサーバーのメンテ

ナンスその他事情で本登録システムに登録した連絡先への連絡が届かない場合でも、当協会および

教室を運営するインストラクターは一切責任を負いません。 

2. 会員およびビジターは連絡先その他登録事項に変更が生じた場合は速やかに本登録システムにて

登録情報の更新をお願いいたします。 

3. 会員の入会金、年会費等については経済情勢の変動により変更させていただく場合があります。 

 

１０ 本登録システムの利用（会員・ビジター共通） 

1. 会員またはビジターは、所定の手続に従って、本登録システムを利用して会員登録またはビジタ

ー登録を行います。 

2. 会員またはビジターは、登録過程で、本登録システムを利用するために必要なパスワードを自ら

決定します。 

3. 会員またはビジター登録完了後、会員番号が付与されます。 

なお、本登録システム上の制約からビジターにも会員番号が付与されますが、本登録システムを

利用するために必要となる番号であり、本登録システム上にて会員番号が付与されることもって

ビジターが会員となるものではありません。 

4. 本登録システムを利用するためには、パーソナルコンピュータ等の端末、通信機器、電気通信サ

ービス等インターネットを利用できる環境が必要です。これらの環境は会員またはビジター自身

の責任と費用にてご用意ください。 

5. 会員およびビジターは、付与された会員番号および自ら決定したパスワードについて、次の事項

を遵守するものとします。 

① 付与された会員番号および自ら決定したパスワードの管理について一切の責任を負います。 

② 付与された会員番号および自ら決定したパスワードは当該会員またはビジターのみが使用す

ることができます。会員およびビジターは、これらを第三者に使用させ、または第三者への

譲渡その他の処分を行なうことはできません。 

③ パスワードの失念、会員番号およびパスワードの使用上の過誤、管理不十分または第三者に

よる不正使用等により会員またはビジターが損害を被った場合でも、当協会は一切責任を負

いません。 

6. 本登録システムにより提供されるデータは、表示機器、通信機器、ソフトウェア、通信回線その他

の機器設備によって正確に表示されないことがありますが、当協会は、これについて一切責任を

負いません。 

7. 本登録システムおよび本登録システムにおいて提供するコンテンツに対する著作権その他一切の

知的財産権は、甲または甲のライセンサーに帰属します。 

 

１１ 受講の拒否および退会等（会員・ビジター共通） 

1. 会員またはビジターが上記「７ 受講に際してのお願いと注意」に定める遵守事項のうち１つでも

違反した場合や、その他講師や他の受講者に迷惑をかける行為をした場合、各教室におけるレッス
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ンの受講をお断りすることがあります。 

2. 会員またはビジターが下記の１つにでも該当する場合、会員については除名、ビジターについては

登録を抹消することがあります。除名または登録抹消の通知が到達した時点で会員資格が喪失とな

り、ビジター登録の抹消の効力が生じます。 

① 各教室の施設を故意に破損したとき。 

② 入会時の登録内容に偽りがあったとき。 

③ 法令または本規約その他当協会の定める規約もしくは各教室が定める教室ポリシーに違反した

とき。 

④ 当協会または各教室のインストラクターの名誉を傷つけ、または秩序を乱したとき。 

⑤ その他会員として品位を損なうと認められる非行のあったとき。 

3. 会員が死亡した時に会員資格を喪失します。 

4. 会員が資格を喪失した場合、直ちに会員証を当協会公認教室へお返しください。 

5. 会員が当協会を退会しようとする場合は、退会希望の旨を各教室のインストラクターまたは当協会

事務局窓口まで申請し、会員証を返還していただきます。 

 

１２ 当協会の運営（会員・ビジター共通） 

1. 当協会は、株式会社 GrayMist Japan が組織し、当協会と契約を締結する当協会公認のインストラク

ターによって構成される組織です。 

2. 本規約に関する事項については、次の当協会事務局窓口の連絡先までご連絡ください。 

株式会社 GrayMist Japan 

日本ナンタケットバスケット協会事務局 

電話 03-3408-2620 

メール info@graymist-jp.com 

 

１３ 本規約の改定・変更（会員・ビジター共通） 

当協会はあらかじめ、当協会所定のホームページに掲載したうえで、本規約を改定および変更するこ

とができます。 

 

１４ 準拠法（会員・ビジター共通） 

本規約の成立、効力および解釈については、日本法を準拠法とします。 

 

以上 


