
乙と甲は本契約書面を双方合意の上、契約を締結致します。 

各自記名捺印の上、本書を 2通作成して各自 1通を保有するものとします。 

 

【費用】 甲が提供するサービスに対し、乙が甲にお支払いいただく費用は 

以下です。前受け金に対する特段の保全措置は講じておりません。  振込 

みの場合の手数料、又は銀行自動払い込みの場合の手数料 金 300円（税 

別）は乙にご負担いただきます。（ コース名称：                  ） 

本書面の価格表示は全て税抜き価格です。別途役務提供時の消費税が掛ります。ご契約時に別紙の請求明細書で消費税を確認下さい。 
【支払い時期】 
１．入会時費用合計額は契約時にお支払いいただ
きます。  
２．月会費、ネット使用料は前月２７日までにお振
込いただくか、自動振替いただきます。  
３．見合料は当日までにお支払い頂きます。 
４．パーティーなど催しものについての参加費は、
ご参加前日までにお支払いいただきます。 
５．成婚料は成婚（契約条項第 12条の定義です）
成立後７日以内にお支払いいただきます。  
６．お相手の成婚料を払う約束で成婚をした場合、
お相手相談所の提示する支払い期日に従います。 
【抗弁権の接続】 
ｸﾚｼﾞｯﾄ､ﾛｰﾝなど割賦・販売法で規定されるお支 
払いの場合、甲との発生した事由をもって利用信
販会社に乙は支払い停止の抗弁を主張することが
出来ます。                                                    
【関連商品の取り扱いと特約事項】 本契約におい
て関連商品の購入、取り扱いはありません。また契 

  約に対する特約はありません。 
契 約 条 項 （１） 

第 1条(会の運営と目的) 
甲が加盟をする良縁ネット連盟本部および甲が加盟する同様の他組
織（以下まとめて本部という）のシステム（以下同システムという）を利
用して、結婚相手紹介サービス業務を行います。甲は本部と雇用関
係、資本関係はなく、独立した経営主体の事業者です。甲は、乙に対
し結婚相手紹介に必要な情報（以下、結婚相手会員情報という）を提
供し、これに付帯するサービスならびに必要な助言等を行うことを目的
とします。甲は、誠意をもって役務を提供しますが、お見合い、結婚を
乙に保証するものではありません。 
 

第 2条(提供するサービス) 
1.甲は同システムに乙の必要な情報を登録します。 
2.乙は、甲に来所するか、乙の自宅においてインターネットを介し同シ 
 ステムを利用して結婚相手会員情報を閲覧することが出来ます。自 
 分がお見合いを希望する会員（以下、希望会員といいます）を選択  
 する事ができます。 
3.乙は本部が提携契約をする会社の会員とも、結婚相手紹介サービ 
 スの役務を乙の希望により受ける事が可能です。希望の場合、甲よ 
り説明を受け確認してください。甲の許可で利用する事が出来ます。 
4.乙が、申込出来る回数は、1 ヶ月当り最大    名までとします。 
5.乙は、弊会などが主催するお見合いパーティー・イベントに参加出来
ます。 （キャンセルポリシーについては各会で異なります。開催を保
証するものではありません。また参加できないものもあります。) 
6.甲は、乙の申込みに対して希望会員がお見合いを承諾した時、他  
 会員からのお見合いの申込みを乙が承諾した時は、お見合いの日 
 程場所を話し合いにて調整して、実施します。 
7.甲は、お見合い、交際、結婚に関するアドバイス、また結婚に付帯  
 するサービスの紹介を行います。 

 
第 3条(個人情報の利用と目的) 乙の必要な情報は同システムへ登録を
し、以下で利用されます。 
1.本部に加盟する結婚相談所および、その結婚相談所と契約をする  
 会員の端末にて結婚相手紹介サービスの目的のため利用します。 
2.第 2条 3項にて乙が希望した場合、本部提携契約会社の会員を乙
が閲覧可能となるともに、乙のプロフィールも、本部提携契約会社およ
びその会員が結婚相手紹介サービスの目的で閲覧可能となります。 

3.乙のお見合いが決まった時、氏名、また交際が決まった時、電話番  
 号等連絡先をお相手と交換します。またお見合い場所の予約の際 
 に苗字のみ予約名としてホテル予約係へ伝えます。 
4.甲は加盟結婚相談所間の交換会等で縁組のため使用します。 
5.本部ではパーティー開催時、名簿に出席会員の姓のイニシャルと   
 婚歴、住所概略等を載せます。出席者の交流のため利用します。 

 
第 4条(個人情報の取扱) 

1.甲は代表者を個人情報管理責任者とし甲が策定した個人情報保護 
 方針に従い安全管理に努めます。 
2.甲は第 3条に基づき、乙の個人情報の一部を本部システムに登録し 
 ます。また乙が希望し甲の審査を経た場合、良縁ネット連盟本部が  
 提携契約をする会社の担当者とその会員の閲覧に供されます。 
3.乙から預かった写真、証明書類は退会時に返却します。 
4.乙の本契約書、入会身上書は不正退会を防ぐ目的にて 3年間保管  
 後甲がシュレッダー処理します。 
5.乙の退会に際し、甲は乙の登録された電子情報を削除します。 
6.乙が成婚退会時は、甲が成婚届けを本部に対して申請します。この 
 届けにより、成婚した会員 No.結婚相談所 No.が記録管理されます。 
7.乙は、同システム上における自己の開示情報等を同システム会員用 
 により確認する事ができます。乙の訂正・削除の要請に対し甲は速  
 やかに応じます。 
8.甲は相手個人情報の内、本人が開示を希望しない事項については、 
 お見合い相手にも開示しない事項があります。（行政庁の指導によ  
 る） したがって乙はお見合い相手の人となり等についてはご自身で 
 判断するものとします。このような事情があるので、機微な情報につ 
 いては、お見合い相手とお互いに情報を交換をして下さい。 

 
第 5条(免責事項) 
インターネットを通したサービスに異常がないよう努力しますがメンテ 
ナンス時および事故による障害時等にはサービスができません。 
甲及び本部は障害によるサービス低下について損害を賠償するもの 
ではありません。また、甲の仲介による結婚相手紹介サービスにて、お 
相手との不調が生じても甲及び本部はそれに対する損害を賠償するも
のではありません。また加盟結婚相談所を通しての紹介となりますの
で、情報の正確性に努めますが会員情報にもし間違いが有っても甲及

Sun Marriage   会 員 契 約 書 

契約締結日       年    月    日 

印
紙 

 

甲 

事業者名 Sun Marriage サンマリッジ 

乙 

入会者名 印   

代表者名 川井田 修二          印   

住   所 

 

住   所 
東京都港区麻布十番2-8-16 
七面坂ビル2F 

電話番号  電話番号  

お客様相談窓口  名称 
  住所 

                         電話 

費   用 金  額 （ 税 抜 き ） 内    容 

①入会金       円 入会契約履行の費用 

②登録料       円 システム登録の費用 

③月会費 (     月～   月分)       円 入会時の前納月会費 

④初期サポート料       円 初期カウンセリング費用 

入会時費用合計       円 入会時お支払い合計額 

⑤月会費       円 月ごとの活動費用 

⑥月額ネット使用料       円 自宅でのシステム使用料 

⑦お見合い料       円 お見合いの設定料 

⑧成婚料       円 第 12 条の成約時の費用 

       円  

 
本契約内容を十分お読みなり良く理解されて、ご契約をお願いいたします。

す。 



び本部はものではありません。また加盟結婚相談所を通しての紹介と
なりますので、情報の正確性に努めますが、会員情報にもし間違いが 
有っても甲及び本部は損害を賠償するものではありません。 

 
第 6条(入会の資格および審査) 
 以下の資格者を審査の後、入会とします。入会をお断りする場合、   
 審査基準内容、理由等の開示はいたしません。 
 1.20歳以上で良識があり、法的にも実生活においても独身の方。 
 2.経済的、身体的、精神的に正常な結婚生活を営める方。被保佐人、 
  被後見人でない方。 
 3.現在、過去において犯罪および重大な法令違反をしていない方。 
 4.現在、過去において暴力団等反社会的組織の関係者でない方。 
 5.本部の定めた証明書類(本会員契約書及び身上書、独身証明書、 
  住民票、卒業証明書、資格証明書、男性のみ収入証明)を甲に提出 
  できる方。  
 
第 7条(会員登録) 
 乙は同システム上に、結婚相手紹介に必要な乙の個人情報の掲載を 
 認めるものとします。登録された個人情報の利用については第 3の通 
 りです。登録された個人情報の取り扱いについては第 4条の通りです。 
 
第 8条(会員の義務と遵守事項) 
 乙は以下の事項について遵守しなければなりません。 
 1.同システム上の掲載内容について 
  ①第 6条 5項の書類等に虚偽があってはならないものとします。もし   
  システム掲載内容に虚偽があった場合、甲に１件につき金 10,000   
  円の違約金を支払う事とします。ただし、甲に違約金の額を超える   
  損害が発生したときは、甲は乙に対し、その超過額を請求すること 
  ができるものとします。 
  ②同書類等に変更があった場合は速やかに甲に届けをします。 
 ③第 6条 5項の書類を本部が、甲に照会を求める場合があります。   
  乙はこの場合、本部への提示を許諾しなければなりません。 
 2.個人情報に関して 
  ①乙は同システム内情報やお見合い相手の個人情報を第三者に決  
  して漏らしてはいけません。 
  ②乙は同システム上の自会員パスワードを第三者に教えたり、他   
  会員個人情報を印刷、撮影、保存をしたりしない事とします。 
  ③乙の故意または過失により他の会員の個人情報を漏洩させ、こ   
  れによって甲または本部に被害を与えた場合は、乙は甲と本部に 
  対し損害賠償を負うものとします。 
 3.お見合い、交際に関して 
  ①乙はお見合い相手の人格を尊重し、遊興その他不正な目的の    
  ために本サービスを利用しない事とします。 
  ②乙はお見合い、交際に関しては、言動、行動、服装等に気を配    
  り、杜会人として良識のある行いをする事とします。  
  ③乙は決定したお見合いを断ることが出来ません。やむを得ず断   
  る場合は金 10,000円の違約金を甲に対して支払う事とします。 
  ④乙はお見合い当日連絡もなく 30分以上遅刻した場合は、甲に対し 
  金 10,000円の違約金をその時点で支払う事とします。またその後、再
度日程調整に入らかったら更に 10,000円支払うこととします。遅刻で
なくても当日キャンセルやすっぽかしのあった場合は金 20,000円を違
約金として支払う事とします。 

  ⑤会員同士の金銭授受、金銭貸借は禁止とします。 
  ⑥乙は交際をお断りする場合は甲を通して行うものとします。また   
  断られたお相手には連絡をしては、いけません。連絡先は必ず破棄 
してくだい。 
⑦お見合い後連絡先交換をして一度もお相手に会わないまま交際終
了することはできません。やむを得ずお断りする場合は違約金
10,000円をお相手支部へお支払いください。 

  ⑦お見合い後の交際期間は、原則として 3 ヶ月以内とします。やむ   
  を得ず延長を希望されるときは届け出が必要となります。延長     
  期間は甲がお相手と協議をして決めます。 
  ⑧交際中は交際状況を定期的に甲に報告します。 
  ⑨結婚を決めた場合は速やかに甲に報告するものとします。成婚   
  （第 12条の定義）の場合甲に成婚料を支払います。 
   結婚の事実を故意に隠した場合は、契約成婚料の 2倍を反則     
   金として支払う事とします。 
 4.本契約書記載の費用の支払いは、記載の期日までに、乙は甲に   
  支払うものとします。 
 5.甲が紹介した交際相手とのトラブルについては自己責任とし、 
  甲及び本部は乙に対し責任を負わないものとします。 
 
第 9条(会員の期間) 
 乙の会員契約有効期間は  年とします。期間中は料金の変更はしま 
 せん。更新再契約時の料金は、別途定める事とします。 
 
第 10条(会員の退会) 
 乙は、甲に対し退会を申し出たとき、会費を滞納し甲の催促にもかか  
 わらず納入しないとき、成婚（第 12条の定義）したとき、または乙の会  
 員期間が満了となったときに、甲を退会します。  

第 11条(会員の除名) 
 乙が以下に該当する場合、甲又は本部は、乙を除名処分とします。 
この場合、以後、乙に対するサービスは停止し、なお乙の行為によって 
.甲または本部に損害が生じた時は、甲または本部は乙に対し、損害賠
償請求をすることがあります。 

 1.当契約条項に違反した時。  
 2.紹介相手会員、その会員が所属する結婚相談所、甲又は本部に 
  対し、その名誉または信用を傷つけた時、損害を与えた時。 
 3.公序良俗または法令に反する行為をした時。 
 4.入会時の提出書類に詐称があった時。 第 6条(入会の資格)に 
満たなくなった場合。 

 5.甲または本部が規約上、会員として不適当と判断した時。 
 除名処分となった場合は第 14条中途解約には該当しませんの   
 で、受領金は返金しません。 

第 12条(成婚) 
 成婚とは、会員同士がお互いに結婚すると決めることです。もし乙 
 が成婚した場合、甲へその旨を報告し、成婚料を支払います。 
 お見合い以外でも甲が紹介した相手と以下が生じた場合も成婚 
とします。 

1. 二人で宿泊をともなう旅行、又は性的な関係があった場合。 
2. 交際期間を延長し通算 6 ヶ月を経過した場合。 
3. 同居、同棲した場合。(短期間も含む) 
4. 退会後、過去に甲を通じてお見合いした人・他の形で紹介された人と
結婚したとき。 

 乙は成婚によって甲を退会します。成婚退会は契約完了となりま  
 すので受領金の返還はしません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第 14条（中途解約） 
 乙がクーリング・オフ期間経過後に契約の解約を申し出た場合、  
 解約返還金は以下の通りです。 
 1.役務提供開始前なら、前受金から「契約の締結及び履行のた   
  め通常要する費用」として政令で定められた初期費用（3万円）   
  を差引いた額を返還致します。 
 2.役務提供開始後なら、前受金から下記イとロの合計額を差引い  
  た額を返還致します 上記初期費用（3万円）の他、既に提供した 

役務の対価に相当する額。 
イ、 解約によって通常生じる損害額として政令で定める額。（2万 
  円又は確定した契約残金の２０％相当額のいずれか低い額） 
 3.中途解約はいつでも出来ますが、月中途での月会費の日割り   
  計算は出来ません。なお、お見合い相手と交際中の場合は、 
  お相手をお断りするか、成婚料をお支払いいただきます。 
 
第 15条(問題の解決) 
 乙と甲との紛争に関する訴訟は甲の所在地を管轄する地方裁判  
 所、または簡易裁判所を第一審裁判所とします。 
 
第 16条（未既定事項） 
 本契約に定めなき事項や規約の改正等ある場合は、甲乙協議の  
 上妥当な処理をするものとします。 

  

第 13条（クーリング・オフ） 
１．乙は、契約書面受領日を含む 8日間を経過するまで、書面によ   
  り、無条件に入会契約を解除することができます。（この解除を 
  「クーリング・オフ」といいます） 
２．甲がクーリング・オフについて不実告知、または威迫したことによ 
  り、乙が誤認又は困惑して入会契約の解除を行わなかった場合  
  においては、乙は、甲より改めてクーリング・オフができる旨の書  
  面を受領した日を含む 8日間を経過するまでは、入会契約を解除 
  することができます。 
３．上記１．及び２．による入会契約の解除通告書は、必ず書面によ  
   り、所定期間内に甲宛てに郵送して下さい。この場合、契約解除 
  は、乙が、当該入会契約書の解除に係る書面を発送した時にそ   
の効力を生じます。仮にこの郵便の到着が遅れても、各クーリン  
  グ・オフ期間内に発したことが証明（郵便消印日付など）できるの  
  であれば、入会契約を解除することができます。 
４．上記１．及び２．による入会契約の解除がなされた場合、この契  
  約解除に伴う違約金又は損害賠償は発生しません。又、既にサ  
  ービスの提供がなされている場合であっても甲は、その料金を請 
  求しません。既にお支払い済みの入会金及び登録料などがある  
  場合は、速やかにその全額を乙に返金します。 

 


