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申 入 書 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 当団体は，消費生活に関する情報の収集及び提供，消費者の被害の防止及び救済などを

目的とし，消費者団体や消費者問題に取り組む弁護士・消費生活相談員等の専門家，研究

者，一般消費者等によって構成され，平成２２年４月１４日に消費者団体訴訟制度の適格

消費者団体として消費者契約法１３条の内閣総理大臣の認定を受けている特定非営利活動

法人（ＮＰＯ法人）です。 

 

貴社が使用している「Ｆｉｔ Ｅａｓｙご利用規約」につき，今般，消費者保護の観点か

ら検討致しました結果，消費者契約法に鑑み，消費者の利益を害し不当ないし不適切と思

われる記載がありました。 

 

 つきましては，別紙のとおり，是正の申入れをしますので，ご検討の上，貴社の見解や

対応につき，令和３年１月２２日までに上記連絡先宛書面にてご回答くださいますようお

願い致します。 

 

 なお，本申入れの内容，申入れに対する貴社の御回答の有無，内容及び本申入れ以降の

経緯・内容等については，消費者被害発生防止の観点から，当団体のホームページその他

適宜の方法により公表することがありますことを申し添えます。 

 

敬具



（別紙） 

申 入 事 項 

第１ 申入れの趣旨 

 １．貴社のご利用規約第２０条１項を消費者契約法８条１項１号に、貴社のご利用規約

第２０条３項を消費者契約法８条１項３号に、それぞれ適合するように改訂して下さ

い。 

 ２．貴社のご利用規約第１１条６項を及び第１４条３項を，消費者契約法９条１号に適

合するよう改訂して下さい。 

 ３．貴社のご利用規約第６条３項を消費者契約法８条の２、同法９条１号，同法１０条

に適合するよう改訂して下さい。 

 ４．貴社のご利用規約第９条２項を消費者契約法１０条に適合するよう改訂して下さい。 

 ５．貴社のご利用規約第１１条１項を消費者契約法１０条に適合するように，第１１条

２項及び５項を消費者契約法９条１号，１０条に適合するように，第１１条４項を消

費者契約法９条２号，１０条に適合するように，それぞれ改訂して下さい。 

 ６．貴社のご利用規約第１２条１項を消費者契約法１０条に適合するよう改訂して下さ

い。 

 ７．貴社のご利用規約第２３条を，削除するか，民法５４８条の４に適合するよう改訂

して下さい。 

 ８．貴社のご利用規約第２４条のうち，「専属的」との文言を削除してください。 

 

第２ 申入れの理由 

 １ ご利用規約２０条１項，３項について 

 （１）貴社のご利用規約の記載 

    貴社はご利用規約２０条１項及び３項において、次の条項を使用されています。 

 

第２０条【賠償責任】 

１．当クラブ内で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故については、当クラブは

、その故意または重過失による場合を除き、一切の責任を負いません。 

２．（略） 

３．当クラブの駐車場および共同駐車場で発生した紛失、盗難、傷害その他の事故

については、当クラブは一切の責任を負いません。 

４．（略） 

 

 （２）検討 

   ア 消費者契約法８条１項１号は、「事業者の債務不履行により消費者に生じた損

害を賠償する責任の全部を免除」「する条項」を無効と定め、事業者に債務不履

行の事実や、故意・過失又は信義則上これと同視しうべき事由といった帰責事由

がある場合に、事業者負うべき債務不履行責任を全部免除する旨の条項を無効と

定めています。 

   イ 貴社の規約２０条１項は、貴社に「過失又は信義則上これと同視しうべき事由」



といった帰責事由がある場合にも、債務不履行責任を「一切の責任を負いません。」

と全て免責させるもので、消費者契約法８条１項１号に違反しています。 

     よって、貴社のご利用規約第２０条１項を消費者契約法８条１項１号に適合す

るよう改訂して下さい。 

   ウ 消費者契約法８条１項１号は、「消費者契約における事業者の債務の履行に際

してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全

部を免除」「する条項」を無効と定め、事業者に故意・過失のある不法行為責任

（民法７０９条）のほか、土地工作物等の占有者、所有者の責任（民法７１７条）

も含め、事業者負うべき不法行為責任を全部免除する旨の条項を無効と定めてい

ます。 

   エ 貴社の規約２０条３項は、貴社に過失や、設置・保存上の瑕疵がある場合でも、

「一切の責任を負いません。」と全て免責させるもので、消費者契約法８条１項

３号に違反しています。 

     よって、貴社のご利用規約第２０条３項を消費者契約法８条１項３号に適合す

るよう改訂して下さい。 

 

 ２ ご利用規約１１条６項及び１４条３項について 

 （１）貴社のご利用規約の記載 

    貴社はご利用規約１１条６項及び１４条３項において、次の条項を使用されてい

ます。 

 

第１１条【退会】 

１．～５．（略） 

６．プレミアム会員（１年間継続契約）が１年未満で退会した場合は、別途契約解

除料を所属店舗にて支払わなければなりません。 

 

第１４条【除名】 

１．～２．（略） 

３．当クラブから除名された会員に対しては、当クラブは、前納分または既払分の

会費等があっても、これを返還することはいたしません。 

４．（略） 

 

 （２）検討 

   ア 消費者契約法９条１号は、「当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定

し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項におい

て設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者

契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える」条項につき、

「当該超える部分」を無効と規定しています。 

   イ 貴社のホームページ（https://fiteasy.jp/price/）に掲載された料金には，①スタン

ダード会員は「月６５００円～」とされ、②１年契約であるプレミアム会員は「月



５９８０円～」とされ、スタンダード会員と比べ年換算で６２４０円の割引が謳

われているとともに、１３か月未満の退会・解約に「契約解除料として別途 10,000

円（税別）が発生します。」と記載されています。 

  そうすると、１年の契約期間があるとはいえ、プレミアム会員が１３か月未満

で退会・解約した場合には、同時期までのスタンダード会員の支払会費累計額と

比し、９４８０円（１か月目の退会）から３７６０円（１２か月目の退会）、常

にプレミアム会員が支払うこととされる支払会費累計額と契約解除料との合計額

の方が高額になる計算です。 

  プレミアム会員が１３か月未満で退会することによって貴社に発生する損害

は、退会月までの割引金額相当額と思料されますから、貴社のご利用規約１１条

６項「プレミアム会員 (1 年間継続契約)が 1 年未満で退会した場合は、別途契約

解除料を所属店舗にて支払わなければなりません。」との条項は、「解除の事由、

時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業

者に生ずべき平均的な損害の額を超える」ものに該当し、９条１号に違反してい

ます。 

     よって、貴社のご利用規約第１１条６項を消費者契約法９条１号に適合するよ

う改訂して下さい。 

   ウ また，貴社のご利用規約１４条３項は，除名の場合に前納会費または既払い会

費を一律に返金しない旨定めているところ，除名は、契約解除に該当し、解除後

サービスの提供を受けられなくなった期間の月会費相当額を返金しないと定めて

いますから，消費者契約法９条１号のいう解除に伴う違約金を定める条項に該当

します。 

  除名の事由は，基本的に会員側に帰責事由がある場合と定められているものの、

貴社に発生する具体的な損害とは関係なく，除名の時期や除名の理由にかかわら

ず、一律に不返金と定めていますので，平均的損害の額を超えるもので、消費者

契約法９条１号に違反しています。 

     よって、貴社のご利用規約第１４条３項を消費者契約法９条１号に適合するよ

う改訂して下さい。 

 

 ３ ご利用規約６条について 

 （１）貴社のご利用規約の記載 

    貴社はご利用規約６条において、次の条項を使用されています。 

 

第６条【会費・入会金・事務手数料等】 

１．～２．（略） 

３．会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、本規約が定める会費等をすべて

支払う義務があります。一旦支払った会費等は、本規約の定めがある場合を除い

て返還できかねます。 

４．所属店舗は、会費等の改定を行うことができます。その場合は1ヶ月前までに会

員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。 



５．会員が会費等その他の債務を、支払期日を過ぎても履行しない場合、当クラブ

は会員に対し、強制的に除名とすることができます。その場合、当クラブが指定

する方法で会費等の支払いを求めることができるものとします。その際の必要な

振込手数料等その他の費用は、当該会員の負担とします。 

 

 （２）検討 

   ア 消費者契約法１０条は、「消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者

契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の

公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消

費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する

基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。」と定め

ています。 

   イ 貴社のご利用規約６条３項は，既払の会費等を、ご利用規約１０条４項が定め

る休会手続を完了した会員の支払済みの月会費と休会費との差額分の返金を除い

て、一切返金しないとするもので、法定の無効、取消し（錯誤、消費者契約法４

条等）、解除（債務不履行解除等）の事由があっても返金しないのであれば、消

費者契約法９条１号、同法１０条に該当し、無効です。 

  また、会費等の改定（６条４項）、利用規約等の改定（２３条）、店舗の強制

移籍（１２条１項）、所属店舗の廃止・移転（１９条）を理由とする退会や、店

舗の休業・利用制限（１８条）、解散（２１条）の場合でも既払の前払い会費を

返金しない扱いであれば、消費者契約法１０条に該当し、無効です。 

     よって、貴社のご利用規約第６条３項を消費者契約法９条１号、同法１０条に

適合するよう改訂して下さい。 

 

 ４ ご利用規約９条について 

 （１）貴社のご利用規約の記載 

    貴社はご利用規約９条において、次の条項を使用されています。 

 

第９条【入館の禁止・退場】 

１．当クラブは、以下の各号のいずれかに該当する方につき、相当期間の入館の禁

止または退場を命じることができます。 

 ① 本規約(第９条を含み、これに限られない)および当クラブの諸規則を遵守しな

い者。 

 ② 当クラブにおいて、第5条に定める入会資格を欠いていると判断した者。また

は入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に

申告しなかった者。 

 ③ 当クラブにおいて、飲酒等により正常な施設利用ができないと判断した者。 

 ④ 当クラブにおいて、著しく不潔な身体または服装により、他の会員等の第三者

が不快に感じると判断した者。 



 ⑤ 本規約の手続に従わずビジターを入館させた者および入館したビジター。 

 ⑥ 会費等の全部または一部を２か月間滞納、または支払わない月が２か月連続し

た者。 

 ⑦ 当クラブの会員で休会の申し出を行い、休会期間に該当する者。 

 ⑧ 上記の他、当クラブにおいて入館の禁止または退場を命じることが適切である

と判断した者。 

２．当クラブへの入館禁止中の会員は、禁止中も会費等を支払わなければならない

ものとします。 

 

 （２）検討 

    貴社のご利用規約９条２項は，会員が入館禁止措置によりサービスの提供を受け

られないにもかかわらず、サービス提供の対価である会費の支払義務を課すもので、

双務契約の対価関係を失わせるもので、法令中の公の秩序に関しない規定の適用に

よる場合に比して消費者の義務を加重する条項に該当し、かつ、民法第一条第二項

に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえ、消費者契

約法１０条に該当し、無効です。 

    よって、貴社のご利用規約第９条２項を消費者契約法１０条に適合するよう改訂

して下さい。 

 

 ５ ご利用規約１１条について 

 （１）貴社のご利用規約の記載 

    貴社はご利用規約１１条において、次の条項を使用されています。 

 

第１１条【退会】 

１．会員が自己都合により当クラブを退会する場合は、自らまたは法律上の権限を

確認できる代理人を通して、所属店舗に来店し、所定の退会届の記入による手続

きを行った上で、月末をもって退会することができます。電話、電子メール、フ

ァックス、ＷＥＢ等による申し出は受け付けられません。 

２．退会手続は、退会を希望する月の１０日までに行うものとし、その場合、当該

月の末日をもって退会となります。 

  各月の１１日以降に退会手続がとられた場合は、翌月の末日をもって退会扱い

となります。 

３．（略） 

４．会費等の全部または一部が未納の場合は、第１項の退会届の提出までに完納し

なければなりません。 

５．会費等は、月の途中で退会手続きを取ったとしても、１０日までに手続きした

場合は当該月分を全額、１１日以降に手続きした場合は翌月までの分を全額支払

わなければなりません。 

６．（略） 



 

 （２）検討 

   ア 貴社のご利用規約１１条１項は，会員の退会の意思表示の方法を合理的な理由

なく，所属店舗への来店と、所定の退会届の記入提出に限定しておりますが，民

法等私法の一般原則からは，意思表示の方法は口頭，郵便，その他の方法で行う

ことができることと比べると，消費者の権利を制限する条項といえ，民法第一条

第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものにも該当

しますから，消費者契約法１０条により無効です。 

  よって，貴社のご利用規約第１１条１項を消費者契約法１０条に適合するよう

改訂して下さい。 

   イ 貴社のご利用規約１１条２項及び５項は，会員が退会する意思表示の受付期間

を毎月１０日までと限定し，１１日以降当月末までの退会の意思表示については

効力発生時期を翌月末へ先延ばしし，もって，サービスの提供を受け得ない期間

について月会費を不当利得しようとするものといえます。 

     消費者契約法９条１号が規定する解除に伴う損害賠償の予定を定めた条項に該

当し，会員の施設利用その他のサービス享受はなく，貴社に発生する損害は考え

難いことから，消費者契約法９条１号に違反し無効です。 

     また，フィットネスクラブの利用契約は、民法の準委任契約類似の契約関係と

いえ，民法の規定による場合は、会員は、いつでも任意に将来に向けて契約を解

除することができます。 

  他方，運営主体（受任者）が報酬請求できるのは，履行済の部分に限られると

ともに（民法６４８条３項）、解除に伴う損害賠償の請求も、不利な時期におい

てやむを得ない事由がないにもかかわらず会員が解除した場合に限られます（民

法６５１条）。 

  この点、貴社のご利用規約１１条２項及び５項は、会員の退会申出の効力発生

時期を翌月末日に遅らせる点で、消費者の契約解除権を制限しておりますが、効

力発生時期を遅らせる合理的な理由は見いだせません。 

     また、本条項は、退会の理由や、退会申出後の利用の有無を問わず、一律に翌

月分の月会費の支払義務を負わせる点で、不合理に消費者の義務を加重していま

すから，民法と比して、消費者の権利を制限するとともに義務を加重する条項と

して、消費者契約法１０条によって無効です。 

  よって，貴社のご利用規約第１１条２項及び５項を消費者契約法９条１号，１

０条に適合するよう改訂して下さい。 

   ウ 貴社のご利用規約１１条４項は，退会しようとする会員が，未納会費全額を支

払わなければ退会を認めないとするもので，前述のとおり，フィットネスクラブ

の利用契約は、民法の準委任契約類似の契約関係ですから，会費の支払義務と利

用契約の解除（退会）とは連動しませんし，会員は，いつでも任意に将来に向け

て解除することができるとされています。 

  従って，民法と比して、消費者の権利を制限するとともに義務を加重する条項

として、消費者契約法１０条によって無効です。 



  加えて，会員の退会申出にもかかわらず、未納会費を完納するまで月会費相当

額の支払義務を負わせることは、実質的には、消費者契約法９条２号の消費者が

金銭債務の不履行に対する遅延損害金（損害賠償の額の予定又は違約金）を定め

る条項に該当します。通常想定される未納会費の金額で考えれば、年１４．６％

を上回ることは明らかであり（例えば、未納料金が１か月分で年１２００％、２

か月分で年６００％、３か月分で年４００％、４か月分で年３００％、６か月分

で年２００％、１年分の場合でも年１００％の年率となる）、貴社のご利用規約

１１条４項が消費者契約法９条２号に実質的に違反していますので無効です。 

  よって，貴社のご利用規約第１１条４項を消費者契約法９条２号，１０条に適

合するよう改訂して下さい。 

 

 ６ ご利用規約１２条について 

 （１）貴社のご利用規約の記載 

    貴社はご利用規約１２条において、次の条項を使用されています。 

 

第１２条【移籍】 

１．会員は、第４条第３項に定められたとおり、全ての「Fit Easy」を利用できます

が、６０日にわたって調査した結果、会員が所属店舗より、他の店舗を主に利用

していると所定の基準に基づき判断された場合は、書面またはメールでの通知を

もって会員の移籍が行われます。移籍の際には、移籍後の所属店舗において定め

られた会費等をお支払いいただきます。その会費等は、移籍前の所属店舗におい

て定められている会費等より高額となる場合があります。 

２．～４．（略） 

 

 （２）検討 

    貴社のご利用規約１２条１項は，貴社の一方的な判断により，会員の意思を問わ

ず，所属店舗を強制的に移籍出来るとする条項で，民法の契約自由の原則に反して

います。会員には，自由に所属店舗を選択する権利が与えられていません。また，

会員が強制移籍を理由として退会を希望した場合、前記１１条の規定が適用される

ことになると思われますが，前記のとおり、ご利用規約１１条では退会の効力発生

日が不当に先延ばしにされるなどの問題があるため、会員の退会の自由が不当に制

限されているといえます。従って，ご利用規約１２条１項は、消費者契約法１０条

によって無効です。 

 よって，貴社のご利用規約第１２条１項を消費者契約法１０条に適合するよう改訂

して下さい。 

 

 ７ ご利用規約２３条について 

 （１）貴社のご利用規約の記載 

    貴社はご利用規約２３条において、次の条項を使用されています。 



 

第２３条【本規約その他の諸規則の改定】 

 当クラブは、本規約、細則、利用規定、その他当クラブの運営、管理に関する事

項を改定することができます。また、その効力は最新の改定日をもってすべての会

員に適用されます。 

 

 （２）検討 

   ア 民法５４８条の４第１項は，「定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型

約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったも

のとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することがで

きる。一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。二 定型約

款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相

当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及び

その内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」とし，

民法５４８条の４第２項は，「前項の規定による定型約款の変更をするときは、

その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の

内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により

周知しなければならない。」と定め，民法５４８条の４第３項は，「第一項第二

号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の

規定による周知をしなければ、その効力を生じない。」としています。 

   イ 貴社のご利用規約２３条は，貴社においてご利用規約を自由に変更できるとす

るもので，変更内容についても定めがなく，効力発生時期についても，適切な方

法による周知手続もなく，即時とされています。 

     民法５４８条の４は，強行法規であり，仮に当事者間の合意があったとしても、

貴社のご利用規約２３条は，強行法規違反として無効です。 

  また，消費者契約法１０条は，民法等の任意規定の適用による場合に比し，消

費者の権利を制限し，又は消費者の義務を加重する条項であって，信義則に反し

て消費者の利益を一方的に害するものは無効と定めているところ，ご利用規約２

３条は，貴社は，会員の承諾を得ることなく規約を自由に変更することができ，

会員は，変更後の規約等に従う義務を負うことになりますが，会員に対する規約

等の変更に関する周知期間や，規約等変更前に退会するか否かを判断する機会を

設けないなど，事前手続を何らすることなく規約等を変更することは，実質的に，

貴社が一方的かつ無制限に会員の権利・義務を事後的に変更することを可能とす

るもので，このような内容のご利用規約２３条は，会員の権利を制限し義務を加

重するものであり，信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものといえ，

消費者契約法１０条により無効です。 

     よって，貴社のご利用規約２３条を，削除するか，民法５４８条の４に適合す

るよう改訂して下さい。 

 

 ８ ご利用規約２４条について 



 （１）貴社のご利用規約の記載 

    貴社はご利用規約２４条において、次の条項を使用されています。 

 

第２４条【適用法および専属的合意管轄裁判所】 

 この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。会員とＦＣ本部との間、また

は会員と加盟店との間で訴訟の必要が生じた場合、岐阜地方裁判所を当該訴訟の第

一審専属的合意管轄裁判所とします。 

 

 （２）検討 

    民事訴訟法５条は、個別事件における請求や当事者の属性を考慮して、事件と最

も密接に関連する土地について特別裁判籍を定めており、原告の提訴上の便宜が図

られています。 

    貴社は，フランチャイズ方式で店舗を岐阜県内に限らず展開しておられますが，

岐阜県外の顧客との間で紛争が生じる可能性があるにもかかわらず、ご利用規約２

４条は，他の管轄を排除して岐阜地方裁判所のみを管轄とするものとなっています。

従って，ご利用規約２４は、民事訴訟法５条の適用による場合に比し、消費者の権

利を一方的に制限する内容となっており、消費者契約補１０条により無効です。 

    よって，貴社のご利用規約第２４条のうち，「専属的」との文言を削除してくだ

さい。 

以上 

 


