2011年11月訂正版

FARMCAMPUS
会員規約

株式会社ファー ムキ ャン パス

第1 章 総則
第1 条（ 名称・ 所在地）
クラブ の名称はファー ムキ ャン パス長生村（ 以下、 クラ ブとい う） と 称し ます。
所在地は千葉県長生郡長生村一松丁1 74 に 置く。
第2 条（ 運営）
クラブ の運営・ 管理は株式会社ファー ムキ ャン パス（ 以下、 法人と いう） があ た りま す。
第3 条（ 目的）
クラブ の目的は、 会員制農園（ 以下、ファー ムと い う） の運営を主軸に、 自然と のふれあい を
つうじ て健康的なライ フスタイ ルを提案し、 会員相互の 親睦を図るとと もに 地域社会に おけ る
明る い コミュ ニテ ィーづく り に 寄与す ること とし ます。
第4 条（ クラブ 施設）
クラブ は会員のた め の施設とし て、 ファー ムと クラ ブ ハウ スを提供いた しま す。
第2 章 会員
第5 条（ 会員）
クラブ の会員（ 以下、 会員と い う） は、 本規約・ 細則及び、クラブ が定め る 事項を遵守す るこ
ととしま す。
第6 条( 会員資格)
1.クラブ の目的や趣旨を理解し 賛同できる 人
2.農園の景観を保全助長でき る 人
3.農園の管理運営に 関する 規則など を遵守でき る 人
第7 条（ 会員種別・ 会費）
会員の種類は下記の3 種類と しま す。
〈マイ ファー ム会員〉
・専用区画10 坪
・入会金１万円、 年間会費12 万円（ 月額1 万円） ※別途消費税
・１口あ たり5 名ま で( 未成年者は無料) の記名式と し、 免許証など の身分証明書の写し を提出
してい た だき ます。
・法人入会は、 ２口以上の契約と し、 入会時に 法人登記簿謄本及び 代表者の身分証明書の写
しを提出し ていた だ きま す。
・会費に は、 農地賃借料、 種・ 苗・ 堆肥代、メン テナ ン ス費、 耕作指導料、 クラブ ハウ ス使用料
等が含ま れま す。
・会員区画から収穫さ れる 作物はす べて会員に 帰属し ます。

第3 章 入退会
第8 条（ 入会金・ クラブ 会費）
会員は、 法人が定める クラ ブ 会費（ 以下会費とい う） を 前もって支払うものと しま す。 納入さ
れた 入会金及び 会費は理由の如何に かかわらず 返還 しない ものと しま す。
第9 条（ 入会手続）
入会にあ た っては、 入会金・ 年会費をお 支払い の上、 所定の入会申込書をクラブ へご 提出く だ
さい。
第1 0 条（ お 支払い 方法）
入会金・ 会費は申込時の一括払い 又は分割払い （ 別 途手数料あり ）とし、 下記口座へお 振り 込
みく ださ い。
《千葉銀行： 一宮支店、 普通口座、329 8222、 口座名 義： 株式会社ファー ムキ ャン パス》
第1 1 条（ 会員の資格期限）
会員の資格期限は会費の振り 込み日から1 年間と なり ます。
第1 2 条（ 退会）
クラブ を退会さ れる 場合（ 更新さ れない 場合） は、 必ず 「期間満了日2 ヶ 月前」 ま でに 所定の退
会届書を提出し てく ださ い。
第1 3 条（ 会員資格の一時停止・ 除名）
会員が次の各号のい ず れかに 該当する 場合、 法人は会員資格の一時停止・ 除名を行うこと が
できる ものと しま す。
1.クラブ の名誉を傷つけ た 場合やクラブ の秩序を乱し た 場合
2.会員規約お よび そ の他定め られた 事項に 違反し た 場合
3.クラブ の施設、 設備など を故意に 損壊し た 場合
4.会費およ び 参加費を滞納し、 法人から期限を定め た 勧告に も応じ ない 場合
第1 4 条（ 会員資格の喪失）
会員は次の各号の一つに 該当する 場合、 会員資格を喪失し ます 。
1. 会員資格の有効期間が終了し たと き。
2. 会員本人よ り、 所定の退会届書提出があ ったと き。 但し、 未納金を有す る 場合完済の後、
退会と する。
3. 会員本人の死亡
4. 登録法人の解散
第4 章 サー ビ ス・ 施設利用
第1 5 条（ 本サービ スの内容）
１． 自ら野菜・ ハーブ 等を育てた い 方に、 ファー ム内に 専用の畑を区画し 利用を認め ます。

２． クラブ の指導員に よって、 畑の日常管理、 耕作指導など の栽培サポー ト を行いま す。
３． クラブ ハウ スの利用を認めま す。
４． 農作業を中心とし た、 各種イ ベント を開催い た しま す。
５． 収穫物を年４回発送をい たし ます 。
第1 6 条（ 収穫物）
会員の専用区画からの収穫物は会員に 帰属し ます が、会員の都合によ り 収穫に 来られない
場合は宅配便に てご 指定の場所へお 送りい た しま す。 (要実費負担)
スケ ジュ ー ルに 沿って野菜類を栽培し ていく 関係上、 期限内に 収穫さ れない 場合は、 クラブ
側が処分さ せていた だ きま す。
また、 天候不順等の事由に よ り、 不作又は収穫量の変動又は収穫でき ない 場合もあり ます。
第1 7 条 （イ ベン ト 等）
会員向け 無料イ ベン ト を除き、 各種イ ベン ト 等の参加費は各自負担と なり ます。( 自由参加)
第1 8 条（ 施設利用時間・ 休館日） クラブ 施設の利用時間は原則とし て午前1 0：00 〜午後18：
00とし ます。 た だし、 季節によ り 変化す る ものと します 。 クラブ 施設は原則とし て火曜日定
休と さ せていた だ きま す。 た だし、 火曜日が祝日の場 合は営業い たし ます。 ま た、 農地メ ンテ
ナン スのため ２月１日から２月末日ま では全日休館と させてい た だき ます。
第1 9 条（ビ ジ ター 利用）
クラブ が開催する 特定のイ ベン ト を除き、 会員以外の方がクラブ 施設（ ファー ム及び クラブ ハ
ウ ス） を利用する 際は、1 日1 名あ た り1,00 0 円の利用料をお 支払い い ただ きま す。
た だし、 会員と の同伴以外での利用はできま せん。
※未成年者の利用は無料です。
第5 章 付則
第2 0 条（ 免責）
本サービ スの運営に 支障がないよ うに 努め ます が、 台風・ 地震など の自然災害に 起因 する 事
故及び 動物被害や盗難によ る 損害に つい ては責任を 負いま せん。 また 栽培の成果・ 収穫量を
お 約束す る ものではあり ま せん。
第1 9 条（ 損傷）
会員は自らの責に 帰する 事由によ り、 本施設、 貸与品等、 クラブ 所有物を損傷さ せた 場合、 直
ちに 当該損傷箇所を修復さ せる た め の必要費用を支払うものと しま す。
第2 0 条（ 個人情報）
個人情報を別途ホ ー ムペー ジ 上に 掲示す る「 個人情報保護ポリ シー」 に 基づ き、 適切 に 取り
扱うものと しま す。 生命、 身体の保護のため に 必要があると 法人が判断し た 場合に は、 当該保
護のため に 必要な範囲で開示、 提供する こと があ りま す。

第2 1 条 本規約の変更
法人は必要に 応じ て本規約を変更でき る ものとし ます 。変更の内容ま た は変更さ れた 本規約
は、 当クラブ 掲示板ま た はホー ムペ ー ジに て通知しま す。
第2 2 条（ クラブ 施設の閉鎖・ 変更）
1. 法人は天変地変、 著しい 社会情勢の変化、 及びそ の他やむ を得ない 事由が生じ た 場合、 ク
ラブを閉鎖する こと ができる ものとしま す。
2. 法人は必要に 応じ て、 施設内容の変更を行うこ と が出来る ものとし ます。
第2 3 条（ 利用制限）
法人は下記の内容に 該当する 場合、 予告無し に 本施設の全部もしく は一部を利用制限を行う
場合があり ます。 （ １） 天候・ 災害・ そ の他によ り、 開館が不可能と 認め られる 場合。 （ ２）
本施設の改修・ 補修・ 点検等、 やむ を得ないと き。 （ ３）本クラ ブ の主催す る 特別行事を開催
すると き。 （４） 法令の制定・ 改廃・ 行政指導・ 社会情 勢等やむ を得ない とき。 （ ５） 経営
上、 必要と 認め られたと き。
第2 4 条（ 責任事項）
クラブ 施設内お よび 駐車場で発生し た 盗難そ の他の事故に つい て、 クラブ およ び 法人は一切
の責任を負わない ものとしま す。ま た、 会員・ビ ジタ ー にお い て、 本施設利用時、 本施設の安
全性の維持管理ない し 構造上の問題、 施設使用に 付随する 業務遂行によ り 生じ た 事故以外
に つい ては、 本クラブ は一切賠償の責を負わない もの としま す。
第2 5 条（ 改正）
クラブ 会員規約の改正は、 法人が必要に 応じ て行うこ とが出来る ものと し、そ の効力はす べて
の会員に 及ぶものと しま す。
第2 6 条（ クー リン グオ フ）
会員は、 入会申込を行った 日から起算し て8 日以内で あ れば、 所定の方法で( 書面の提出、 電
子メ ー ルによる 送信) 会員契約を解除する こと ができ ます。 受領済みの会費は全額を返金い
たし ます。
第2 7 条（ そ の他）
会員と 当クラ ブ と の間 で訴 訟 の必 要 が生じ た 場 合、 東京 地 方裁 判 所を 合 意管 轄 裁判 所と し ま
す。̲

