森美術館メンバーシップ・プログラム MAMC
以下の「個人メンバー規約」および「クレジットカードのご利用について」を必ずお読みのうえ、「同意する」
ボタンをクリックして「個人メンバーお申し込み」画面へお進みください。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
個人メンバー規約
第 1 章 名称および所在地
第 1 条 名称
森ビル株式会社（以下「運営者」といいます。）が運営する本美術館は、森美術館（以下「当館」とい
います。）と称します。また、運営者が運営する本メンバーシップは、森美術館メンバーシップ・プログラム
MAMC（以下「MAMC」といいます。）と称します。
第 2 条 所在地
当館の所在地は、東京都港区六本木六丁目 10-1 六本木ヒルズ森タワー53 階とします。
第 2 章 規約
第 3 条 規約の適用
運営者は、第 3 章に規定する MAMC の個人メンバー（以下「メンバー」といいます。）が当館および第
5 章に規定するメンバー特典（以下「メンバー特典」といいます。）を利用し、または MAMC に入会する
上で守るべき規則として、本規約を定めます。
第 4 条 規約の変更
運営者は、運営者が適当と判断する方法でメンバーに通知することにより、本規約を随時変更すること
ができます。この場合には、メンバー特典の利用条件その他は、変更後の規約によります。
第 5 条 規則の制定および変更
運営者は、本規約のほかにも、必要に応じて種々の規則を制定し、これを随時変更することができます。
当該規則は本規約の一部を構成するものとします。
第 3 章 メンバー

第 6 条 メンバー
本規約においてメンバーとは、満 18 歳以上の個人であって、第 8 条の規定にもとづき、運営者に MAMC
への入会を申し込み、入会した方をいいます。
第 7 条 メンバーの種別
メンバーの種別は次のとおりとします。
フェロー
フェローとは、次条に定める入会手続きを経て、次条第 1 項記載のフェローにかかる年会費を支払ったメ
ンバーをいいます。
ベネファクター
ベネファクターとは、次条に定める入会手続きを経て、次条第 1 項記載のベネファクターにかかる年会費を
支払ったメンバーをいいます。
第 8 条 入会方法
MAMC への入会を希望する方（以下「入会希望者」といいます。）は、森美術館ウェブサイト（URL:
https://www.mori.art.museum）（以下「運営者ウェブサイト」といいます。）の操作手順に従っ
て申し込みを行い、クレジットカードにより次の年会費（消費税・地方消費税（以下併せて「消費税」と
いいます。）相当額を含みます。）を支払うものとします。
フェロー 22,000 円
ベネファクター 44,000 円
運営者が定める基準によりメンバーとして不適当と判断された場合には、運営者は入会の申し込みを承
認しないか、承認後であっても承認の取り消しを行うことができるものとします。
入会希望者が所定の手続きを完了したと運営者が認め、かつ運営者が年会費の入金を確認した時点
で MAMC への入会手続が完了するものとします。この場合、運営者は、入会希望者が第 9 条にもとづ
く入会期間の始期をもって MAMC に入会することを承認するものとします。
入会手続完了後、運営者は、入会希望者に対し、第 4 章所定のメンバーカードを発行します。なお、メ
ンバーカードの発行時期は、入会手続完了後 1 週間後を目処とします。
年会費は、運営者の裁量においてこれを増額または減免することがあります。
一度運営者に支払われた年会費は、理由のいかんを問わず返還しないものとします。
第 9 条 入会期間
メンバーの MAMC への入会期間は、前条第 3 項の規定にもとづき MAMC への入会手続が完了した日
（以下「入会手続完了日」といいます。）から起算して 1 年間（ただし、入会手続完了日が月の中途
である場合には、その 1 年後の日の属する月の末日までとします。）とします。

第 10 条 入会期間の更新等
1.

メンバーが、運営者からの電子メールによる入会期間の更新についての通知受領後、別途運営者
が定める期間内に更新をしない旨の手続き（以下「退会手続き」といいます。）を行わない場合に
は、入会期間は、自動的に、入会期間の終期（以下本条において「満了日」といいます。）の翌
日から 1 年間更新されるものとし、以後も同様とします。この場合、メンバーは、入会期間満了日が
属する月の 10 日（ただし、銀行休業日である場合には翌銀行営業日とします。）に、更新後の
入会期間にかかる第 8 条第 1 項に規定する年会費を第 8 条第 1 項に規定するクレジットカードと
同じクレジットカードにより支払うものとします。なお、メンバーは、上記期間内に退会手続きを行った
場合には、入会期間の満了日をもって MAMC を退会するものとします。また、運営者がメンバーに
対して電子メールその他運営者が適当と判断する方法で入会期間の更新をしない旨を通知した場
合には、メンバーは入会期間の満了日をもって MAMC を退会するものとします。

2.

メンバーは、入会期間中に MAMC から退会することはできません。ただし、入会期間中であっても、
入会期間の更新をしない旨の申し入れを行うことができます。運営者は、メンバーより当該申し入れ
を受けた場合、希望者には入会期間中に提供されるメンバー特典その他 MAMC に関する告知等
の電子メール配信を停止します。

第 11 条 登録内容の変更
メンバーは、氏名、住所、電話番号、電子メールアドレス、その他運営者への届出内容に変更があった
場合には、すみやかに所定の変更手続きをするものとし、変更手続がされなかったためにメンバーに生じた
情報の不着・遅着、その他不利益について、運営者は一切の責任を負わないものとします。
第 12 条 メンバー資格の停止および取り消し
運営者は、メンバーが次の各号の一に該当する場合は、事前に通知することなく、直ちにメンバーの資格
を停止し、またはこれを取り消すことができるものとします。また、それによって当該メンバーがメンバー特典
を利用できなくなり、これにより当該メンバーまたは第三者に損害が発生しても、運営者は一切の責任を
負いません。
（1）公序良俗、法令に違反する行為があった場合
（2）他のメンバーもしくは第三者を誹謗、中傷することなど他のメンバーもしくは第三者に不利益を与え
る行為があった場合
（3）当館の運営を妨害する行為があった場合
（4）運営者への申告、届出内容に虚偽があった場合
（5）暴力団、暴力団構成員または準構成員、暴力団関係団体または暴力団関係者その構成員
（団体を含みます。）が違法または不当な行為を行うことを助長しまたは助長するおそれのある
団体その他の反社会的勢力（東京都暴力団排除条例（平成 23 年東京都条例第 54 号。
改正があった場合には改正後のもの。以下「条例」といいます。）第 2 条第 4 号に規定される暴

力団関係者を含み、以下「暴力団等」といいます。）に該当すること、暴力団等に支配されている
ことまたは暴力団等との関係を有していることが判明した場合
（6）第 10 条第 1 項に規定する年会費の支払を怠った場合
（7）第 25 条において禁止されている行為があった場合
（8）その他本規約に違反した場合
（9）その他メンバーとして不適切と運営者が判断した場合
第 13 条 権利の譲渡等の禁止
メンバーは、メンバーたる地位およびこれから生ずる権利義務の全部または一部を第三者に貸与、譲渡
したり、質入その他担保に供することはできません。
第 14 条 個人情報の取り扱い
運営者は、メンバーの個人情報（個人情報の保護に関する法律第 2 条第 1 項に規定する個人情報
をいいます。この条において以下同じ。）を、運営者が別途定めるプライバシーポリシー
（https://www.mori.co.jp/pp/privacy.html）の定めるところに従って取り扱います。
運営者は、プライバシーポリシーを運営者の裁量によって任意に変更することができます。運営者がプライ
バシーポリシーを変更した場合には、運営者は、変更後のプライバシーポリシーの定めに従って、メンバー
の個人情報を取り扱います。
第 4 章 メンバーカード・ゲストカードおよびログイン ID・パスワード
第 15 条 メンバーカードおよびゲストカードの交付
すべてのメンバーにはメンバーカードおよびゲストカードが運営者より交付され、メンバーは必ずメンバーカー
ドに自ら署名することとします。
第 16 条 メンバーカードおよびゲストカードの提示
メンバーがメンバー特典を利用する場合には、必ずメンバーカードを携行し、当館スタッフから要請があれ
ばすみやかにこれを提示しなければなりません。ただし、入会手続完了後、メンバーカードが発行されるま
での間は、メンバーが森美術館インフォメーション（所在︓六本木ヒルズ森タワー3 階）にて本人確認等
の所定の手続きを行うことをもって、メンバーカードの提示に代えるものとします。
ゲストカード保有者がメンバー特典を利用する場合には、必ずゲストカードを携行し、当館スタッフから要
請があればすみやかにこれを提示しなければなりません。
第 17 条 メンバーカードおよびゲストカードの再発行
運営者は、メンバーがメンバーカードを紛失した場合、運営者所定の手続きによりこれを再発行します。こ
の場合、メンバーは、再発行手数料 550 円（消費税相当額を含みます。）を負担するものとします。

運営者は、理由・事由のいかんを問わず、ゲストカードを再発行しないものとします。なお、ゲストカードを
紛失した場合、前条第 2 項の適用があるメンバー特典を利用することはできません。
第 18 条 メンバーカードおよびゲストカードの貸与等
メンバーは、メンバーカードを第三者に貸与、譲渡したり、質入その他担保に供したりすることはできません。
メンバーは、ゲストカードを第三者に有償で貸与、譲渡したり、質入その他担保に供したりすることはでき
ません。また、メンバーは、ゲストカードを利用する者をして、ゲストカードを第三者に有償で貸与、譲渡し
たり、質入その他担保に供したりさせないようにしなければならないものとします。
第 19 条 メンバーカードおよびゲストカードの不正利用
メンバーカードおよびゲストカードが盗難その他の理由により第三者に利用されメンバーが損害を被った場
合、その責任の一切は当該メンバーにあるものとします。
第 20 条 メンバーカードおよびゲストカードの返還等
メンバーは、メンバーたる地位を失ったときは、メンバーカードおよびゲストカードを直ちに運営者に返還、ま
たは自己の責任において裁断のうえ破棄するものとします。
第 21 条 ログイン ID・パスワード
メンバーは、入会を行う際に自らが取得するログイン ID およびパスワードを善良なる管理者の注意をもっ
て管理する責任を負います。
メンバーは、譲渡、貸与、名義変更、担保目的での提供その他形態を問わず、ログイン ID およびパスワ
ードを、第三者に利用させることはできません。
運営者はログイン ID およびパスワードの使用上の過誤や第三者の使用による損害賠償の責任を負いま
せん。
第 5 章 メンバー特典
第 22 条 メンバー特典の提供
1.

運営者は、当館で開催される展覧会への無料入館の他、運営者が別に定めるメンバー特典をメン
バーの種別に応じて提供します。

2.

運営者は、メンバーがメンバー特典を利用するにあたっての遵守事項や運用ルール等を適時任意に
制定することができます。

第 23 条 メンバー特典内容の変更
運営者は、1 ヵ月の予告期間をもって、運営者ウェブサイトにおいてメンバー特典変更の告知を掲示した
うえで、メンバー特典内容の変更を行うことができます。

第 24 条 メンバー特典の中断および MAMC 運営の中止
1.

次の各号の一に該当する場合、運営者はメンバーへの事前通知なしに一時的にメンバー特典を中
断する場合があります。

(1) 当館または MAMC の運営を維持するため、運営者が緊急の作業を行う場合
（2）当館または運営者が人災・天災の被害を被った場合
（3）その他、上記に類する非常事態
2.

運営者は、1 ヵ月の予告期間をもって、MAMC の運営を中止することができます。

第 25 条 禁止事項
メンバーは、メンバー特典を不正な目的で利用すること（メンバー特典に含まれる便益を不特定の第三
者に対して対価をもって譲渡・提供することを含みますが、これに限りません。）はできません。
メンバーは、メンバー特典に含まれる便益を第三者に提供するときは、当該第三者に対し、不正な目的
で利用させないようにしなければならないものとします。
第 6 章 雑則
第 26 条 著作権その他の権利
運営者ウェブサイト、会報誌、メールニュース等に掲載されるすべてのコンテンツは、運営者が著作権その
他の一切の権利を有するものとします。
第 27 条 免責
運営者の責めに帰すべきメンバー特典の中断、中止等によりメンバーが損害を被った場合、運営者が賠
償すべき損害の額は、運営者に故意または重過失がある場合を除き、当該メンバーが運営者に支払っ
た、損害発生日の属する年度の年会費の額を上限とします。
第 28 条 損害賠償
メンバーが、本規約に違反する行為、または不正もしくは違法な行為によって運営者に損害を与えた場
合、運営者は当該メンバーに対して、運営者の被った損害の賠償を請求できるものとします。
第 29 条 通知
運営者が、メンバーの届出内容に従い、電子メール、郵送、電話、ファックス、その他適当な手段により
通知を行った場合には、当該通知が発せられた時をもってメンバーに対する有効な意思表示がなされた
ものとみなします。
第 30 条 使用言語

本規約は日本語で作成され、本規約につき英語により翻訳文が作成される場合においても、日本語の
正文のみが規約として効力を有するものとします。
第 31 条 専属的合意管轄裁判所
メンバーと運営者との間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁
判所とします。
第 32 条 準拠法
本規約に関する準拠法は日本法とします。
付則
本規約は、2008 年 11 月 1 日をもって発効します。
本規約は、2011 年 6 月 1 日に運営者によって一部変更されました。
本規約は、2015 年 4 月 1 日に運営者によって一部変更されました。
本規約は、2020 年 3 月 31 日に運営者によって一部変更されました。
以上

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
クレジットカードのご利用について
※ クレジットカード払いのみのお取り扱いとなります。
※ オンラインサービスを利用して MAMC に入会すると、翌年からの年会費は入会時に使用したクレジッ
トカードからの自動決済となります。（メンバー更新に関する情報はこちら）
※ ご利用いただけるクレジットカード（Visa・MasterCard・JCB・AMEX・Diners Club）
※ 必ず登録メンバーご本人名義のクレジットカードをご使用ください。登録メンバーご本人以外の名義
のクレジットカード（家族名義のカードを含む）や、盗難カード等のご使用は固くお断り申し上げます。
※ クレジットカード不正利用による事故が発覚した場合には、決済代行を行なう株式会社ゼウスにより、
徹底的な調査が行なわれます。

Apply to Individual Member of MAMC, Mori Art Museum Membership Program
Please be sure to read the following “Individual Membership Rules” and information
regarding the “Use of Credit Cards,” and then click “Agree” to proceed to the
“Application Form for Individual Members.”
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Individual Membership Rules
Chapter 1. Name and Location
Article 1. Name
The Mori Art Museum (hereinafter called the “Museum”) shall mean the museum
managed and operated by Mori Building Co., Ltd. (hereinafter called the “Operator”).
MAMC, Mori Art Museum Membership Program (hereinafter called “MAMC”) shall
mean the membership program for the Museum managed by the Operator under
the terms and conditions hereinafter set forth.
Article 2. Location
The Museum is located at Roppongi Hills Mori Tower, 53rd Floor, 10-1, Roppongi 6chome, Minato-ku, Tokyo, Japan.
Chapter 2. Rules
Article 3. Application of These Rules
The Operator hereby establishes the rules to govern terms and conditions by which
an individual member, as defined in Chapter 3 hereof (hereinafter called the
“Member”), uses the Museum and the membersʼ benefits described in Chapter 5
hereof (hereinafter called the “Membersʼ Benefits”) and other terms and conditions
that must be upheld as a Member.
Article 4. Changes to These Rules
The Operator may from time to time make changes to these rules by notifying the
Member of such changes in such manner as the Operator deems appropriate.
Thereafter, terms and conditions of MAMC, including those of the Membersʼ Benefits,

shall be subject to such changes.
Article 5. Additional Rules
The Operator may from time to time establish rules in addition to these rules and
make any changes thereto, which shall constitute an integral part hereof.
Chapter 3. Members
Article 6. Members
As used herein, a Member shall mean an individual eighteen years of age or older
who shall have applied for MAMC and shall have been admitted under Article 8
hereof.
Article 7. Types of Members
The types of the Member shall be as follows:
1) “Fellow Member”
A “Fellow Member” shall mean any person who has completed application
procedures as described in Article 8 hereof, and paid the annual fee for a Fellow
Member as described in Section 1 of Article 8 hereof.
2) “Benefactor Member”
A “Benefactor Member” shall mean any person who has completed application
procedures as described in Article 8 hereof, and paid the annual fee for a
Benefactor Member as described in Section 1 of Article 8 hereof.
Article 8. Admission
1． Any person who applies for MAMC (hereinafter called the “Applicant”) shall
apply in accordance with the operating procedure stipulated on the Mori Art
Museum Website (URL: https://www.mori.art.museum; hereinafter called the
“Operatorʼs Website”) and pay by credit card the annual fee as described below
(including applicable national consumption tax and local consumption tax
(together hereinafter called “consumption tax”)).
2． Fellow Member 22,000 yen
Benefactor Member 44,000 yen
3． In the event the Applicant is or is deemed to be inappropriate for MAMC in the
Operatorʼs judgment, the Operator may decline to accept the Applicant or may
cancel its approval for admission of the Applicant at any time.

4． The application procedures for admission to MAMC shall be deemed completed
when the Operator confirms completion by the Applicant of the required
application procedures and its receipt of the annual fee hereunder. At such time,
the Operator shall approve admission of the Applicant to MAMC for a period of
membership commencing on a date calculated based on Article 9 hereof.
5． Upon completion of application procedures, the Operator shall issue the
Applicant a Memberʼs Card under Chapter 4 hereof (hereinafter called the
“Memberʼs Card”). The Operator shall aim to issue the Memberʼs Card around
one week after completion of application procedures.
6． The annual fee may be subject to change at the Operatorʼs discretion.
7． The annual fee paid to the Operator hereunder will not be refunded to the
Member for any reason.
Article 9. Membership Period
The Memberʼs period of membership in MAMC shall commence from the date on
which the procedures for application to MAMC are completed (hereinafter called the
“Application Procedures Completion Date”) and continue for one year (or, if the
Application Procedures Completion Date falls in the middle of the month, the
membership period shall end on the last date of the month which includes the day
on which one year elapses since the Application Procedures Completion Date).
Article 10. Changes to Membership Period
1.

The membership period shall be renewed automatically for a period of one
year commencing from the date immediately following the end of the current
membership period (hereinafter called the “the Expiration Date”), and will
continue to be renewed in this way annually, if the Member, having received
the membership period renewal notice by E-mail, has subsequently not
followed procedures for notifying the Operator that he or she will not renew
within the period separately stipulated by the Operator (hereinafter called the
“Withdrawal Procedure”). In such cases, the Member shall pay the annual fee
for the post-renewal membership period as prescribed in Section 1 of Article 8
hereof by the credit card used for the payment in accordance with section 1
Article 8 hereof on the 10th of the month which includes the Expiration Date
(or the next bank business day in cases where the 10th falls on a bank
holiday). Furthermore, if a Member conducts the Withdrawal Procedure within
aforesaid period, said Member shall withdraw from MAMC upon the expiration

of the membership period. In addition, if the Operator notifies the Member
that the Operator will not renew the membership period by E-mail or other
method that the Operator deems appropriate, the member shall withdraw
from MAMC on the expiration date upon the expiration of the membership
period.
2.

The Member may not withdraw from MAMC during the membership period.
However, the Member may give notice during the membership period that he
or she will not renew the membership. Upon receipt of such notice from the
Member, the Operator shall stop E-mailing notifications to the Member
pertaining to the Membersʼ Benefits provided during the membership period
or other notifications related to MAMC, if required.

Article 11. Change of Registered Information
If there is any change in the Memberʼs name, address, telephone number, e-mail
address, or any other registered information, the Member shall perform the change
according to the procedure designated by the Operator without delay, and the
Operator shall not be responsible for any loss, including but not limited to late or
undelivered E-mail, postal mail or any other correspondence, incurred by the
Member due to his or her failure to perform said change.
Article 12. Suspension and Cancellation of Membership
The Operator may suspend or cancel the Memberʼs membership without notice to
him or her in the event of any of the following. In the case of such suspension or
cancellation, the Operator shall not be responsible for any loss or damage incurred
by such Member or any third party as a result thereof.
1) Any conduct by the Member in violation of good public order, or applicable laws,
rules, or regulations;
2) Any defamation, disturbance, or other similar conduct by the Member against
other Members or third parties;
3) Any conduct by the Member which interferes with the operation or management
of the Museum;
4) Any false statement or representation made by the Member to the Operator;
5) Any case in which it becomes known that the Member is an organized crime
group, a member or an associated member of an organized crime group, a
group related to an organized crime group, a person related to an organized
crime group, a group that encourages or is likely to encourage a member of any

such entity (including any group) to commit any unlawful or unjust behavior, or
any other anti-social force (including persons related to any organized crime
group provided for in Article 2(4) of the Tokyo Metropolitan Ordinance for
Eliminating Organized Crime Groups (Tokyo Metropolitan Ordinance No. 54 of
2011; as amended); each hereinafter called the “Organized Crime Group Etc.”),
is controlled by an Organized Crime Group Etc., or has a relationship with an
Organized Crime Group Etc.
6) Any default on payment of the annual fee prescribed in Section 1 of Article 10
hereof.
7) Any conduct by the Member prohibited by the provisions of Article 25 hereof:
8) Any violation by the Member of any of the provisions hereof; or
9) Any other event or conduct which is not appropriate as to the Member in the
Operatorʼs judgment
Article 13. Prohibition of Assignment
The Member shall not loan or assign his or her MAMC membership or any right or
obligation arising therefrom, whether in whole or in part, to any third party, nor
shall pledge or create any lien on the same.
Article 14. Privacy of the Member
1.

The Operator will treat the Memberʼs personal information as defined in
Section 1 of Article 2 of Personal Information Protection Act (hereinafter called
the “Memberʼs Personal Information”) in accordance with the privacy policy
separately established by the Operator. (please see
https://www.mori.co.jp/en/policy/privacy.html) (hereinafter called the
“Privacy Policy”).

2.

The Operator may at its discretion change any terms and conditions of the
Privacy Policy. In the case that the Operator changes the terms and conditions
of the Privacy Policy, the Operator will treat the Memberʼs Personal
Information in accordance with the Privacy Policy as changed.

Chapter 4. Memberʼs Card, Guestʼs Card, Login ID, and Password
Article 15. Issuance of the Memberʼs Card and the Guestʼs Card
Every Member shall receive a Memberʼs Card and the Guestʼs Card(s) from the
Operator. Thereupon, the Member shall sign his or her Memberʼs Card.

Article 16. Presentation of the Memberʼs Card and the Guestʼs Card
1.

When the Member receives the Membersʼ Benefits, the Member shall carry his
or her Memberʼs Card without fail and present it to the Museumʼs staff upon
request. From the completion of the application procedures until the issuance
of the Memberʼs Card, the Member may follow the prescribed procedures for
having his or her identity confirmed at the Mori Art Museum Information Desk
(located at Roppongi Hills Mori Tower, 3rd Floor) in lieu of presenting a
Memberʼs Card.

2.

When the Guestʼs Card holder receives the Membersʼ Benefits, he or she shall
carry his or her Guestʼs Card without fail and present it to the Museumʼs staff
upon request.

Article 17. Reissuance of the Memberʼs Card and the Guestʼs Card
1． In the event of loss of the Memberʼs Card, a new Memberʼs Card will be issued
in accordance with the Operatorʼs procedures, on the condition that a
reissuance fee of 550 yen (which includes any consumption tax) is paid by the
Member.
2． The Operator shall not reissue the Guestʼs Card for any reason whatsoever. In
the case of loss of the Guestʼs Card, the Membersʼ Benefits to which Section 2
of Article 16 hereof is applicable shall not be received.
Article 18. Loan of the Memberʼs Card and the Guestʼs Card
1.

The Member shall not loan or assign his or her Memberʼs Card to any third party,
nor shall he or she pledge or create any lien on the Memberʼs Card.

2.

The Member shall not assign the Guestʼs Card to any third party for value, nor
shall he or she pledge or create any lien on the Guestʼs Card.
In addition, the Member shall not allow the guest card user to rent or transfer
the Guestʼs Card for a fee, pledge the Guestʼs Card or otherwise use the Guestʼs
Card for the provision of collateral.

Article 19. Unauthorized Use of the Memberʼs Card and the Guestʼs Card
In the case of any unauthorized use of the Memberʼs Card and the Guest's Card by
a third party due to theft or any other reason, the Member shall be solely responsible
for such unauthorized use.
Article 20. Return of the Memberʼs Card and the Guestʼs Card

The Member shall return to the Operator his or her Memberʼs Card and the Guestʼs
Card or cut through and dispose of it on his or her own responsibility immediately
after his or her loss of MAMC membership for any reason hereunder.
Article 21. Login ID and Password
1.

A Member shall be responsible for good management of the login ID and
password he or she acquires during Admission.

2.

A Member may not allow any third party to use his or her login ID and/or
password in any way whatsoever, including but not limited to, assignment, loan,
name change, or the creation of a lien.

3.

The Operator shall not be responsible for compensation for damages or losses
due to misuse of the login ID and/or password or use thereof by any third party.

Chapter 5. The Membersʼ Benefits
Article 22. Provision of the Membersʼ Benefits
1.

The Operator shall provide the Member with free admission to exhibitions at the
Museum as well as any Membersʼ Benefits separately prescribed by the Operator,
based on the Memberʼs membership type

2.

The Operator may at its discretion and at any time establish matters to be
observed, operational rules, etc. for the Members to use the Membersʼ Benefits.

Article 23. Change of the Membersʼ Benefits
The Operator may change any part of the Membersʼ Benefits after posting notice of
said change of the Membersʼ Benefits on the Operatorʼs Website with one monthʼs
notice to the Member.
Article 24. Interruption of the Membersʼ Benefits and Termination of MAMC
1.

The Operator may temporarily interrupt any of the Membersʼ Benefits without
notice to the Member in the event of any of the following:
1) Any urgent work required by the Operator for maintenance of the Museum
or MAMC;
2) Any loss or damage suffered by the Museum or the Operator due to any
reason, whether Force Majeure or not; or
3) Any urgent circumstances similar to any of the above.

2.

The Operator may terminate the operation of MAMC at any time with one

monthʼs notice to the Member.
Article 25. Prohibited Conducts
Members may not use the Membersʼ Benefits for improper purposes (including, but
not limited to, transferring or providing benefits included in the Membersʼ Benefits
to unspecified third parties for consideration).
When providing the benefits included in the Membersʼ Benefits to a third party, the
Member shall ensure that the third party does not use the benefit for any improper
purpose.
Chapter 6. Miscellaneous
Article 26. Copyright and Other Rights
The Operator shall have the copyright and all other rights in any and all contents
contained in the Operatorʼs Website, member magazines, E-mail newsletters, and
any other materials.
Article 27. No Responsibility
In the event that the Member suffers any loss due to the interruption or termination
of the Membersʼ Benefits for any reason attributable to the Operator, the amount of
compensation to be paid by the Operator shall in no event exceed the amount of
the annual fee payable by such Member for that year; provided, however, that this
shall not apply when there is the Operatorʼs willful misconduct or gross negligence.
Article 28. Damage Claim
The Member shall be liable for any damages suffered by the Operator due to any
violation of these rules or any unfair or unlawful conduct of the Member.
Article 29. Notices
Any notice given to the Member by e-mail, telephone, facsimile, or any other
method based on the contact information contained in the Memberʼs application
shall be deemed effective upon dispatch thereof.
Article 30. Language
These rules have been prepared in the Japanese language. Any translation into
English or any other language shall be for reference purposes and convenience only,

and the original Japanese version will govern the interpretation of these rules.
Article 31. Exclusive Jurisdiction
The parties agree that Tokyo District Court shall have exclusive jurisdiction over any
dispute between the Member and the Operator.
Article 32. Governing Law
These rules shall be interpreted and governed by the laws of Japan.
Effective Date
1. These rules shall be effective as of November 1, 2008.
2. These rules have been partially-changed on June 1, 2011.
3. These rules have been partially-changed on April 1, 2015.
4. These rules have been partially-changed on March 31, 2020.

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Use of Credit Cards


Only payment by credit card is accepted.



The credit card that you use will automatically be charged for annual fees
when they are due going forward from the subsequent year (click here for
information on membership renewal).



Accepted credit cards: Visa, MasterCard, JCB, AMEX, Diners Club)



Please be sure to use a credit card with the same name for the cardholder
as the name used in registering for membership. Use of cards that belong
to members of your family as well as stolen cards is strictly prohibited.



If any trouble resulting from the misuse of credit cards is detected, it will
be subject to a thorough investigation by ZEUS Corporation, which carries
out online credit card transactions.

