森美術館メンバーシップ・プログラム MAMC
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
特定商取引法に基づく表記
事業者名
森ビル株式会社
所在地
〒106-6150
東京都港区六本木 6 丁目 10-1 六本木ヒルズ森タワー
通信販売に関する業務の責任者
岡本次郎
電話番号
03-6406-6123
URL
https://www.mori.art.museum
メールアドレス
mamc@mori.art.museum
お申し込みの対象
（1）森美術館メンバーシップ・プログラム MAMC 個人メンバー
（2）森美術館メンバーシップ・プログラム MAMC MAMC ギフト個人メンバー
価格（表示はすべて消費税込）
（1）について
メンバーの種別に応じて、以下のとおり年会費をお支払いいただきます。
フェロー 22,000 円
ベネファクター 44,000 円
（2）について
メンバーの種別に応じて、以下のとおり MAMC ギフト代金をお支払いいただきます。

フェロー 24,500 円
ベネファクター 46,500 円
お支払いの時期および方法
お申し込み時にクレジットカード（Visa・MasterCard・JCB・AMEX・Diners Club）によりお支払いい
ただきます。
※（2）について
支払い後 MAMC ギフトが送付されます。その発行日から 6 カ月に限りメンバー登録が可能です。
上記以外にご負担いただく金銭
メンバー特典に含まれる以下のイベントに参加される方に、別途ご案内する参加費用をご負担いただきま
す。
フェローメンバー
・MAMC アニュアルカクテルパーティー参加費用（年 1 回実施。参加費用は開催毎にご案内）
ベネファクターメンバー
・MAMC アニュアルカクテルパーティー参加費用（年 1 回実施。参加費用は開催毎にご案内）
入会期間
（1）について
入会希望者が所定の手続きを完了したと弊社が認め、かつ弊社が年会費の入金を確認した日から起
算して 1 年間（ただし、入会手続き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。
退会︓ 入会期間中に中途退会することはできません。弊社からの E-mail による入会期間の更新につ
いての通知受領後、別途弊社が定める期間内に更新をしない旨の手続を行った場合には、入会期間
の満了をもって退会することとなります。一度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。
（2）について
入会希望者が所定の手続きを完了したと弊社が認めた日から起算して 1 年間（ただし、入会手続き完
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。
退会︓ 上記（1）と同じ。
メンバーカード、メンバー特典のお届け時期
（1）について
年会費お支払い完了後 1 週間以内に発送いたします。
（2）について

メンバー登録完了後 1 週間以内に発送をいたします。
メンバーカード、メンバー特典の送料
すべて弊社負担とさせていただきます。
解除・返品
お申し込み完了後の解除、取消し、返品等はできません。

Individual Member of MAMC, Mori Art Museum Membership Program
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
Notification in Accordance with the Act on Specified Commercial Transactions
Name of Seller
Mori Building Co., Ltd.
Location
Roppongi Hills Mori Tower, 10-1 Roppongi 6-chome, Minato-ku, Tokyo 106-6150,
Japan
Operation Director
Okamoto Jiro
Telephone Number
+81-(0)3-6406-6123
Website Address
https://www.mori.art.museum
E-mail Address
mamc@mori.art.museum
Objectives of Application
(1) Individual member of MAMC, Mori Art Museum Membership Program
(2) Individual MAMC Gift Member of MAMC, Mori Art Museum Membership Program
Selling Prices (Tax included)
(1) Amounts of required annual fees will vary depending on membership category.
Fellow Member 22,000 yen
Benefactor Member 44,000 yen
(2) Amounts of required expenses will vary depending on member category.
Fellow Member 24,500 yen
Benefactor Member 46,500 yen

Timing and Method of Payment
Visa, MasterCard, JCB, AMEX, Diners Club
At the time of application, annual fees shall be paid by credit card.
Expenses Required other than Selling Prices
Extra fees may be charged in case of participating in the following events in both
cases (1) and (2)
Fellow Member
･Participation fee for MAMC Annual Cocktail Party
(Held once a year. Participation fee will be announced separately.)
Benefactor Member
･Participation fee for MAMC Annual Cocktail Party
(Held once a year. Participation fee will be announced separately.)
･Participation fee for MAMC Luncheon
(Held once a year. Participation fee will be announced separately.)
None for (3).
Membership Period
In case of (1)
The membership period shall commence from the date on which the Operator
confirms completion by the Applicant of the required application procedures and its
receipt of the annual fee "Application Procedures Completion Date," and continue
for one year (or, if the 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).
Cancellation: The Member may not withdraw from MAMC during the membership
period. If the Member, having received the membership period renewal notice by Email, has subsequently followed the procedures for notifying the Operator that he
or she will not renew within the period separately stipulated by the Operator, his or
her membership will be cancelled at the end of his or her membership period. The
annual fee paid to the Operator will not be refunded for any reason.
In case of (2)
The membership period shall commence from the date on which the Operator
confirms completion by the Applicant of the required procedures, and continue for
one year (or, if the 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).
Cancellation: Same as described above in case of (1).
Timing of Delivery of the Member's Card, and Benefit Kit
In case of (1)
They will be dispatched within one week after the completion of payment of annual
fee.
In case of (2)
They will be dispatched within one week after the completion of membership
registration.
Shipping Expenses for Delivery
All shipping expenses accrued will be borne by the Operator.
On Cancellations and Refunds
No revocations, cancellations, refunds etc. are accommodated after completion of
application.

