RISE UP CLUB 会員規約
この規約（以下、「本規約」といいます。）は、三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株
式会社（以下、「当社」といいます。）が提供する会員制サービス「RISE UP CLUB（以
下、「本サービス」）の利用条件を定めるものです。本サービスをご利用いただく際には、
事前に本規約を十分ご理解いただいた上でご同意いただくものとし、利用申込がなさ
れた時点で本規約の内容を承諾したものとみなされます。
第 1 条（定義）
（1）会員
1. 会員とは、本規約を承認のうえ、所定の様式により会員登録の手続きをした法
人および個人を指します。
2. 入会を希望する法人および個人は、現在、本規約第 13 条第 6 項のいずれも該
当しないことを表明し、かつ将来にわたって該当しないことを確約のうえ、前項
の会員登録手続きを行うものとします。
（2）無料会員
無料会員とは、会員のうち、無料サービスの利用を開始する会員を指します。
（3）有料会員
有料会員とは、会員のうち、所定の方式により有料会員登録の手続きを完了し、
有料サービスの利用を開始する会員を指します。
第 2 条（適用）
1. 本規約は、当社と会員との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用
されるものとします。
2. 会員は、当社が指定する方法で本規約の内容へ同意を表明することにより、本
規約の内容を承諾しているものとみなされます。
3. 本規約の内容と、本規約外で本サービスについて説明している内容等が異な
る場合は、本規約の規定が優先して適用されます。
4. 当社は、会員の了承を得ることなく、本規約の内容を適宜変更できるものとしま
す。変更後の本規約は、当社が本サービスの提供のために開設するウエブサ
イト（以下「本サイト」といいます。）上に掲載し、または、当社が適当と判断する
方法により、会員へ通知するものとし、通知日をもって会員が同通知の内容に
同意したものとみなします。
第 3 条（無料会員の入会手続および有効期間）
1. 本サービスへの入会は、入会希望者が本規約に同意の上、所定の様式により、
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2.
3.

無料会員登録の申込みを行ったときに成立するものとします。
本サービスの会員資格の有効期間は、会員が会員登録を完了した日から、退
会登録を行った日までとします。
また、無料会員資格は、第三者に対する譲渡もしくは名義変更等の処分を行
い、または第三者に使用させることはできません。

第 4 条（有料会員の登録手続および有効期間）
1. 無料会員は、所定の様式により、有料会員登録の申込を行い、これに対し、当
社が審査後に承認し、通知する場合には、有料会員となって有料サービスの利
用を開始する事ができるものとします。
2. 当社は、有料会員登録の申請者に以下の事由があると判断した場合、有料会
員登録の申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を
負わないものとします。
（1） 有料会員登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
（2） 本規約に違反したことがある会員からの申請である場合
（3） その他、当社が利用登録を相当でないと判断した場合
3. 有料会員資格の有効期間は、当社が有料会員登録を承認し、当社がその旨の
登録を行った日から、当社の裁量または有料会員の申請により有料会員登録
が抹消された日までとします。
4. 有料会員資格は、第三者に対する譲渡もしくは名義変更等の処分、または第
三者に使用させることはできません。
第 5 条（会員登録内容の変更）
会員は、住所、会社名（または商号もしくは名称）、代表者名、電話番号、その他
当社に届出ている事項に変更が生じた場合には、所定の手続きにより当社に遅
滞無く通知するものとします。
第 6 条（無料サービスの内容）
1. 当社は、無料会員に対して次のサービスを提供します。
・本サイトを通じた各種情報の提供
2. 当社は、前項で定めるサービスの正確性等の維持向上に努めますが、それを保
証するものではありません。また、このサービスは、運用上あるいは技術上の理
由により、適宜中止、中断ないし変更することがありますが、この場合でも当社
および原資料提供者は如何なる責任も負わないものとします。
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第 7 条（有料サービスの内容）
1. 当社は、有料会員に対して次のサービスを提供します。
・本サイトを通じた各種情報の提供
・相談室の利用を通じた各種情報の提供
・優遇がある法人カードの紹介
・その他の経営支援サービス
2. 当社は、前項で定めるサービスの正確性等の維持向上に努めますが、それを
保証するものではありません。また、このサービスは、運用上あるいは技術上の
理由により、適宜中止、中断ないし変更することがありますが、この場合でも当社
および原資料提供者は如何なる責任も負わないものとします。
第 8 条（有料会員の会費）
1. 有料会員の会費は、1 カ月 2,000 円（税別）とします。
2. 有料会員の会費は、有料会員登録が完了した日（当社からの登録完了通知日）
の属する翌月から発生するものとします。有料会員から無料会員へ変更した日
の属する月は、その月の会費を当社に支払うものとします。但し、有料会員登録
が完了した日と有料会員から無料会員への変更した日が同じ月であった場合、
その月は会費を当社に支払うものとします。なお、会費の日割り精算は行いませ
ん。
3. 当社は、本条で定める利用料金について理由の如何を問わず既に支払われた
会費の返還は行わないものとし、有料会員は予めこれに同意するものとします。
4. 有料会員の会費の支払い方法は、別途当社が定め、本サイト上に表示するもの
とします。
第 9 条（ID およびパスワードの管理）
1. 会員は、自己の責任において、本サービスの ID およびパスワードを管理するも
のとします。
2. 会員は、如何なる場合にも、ID およびパスワードを第三者に譲渡または貸与す
ることはできません。当社は、ID とパスワードの組み合わせが登録情報と一致し
てログインされた場合には、その ID を登録している会員自身による利用とみなし
ます。
3. 会員は、パスワードの紛失、盗難あるいは不正使用が判明した場合は直ちに当
社へ届け出て、その指示に従うものとします。
第 10 条（有料サービス利用者の登録、管理等）
1. 有料会員は、所定の手続きにより、有料会員向けサービス利用者の登録を 10
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名まで行うことができます。なお、サービス利用者に対しても本規約が適用され
るものとします。
2. 有料会員は、その登録したサービス利用者の ID およびパスワードを自己の責
任において管理し、登録された利用者以外に使用させてはならないものとしま
す。
また、有料会員が登録したサービス利用者の ID およびパスワードを使用して行
われた行為については、正当な権利の有無、使用上の過誤等に関わらず、全て
当該有料会員が責任を負うものとします。
3. 有料会員および有料サービス利用者は、パスワードの紛失、盗難あるいは不正
使用が判明した場合は直ちに当社へ届け出て、その指示に従うものとします。
4. 有料会員は、登録された利用者が退職等により利用資格を喪失した場合は、所
定の手続きにより、その利用を停止するものとします。
第 11 条（禁止事項）
会員は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
1. 入会手続きの際に虚偽の内容を申請する行為
2. 法令または公序良俗に違反する行為
3. 犯罪に関する行為
4. 本サービスの運営および本サービスの提供を妨げる行為、その他本サービスに
支障をきたすおそれのある行為
5. メールアドレスおよびパスワードを不正に使用する行為
6. 他の会員、もしくは当社に迷惑、不利益もしくは損害を与える行為、またはそれら
のおそれのある行為
7. 他の会員その他の第三者に成りすます行為
8. 当社のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
9. 本サービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与す
る行為
10. その他、当社が不適切と判断する行為
第 12 条（本サービスの提供の停止等）
当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、会員に事前に通知すること
なく、本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものと
します。
1. 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
2. 地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本サービスの提供が
困難となった場合
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3. コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
4. その他、当社が本サービスの提供が困難と判断した場合
5. 当社は、本サービスの提供の停止または中断により、ユーザーまたは第三者が
被った如何なる不利益または損害について、理由を問わず一切の責任を負わ
ないものとします。
第 13 条（利用制限および登録抹消）
当社は、以下の場合には、事前の通知なく、会員に対して、本サービスの全部もしくは
一部の提供中止、本サービスに対する利用申込の拒否、および会員としての登録の
抹消をすることができるものとし、その理由について、一切開示義務を負いません。
1.
2.
3.
4.

本規約のいずれかの条項に違反した場合
登録事項に虚偽の表明、確約、または告知があることが判明した場合
第 11 条に規定された禁止事項を行っていると当社が判断した場合
利用者が、過去に当社との契約に違反した者またはその関係者であると当社が
判断した場合
5. 会員について、差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、民事再生、会社更生、
破産、特別清算、手形交換所取引停止等の処分または申立てがなされた場合
6. （1）会員が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
①暴力団
②暴力団員
③暴力団準構成員
④暴力団関係企業
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
⑥その他前各号に準ずる者
（2）会員が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、また
は当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
7. 有料会員が登録するクレジットカードの利用を停止し、または停止させられた場合
8. 有料会員が第 8 条に規定する会費等を支払わない場合
9. その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合
当社は、本条に基づき当社が行った行為により会員に生じた損害について、一切
の責任を負いません。
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第 14 条（権利の帰属）
1. 本サービスにおいて当社が提供するコンテンツの情報等に関する一切の知的財
産権は、当社または本サイトへの原資料提供者に帰属します。会員は、本サービ
スを通じて入手した如何なる情報等も第三者に開示できません。また、複製、販
売、その他如何なる方法においても第三者に提供することはできません。
2. 本サービス上に、商標、ロゴおよびサービスマーク等（以下、「商標等」といいま
す。）が表示される場合がありますが、当社は本サービスの利用者その他の第三
者に対し何ら商標権等を譲渡し、またはその使用を許諾するものではありませ
ん。
3. 前項の規定は、会員が退会した後も適用されるものとします。
第 15 条（会員情報の取扱い）
1．当社は、会員が登録した会員情報および有料会員の本会サービスの利用履歴・
利用内容等の情報(以下、「会員情報」)を慎重かつ適正に管理し、その保護のた
めに、必要な措置を適切に講ずるように努めます。
2. 当社は、会員情報を本サイトの運営ならびに当社および株式会社三菱東京 UFJ
銀行が提供する商品・サービスの案内等の目的に利用することとし、会員の同意
を得ずにそれらの目的以外に利用しないこととします。また、会員情報および株
式会社三菱東京 UFJ 銀行が保有する会員に関する情報は、本サイトの運営なら
びに当該会員への当社および株式会社三菱東京 UFJ 銀行が提供する商品・サ
ービスの案内等のために、当社、株式会社三菱東京 UFJ 銀行および同行が銀行
代理業を委託している三菱 UFJ フィナンシャルパートナーズ株式会社（※）の間
で、共有します。本項に基づき共有する情報の管理についての責任は、当社会
員事業部長が有します。
3. 当社は、当社が定める所定の期間を経過したときは、会員情報を破棄できるもの
とします。
第 16 条（個人情報の取扱い）
1. 当社は、本サービスに関連して取得した会員の代表者、サービス利用者等の個
人情報および本会サービス利用履歴・利用内容等の情報（以下、「会員個人情
報」）を適切に取り扱います。
2. 当社は、会員個人情報を、本会の運営ならびに当社および株式会社三菱東京
UFJ 銀行が提供する商品・サービスの案内等のために、当社、株式会社三菱東
京 UFJ 銀行および同行が銀行代理業を委託している三菱 UFJ フィナンシャル
パートナーズ株式会社（※）の間で共有します。共有する情報の管理についての
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責任は、当社会員事業部長が有します。
3. 当社、株式会社三菱東京 UFJ 銀行、三菱 UFJ フィナンシャルパートナーズ株
式会社（※）間での情報の共有については、情報漏洩防止等に十分留意した
うえで、文書または電磁的記録等の適切な方法により、情報の共有を行い
ます。
4. 当社に対する個人情報の提供は任意ですが、提供いただけない場合は、適切
なサービスをご利用いただけないことがあります。
5. お預かりしている会員個人情報について、開示、訂正、追加、削除、利用停止、
第三者提供の停止、若しくは利用目的の通知をご請求される場合、下記お問合
せ先までご連絡下さい。
個人情報に関するお問合せ先
三菱 UFJ リサーチ&コンサルティング株式会社 RISE UP CLUB 事務局
〒105-8501 東京都港区虎ノ門 5－11－2 オランダヒルズ森タワー
個人情報照会専用 E-mail：riseupclub@murc.jp
第 17 条（サービス内容の変更）
当社は、会員に通知することなく、本サービスの内容を変更し、または本サービスの
提供を中止することができるものとし、これによって会員に生じた損害について一切
の責任を負いません。
第 18 条（連絡）
1. 本サービスに関する当社から会員への連絡等は本サイト内への掲示、または当
社が適当と判断する方法により行うものとします。
2. 前項の連絡は、当社が当該連絡を前項の規定に従って行った時点により効力を
発するものとします。
3. 当社は、サービスの向上を目的とした調査、検討、企画の一環として、登録情報
を利用し、本サービスの利用者に対してアンケート・広告・宣伝等のメールを配信
することがあります。
4. 当社は、当社の判断により、本サービスに当社または第三者の広告を掲載する
ことができるものとします。
第 19 条（サービスの利用中止）
1. 会員は、所定の手続きにより、いつでも本サービスの利用を中止することができ
るものとします。ただし、有料会員については、第 8 条第 3 項の規定が適用され
るものとします。
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2. 有料会員は、本サービスの利用の中止にあたり、有料サービス利用者登録をす
べて削除し、無料会員へ変更したうえで、本サービスの利用を中止することがで
きます。
第 20 条（免責事項）
1. 当社は、当社の責に帰すべき事由により、この規約に基づく債務を履行しなか
った場合、通常生じうる損害の範囲内かつ有料サービスにおいては会費相当額
（継続的サービスの場合には 1 か月分相当額）の範囲内においてのみ賠償の責
任を負うものとします。
2. 当社は、本サービスに関して、会員と他の会員または第三者との間において生
じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負いません。
3. 当社は、会員が本サービスの利用に関して如何なる損害を受けた場合にも、当
社および原資料提供者は一切の責任を負わないものとします。
第 21 条（準拠法・裁判管轄）
1. 本規約の準拠法は、日本法とします。
2. 当社と会員の間で訴訟の必要が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄す
る裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
（※） 三菱 UFJ フィナンシャルパートナーズ株式会社は、お客さまと三菱東京 UFJ 銀行の各種お取引
の媒介業務を専門に行う、三菱東京 UFJ 銀行の 100%子会社です。
http://www.bk.mufg.jp/houjin/chusho/financial_partners/

以上
（平成 29 年 2 月１日改定）
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