出張アロマエステ Luxia 会員規約
1.会員資格
会員とは、本規約を承認の上入会を申し込まれ、所定の手続きをされたお客様といたします。
2.会員カード
(1)会員カードは、ご本人様のみご利用いただけます。他人への譲渡・貸与はできません。
(2)入会金￥3,000・年会費は無料です。
会員が退会時、または本規約に違反し強制退会した場合や、その他の場合も、入会金の返金は一切お受けできませんのでご了承
ください。
3.会員カードのご利用
利用の際には会員カードをご提示いただかなくてもご利用可能です。会員番号が必要な際、カードに記載の会員番号をご利用く
ださい。
4.会員特典
(1) ご入会後、2 回目のご利用時から使用できる 15 分延長 券の進呈。
(2) 新規会員様ご紹介特典
・被紹介者様が入会後、アロマトリートメントエ ステ 90 分以上のコースをご利用した場合、紹介者様・被紹介者様へ
Luxia1,000 円金券を進呈。＊1
・5 名の被紹介者様が入会後、アロマトリートメ ントエステ 90 分以上のコースをご利用した場合、紹介者様へアロマトリー
トメ ントエステ 90 分無料券を進呈。＊2
・被紹介者様が月間ＶＩＰ会員となった場合、紹 介者様へ Luxia3,000 円分金券・アロマトリートメ ントエステ 90 分無料券
を進呈。＊1
・5 名の被紹介者様が月間ＶＩＰ会員となった場 合、紹介者様が月間ＶＩＰ会員へ昇格。＊2
・被紹介者様が年間ＶＩＰ会員となった場合、紹 介者様へ Luxia3,000 円分金券・指名料無料券・アロマトリートメ ントエ
ステ 120 分無料券を進呈。＊1
・5 名の被紹介者様が年間ＶＩＰ会員となった場 合、紹介者様が年間ＶＩＰ会員へ昇格。＊2
＊1 被紹介者様 1 名初回達成時 1 回限りとなります。
＊2 被紹介者様 5 名初回達成時 1 回限りとなります。
＊上記の紹介特典の条件を満たされ、特典を受けられていない会員様はお電話でお知らせください。
(4)ＶＩＰ会員権
当店が定める以下の昇格条件を満たされました会員様は、月間ＶＩＰ会員、または年間ＶＩＰ会員へ昇格します。
・月間ＶＩＰ会員昇格条件
一般会員が毎月 1 日から末日までの間に、税込 70,000 円以上ご利用した場合、または 5 名の被紹介者様が月間ＶＩＰ会員
となった場合。
・月間ＶＩＰ会員昇格時期と権利期間
条件を達成された翌月 15 日から翌々月 15 日ま での 1 ヶ月間。
・月間ＶＩＰ会員特典
★1 回のご利用金額が税込 17,000 円以上で出張費 半額＊1、税込 21,000 円以上で出張費無料＊2・指名料半額＊3、税込
26,000 円以上で出張費・指名料無 料＊2＊4
★Luxia3,000 円分金券・アロマトリートメ ントエステ 90 分無料券を進呈。
・年間ＶＩＰ会員昇格条件
月間ＶＩＰ会員が毎年 1 月 1 日から 12 月 31 日 までの間に、税込 840,000 円以上ご利用した場合、または 5 名の被紹介者
様が年間ＶＩＰ会員となった場 合。
・年間ＶＩＰ会員昇格時期と権利期間
条件を達成された翌年 1 月 15 日から翌々年 1 月 15 日までの 1 ヶ年間。
・年間ＶＩＰ会員特典
★1 回のご利用金額が税込 13,000 円以上で出張費 半 額＊1、税込 17,000 円以上で出張費無料＊2・指名料半額＊3、税込
21,000 円以上で出張費・指名料無料＊2＊4
★Luxia5,000 円分金券・アロマトリートメ ントエステ 120 分無料券・延長 30 分無料券を進呈。
＊1 4,000 円以上の地域の場合、出張費より 1,500 円割引させていただきます。
＊2 4,000 円以上の地域の場合、出張費より 3,000 円割引させていただきます。
＊3 役職者指名の場合、指名料より 1,000 円割引させていただきます。
＊4 役職者指名の場合、指名料より 2,000 円割引させていただきます。
5.会員カードの紛失・盗難
会員カードを紛失された場合、また盗難の被害にあった場合には、カードは再発行となり、再発行手数料￥1,000 がかかります。
会員カードの再発行は、係員にお申し出ください。
会員カード、会員番号は大切な個人情報として厳重に保管お願い致します。なおカードの紛失・盗難、それに伴う個人情報の悪
用等により会員がいかなる損害を受けた場合にも、当店は一切責任を負いません。
6.個人情報の保護
お客様の個人情報を厳重に管理するとともに、当店規程にもとづき必要なセキュリティ対策を講じます。
7.届出事項の変更
ご住所・お名前・お電話番号等、届出事項に変更が生じた場合には、当店へ速やかにお申し出ください。
8.会員資格の喪失
会員がご利用前の注意事項確認書、反社会勢力確約書、本規約に違反した場合、ただちに会員資格および会員特典は喪失します。
10.ダイレクトメール・電子メールの送付、会員情報の管理
(1)会員に対して、商品情報等のご案内を送付することがございます。ご了承ください。
(2)ご住所・お名前・お電話番号・生年月日を当店で登録・管理することをあらかじめご了承ください。
11.本規約の追加・変更
本規約・サービス内容・システムは予告なしに追加・変更される場合がございます。
ご了承ください。
※Luxia 会員カードは、商品券・クレジットカードではありません。

ご利 用 前 の注 意 事 項 確 認 書
以下の内容をお守り頂けないお客様、その他セラピストが危険と判断した場合はただちに施術を中断し、退出させて頂きます。な
お、その際の料金の返金も致しません。また悪質な場合は違約金のご請求、さらに今後一切当店及び当店加盟協会、当店グル
ープ等すべてのご利用をお断りさせて頂きます。
場合によっては警察に通報させていただくこともございますので、重々承知の上ご利用頂きますよう宜しくお願い致します。

【最重要禁止事項】
■性風俗店行為の強要(性風俗店行為を誘う金額提示も固くお断り致します)
■ビデオ、カメラ(モバイル端末含む)等での撮影及び盗撮行為
■セラピストに対する暴力行為
■セラピストの身体に触れる等の痴漢行為。
※上記 4 項は報告または発覚があった時点で、所轄警察署へ通報し刑事事件として対処致します。
【禁止事項】
■セラピストへの直接施術の依頼、及び同業・他業種関わらずスカウト行為、引き抜き行為
■ホストの営業行為
■泥酔時、及び薬物使用者のご利用
■セラピストが不快に感じる行為や言動、及び精神的苦痛を与える行為や言動
■品性に欠ける行動や発言、及びセラピストが危険を感じる、もしくは危害を与えられる行動や発言等
■男性のお客様が仰向けで施術中に全裸になる行為、及びセラピストに性器をみせつける行為
■セラピスト個人の連絡先、プライバシーに関する個人情報の聞き出し等、及び収集盗用等
■セラピストとのプライベートでの対面、及び待ち合わせ等の強要行為
■施術終了時間の引き伸ばし、及び拘束
■施術中の喫煙（火災、火傷等の防止）
■当店が定めた施術内容から逸脱する施術の要求等
■アダルトビデオを見ながらの施術
【免責事項】
以下の事由により発生したお客様の不利益、損害、傷 病等、当店では一切責任を負いかねますので予めご了承の上、ご利用く
ださい。
・サービス後にセラピスト滞在時間外で発症した傷病や医師による因果関係の証明不能な傷病。
・オイルによる炎症等が起きた場合。
・現金・貴重品等、その他お客様の所有物の紛失等。
・お客様都合によりキャンセルされたご予約のキャンセル料。
・当店の規約(禁止事項等)お守りいただけなかった、もしくはセラピストが施術に不適当と判断し、施術を中止したことによるお客様
の不利益、または損失等。
・如何なる理由であっても、ご自身の過失によって生じたお客様の不利益、損害、傷病等。
・その他、当店のサービスを受けたことにより生じた不利益、損害等。
【その他注意事項】
・体調チェックシート症状に該当する方のご利用は、お客様の健康のためお断りさせていただきます。
・当日のご予約をキャンセルされた場合、キャンセル料が発生いたします。
当日ご予約の 3 時間前まで：50％ ご予約の 3 時間前～ご予約時刻：100％ ホテル入室不可：100％
お時間の変更・キャンセル等は必ずご連絡下さい。ご連絡のない場合、今後一切当店及び当店加盟協会、当店グルー プ
等すべてのご利用をお断りさせて頂くことがあります。
・当店は風俗店ではありません。風俗的サービスを一切含みませんので必ずご了承の上、ご利用ください。
・当店は癒しを目的とした出張リラクゼーション店です。あん摩、指圧、マッサージなど治療を目的とした医業（類似）行為は一切
行っておりませんのでご注意ください。
・その他、セラピストが施術に不適当であると判断した場合、ご利用を中断させていただきます。
以上の内容を理解し、了承致します。
平成
ご署名

年

月

日

Luxia（以下当サロン）は、個人情報の重要性を認識し、その保護に関する法令の遵守徹底を図るため次の各項
の実施に努めます。
■個人情報の収集
当サロンはご予約・お問い合せ、その他当サロンが提供するサービス（アンケート、各種キャンペーン等）の目
的の範囲内において個人情報の収集を行うことがあります。
■個人情報の利用目的
当サロンではお客様からお預かりした個人情報について、以下の目的に利用させて頂きます。
１．当サロンのサービス、あるいは各種イベント・キャンペーンなどの開催について、郵便・電話・電子メール
などの方法によるご案内
２．商品およびサービスの開発、改善、顧客満足度向上策検討のためアンケート調査を実施すること
３．当該目的と合理的な関連性のある範囲内で、業務の遂行上必要な事柄のための利用
４．お問い合わせ等への対応
５．緊急のご連絡
■個人情報の第三者への情報開示について
当サロンはお客様本人の同意を得た場合以外は、第三者に対し個人情報を開示することはいたしません。ただし、
当サロンと機密保持契約を締結している協力企業、提携会社及び業務委託会社に対して個人情報を開示する場合
があります。
ただし、公的機関から法令により開示を求められた場合は、お客様ご自身の同意なく個人情報を開示・提供する
ことがあります。
■個人情報の管理
当サロンが収集したお客様の個人情報については、適切な管理を行い、紛失・破壊・改ざん・不正アクセス・漏
洩などの防止に努めます。
■個人情報の開示・訂正・削除について
当サロンは、あらかじめ示した利用目的の達成に必要な範囲内で、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう
努めます。
■個人情報保護方針の改正について
当サロンはプライバシーポリシーを随時見直し、改正していきます。
以上の内容を理解し、了承致します。
平成
ご署名

年

月

日

確 約 書
私は、次の①の各号のいずれかに該当し、若しくは②の各号のいずれかに該当する行為をし、又は①に基づく確
約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、この契約が解除されても異議を申しません。また、これ
により損害が生じた場合は、一切私の責任といたします。
① 本件取引に際し、現在次の各号のいずれにも該当しないこと、かつ、将来に渡っても該当しないことを確約し
ます。
ア 暴力団
イ 暴力団員
ウ 暴力団関係企業
エ 総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等
オ その他前各号に準ずる者
② 自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約しま
す。
ア 暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
エ 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて貴社の信用を毀損し、又は貴社の業
務を妨害する行為
オ その他前各号に準ずる行為
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年

月

日
印

