
MIZUHO Membership One 会員規約

第１条　（本規約の適用）
「MIZUHO Membership One」（以下「本会」といいます）は、本会の
会員（以下「会員」といいます）に対し、この規約（以下「本規約」とい
います）に基づき提供される会員制のサービスです。

第２条　（運営主体）
⑴  本会は、別途公表するみずほフィナンシャルグループのグループ会社

（以下「運営者」といいます）が共同して運営します。本会のサービ
ス（以下「本サービス」といいます）は、運営者が共同して提供しま
す。

⑵  運営者については、追加、変更される場合があります。運営者の追加、
変更が生じた場合には、その内容を会員に通知するほか、本会 Web
サイト上に掲載します。

運営者の一覧（2018年４月１日現在）
　　株式会社みずほ銀行
　　みずほ総合研究所株式会社

第３条　（サービス内容）
⑴  本サービスに含まれる具体的サービス（以下「個別メニュー」といい

ます）の種類、内容、利用条件、利用方法、利用料金等については、
運営者が定めたうえで、会員に通知し、又は本会 Web サイト上に掲
載します。

⑵  運営者は、個別メニューの種類又は内容等について、追加、廃止、変
更等することができるものとします。個別メニューの追加、廃止、変
更等については、その内容を会員に通知し、又は本会 Web サイト上
に掲載します。

⑶  第１項及び前項に定める個別メニューの種類又は内容等の設定、追
加、廃止、変更等に関し、会員等に費用又は損害等が生じた場合であ
っても、運営者は一切責任を負わないものとします。

第４条　（会員種別）
⑴  会員には、利用可能な個別メニューの種類、内容、利用条件、利用方

法、利用料金等に応じて複数の種別（以下「会員種別」といいます）
を設けます。

⑵  運営者は、会員種別及び各会員種別において利用可能な個別メニュー
の種類、内容、利用条件、利用方法、利用料金等について、任意に追
加、廃止、変更等することができるものとします。これらの追加、廃
止、変更等については、その内容を会員に通知し、又は本会 Web サ
イト上に掲載します。

⑶  第１項及び前項に定める個別メニューの内容等の設定、追加、廃止、
変更等に関し、会員等に費用又は損害等が生じた場合であっても、運
営者は一切責任を負わないものとします。

第５条　（会費等の納入）
⑴  会員は、運営者が別に定める会費及び個別サービスにかかる利用料金

等（以下あわせて「会費等」といいます）を運営者所定の方法で納入
するものとします。

⑵  会員がすでに納入した会費等については、本規約に定めのある場合を
除き、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとします。

第６条　（入会資格）
本会へのご入会を希望されるお客さまは、次の各号のいずれかに該当する
必要があります。
① 国内外のみずほフィナンシャルグループ拠点における法人取引先。
② 前号の法人取引先の関係先。
③ その他運営者が適当であると認める者。

第７条　（入会手続）
⑴  本会へのご入会を希望されるお客さまは、運営者所定の方法により入

会を申し込むものとします。申し込みにあたっては、住所、電話番号、
メールアドレス等の運営者所定の事項についての登録が必要です。

⑵  運営者は、入会を希望するお客さまが、次の各号のいずれかに該当す
る場合には、入会を承諾せず、又は承諾を撤回することができるもの
とします。
①  入会申し込みにあたって必要な申告をせず、又は虚偽の申告をし

た場合。

② 過去に本会から会員資格を停止されたことがある場合。
③ 法令又は公序良俗に反する行為を行った場合。
④ その他運営者が不適当であると認めた場合。

⑶  会員は、第１項により登録した事項に変更が生じた場合には、運営者
に対して、遅滞なく変更を届け出なければならないものとします。

⑷  会員への通知は、登録された住所、電話番号又はメールアドレス（以
下「メールアドレス等」といいます）に宛てて行います。運営者が当
該メールアドレス等宛に通知した場合には、当該通知が延着又は到着
しなかったときでも通常到達すべき時に到着したものとみなし、それ
によって会員等に費用又は損害等が生じた場合であっても、運営者は
一切責任を負わないものとします。

第８条　（管理者及び利用者）
⑴  会員は、運営者所定の方法により、本会 Web サイトを利用すること

ができる者（以下「利用者」といいます）を指定することができるも
のとします。ただし、利用者は、当該会員の役職員に限るものとし、
会員は利用者に本規約を遵守させることとします。

⑵  運営者は、利用者に対し、ID 及びパスワードを発行します。利用者
には、本会 Web サイトの利用及び設定にかかる権限等に応じて運営
者所定の利用者種別を設けます。会員は、運営者所定の手続きにより
当該利用者の種別を指定するものとします。利用者用の ID 及びパス
ワードは、本会 Web サイトを閲覧等して利用するために必要となり
ます。

⑶  前項の ID 及びパスワードについては、利用者の責任において厳重に
管理するものとし、当該 ID 及びパスワードを利用した本会 Web サ
イトの閲覧等の利用や管理行為は、利用者自身の意思によるものとし
て取扱います。当該 ID 及びパスワードの盗用又は不正利用その他の
事故により、会員等に費用又は損害等が生じた場合であっても、運営
者は一切責任を負わないものとします。

第９条　（本サービス利用上の責任）
⑴  運営者は、本サービス及びこれに関連して提供する情報等について、

その正確性、真実性、有用性、完全性等について、一切保証するもの
ではありません。会員等は自らの判断と責任において本サービス及び
これに関連して提供する情報の利用等について決定するものとしま
す。

⑵  運営者は会員等が本サービス及びこれに関連して提供する情報を利
用したこと又はしないことによって、会員等に費用又は損害等が生じ
た場合であっても運営者は一切責任を負わないものとします。

⑶  会員等が本サービスを利用したこと又はしないことによって第三者
との間で紛議を生じた場合には、会員等は自らの負担と責任において
当該紛議を解決するものとし、運営者に対して一切の請求をすること
はできないものとします。

第10条　（情報の取扱い）
⑴  本サービスに関する会員および利用者等の情報（法人情報及び個人情

報をいずれも含みます）は、株式会社みずほフィナンシャルグループ
が公表する目的等１の範囲内ですべての運営者が共同利用させていた
だきます。

⑵  ご入会にあたりご登録いただいた個人情報については、株式会社みず
ほフィナンシャルグループが公表する関係会社の範囲内２で共同利用
させていただきます。法人情報については、株式会社みずほフィナン
シャルグループが個人データの共同利用について公表する関係会社

１． 株式会社みずほフィナンシャルグループが公表する個人情報の利用目
的等については、株式会社みずほフィナンシャルグループのホーム
ページをご参照下さい。なお、法人情報についても、当該ホームペー
ジで公表されている個人情報の利用目的等に準じて取り扱わせてい
ただきます。
 （https://www.mizuho-fg.co.jp/privacy/customer/privacy01.
html）

２． 株式会社みずほフィナンシャルグループの公表する個人データの共同
利用等に関する事項については、株式会社みずほフィナンシャルグ
ループのホームページをご参照ください。
 （https://www.mizuho-fg.co.jp/privacy/customer/privacy02.
html）



　

の範囲内で共同利用させていただきます。
⑶　 本サービスの利用に関する情報（法人情報及び個人情報をいずれも含

みます）は、各運営者全員及び株式会社みずほフィナンシャルグルー
プにそれぞれ同時に提供又は送信され、各運営者の情報となります。
かかる情報は各運営者及び株式会社みずほフィナンシャルグループ
において利用するとともに、各運営者及び株式会社みずほフィナンシ
ャルグループ間で共有します。

第11条　（知的財産権）
本サービス及びこれに関連して提供される情報に関する著作権等の知的
財産権その他一切の権利は、他に定めがない限りすべて運営者に留保され
るものとします。

第12条　（譲渡等の禁止）
⑴　 会員は、本規約に基づく地位及び権利義務の全部又は一部を、運営者

の書面による承諾を事前に得ることなく、第三者に譲渡、質入、貸与
若しくは承継させる等の処分をし、又は使用させることはできませ
ん。

⑵　 利用者は本サービスにより提供される本会 Web サイトの ID、パス
ワード、情報及び資料等については、第三者に譲渡、質入、貸与若し
くは承継させる等の処分をし、又は使用させることはできません。

第13条　（会員資格の停止）
運営者は、会員について次の各号の事由が一つでも生じた場合、当該会員
の会員資格を停止し、又は退会させることができるものとします。
①　 本会の名誉を著しく傷つける行為、又は会員としての品位を損なう行

為があったと運営者が認めた場合。
②　 支払停止となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手

続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続きの開始の申立が
あった場合。

③　 差押、仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立、又は租税滞納
処分若しくは営業停止処分を受けた場合。

④　本規約その他の定めに違反した場合。
⑤　会費等の支払いを２ヶ月以上遅滞した場合。
⑥　会員の所在が不明となった場合。
⑦　本会の会員として不適当と運営者が認めた場合。

第14条　（有効期間）
本規約に基づく会員契約期間は、運営者が入会申し込みを承諾した日（以
下「承諾日」といいます）から承諾日の属する月の翌年の応当月末日まで
とし、期間満了日の１ヶ月前までに会員又は運営者から相手方に対し、書
面による特段の意思表示がない場合には、更に１年間継続されるものと
し、以後も同様とします。

第15条　（退会）
⑴　 会員は、運営者所定の手続きにより、退会することができます。ただ

し、未払の会費等がある場合には、会員は、退会時にその全額を支払
うものとします。

⑵　 会員が前項により退会する場合、運営者は、会員から納入された会費
のうち未経過分を月割で計算のうえ返還するものとします。なお、端
数の処理等の計算方法の詳細については、運営者所定の方法に従うも
のとします。

第16条　（反社会的勢力の排除）
運営者は、会員について次の各号の事由が一つでも生じた場合、事前に通
知することなく当該会員の会員資格を停止し、又は退会させることができ
るものとします。
⑴　会員が次のいずれかに該当することが判明した場合。
　　 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、

暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ
または特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下、これら
を「暴力団員等」という）。

　　および次のいずれかに該当する者。
　　①　 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有するこ

と
　　②　 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を

有すること

　　③　 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用
していると認められる関係を有すること

　　④　 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど
の関与をしていると認められる関係を有すること

　　⑤　 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会
的に非難されるべき関係を有すること

　⑵　 会員が自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を
した場合。

　　①　暴力的な要求行為
　　②　法的な責任を超えた不当な要求行為
　　③　取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
　　④　 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損

し、または当社の業務を妨害する行為
　　⑤　その他①～④に準ずる行為

第17条　（本規約の変更）
⑴　 運営者は、会員の承諾を得ることなく、本規約を変更することができ

ます。
⑵　 本規約を変更するときは、運営者は、その内容及び変更日を会員等に

通知し、又は本会 web サイト上に掲載します。本規約は掲載された
変更日をもって変更後の内容に従って効力を生じるものとします。

⑶　 前項に定める本規約の変更に関し、会員等に費用又は損害等が生じた
場合であっても、運営者は一切責任を負わないものとします。

第18条　（本サービスの変更等）
⑴　 運営者は、本サービスの内容を変更し、又は本サービスの提供を中止

することができるものとします。本サービスの内容の変更又は提供の
中止については、その内容を会員に通知し、又は本会 Web サイト上
に掲載します。

⑵　 前項に定める本サービスの内容の変更又は本サービスの提供の中止
に関し、会員等に費用又は損害等が生じた場合であっても、運営者は
一切責任を負わないものとします。

第19条　（準拠法・裁判管轄）
⑴　本規約及び本規約に基づく諸取引の準拠法は日本法とします。
⑵　 本規約及び本規約に基づく諸取引に関する一切の訴訟は、その訴額に

応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管
轄裁判所とします。

第20条　（前身サービスの取扱い）
⑴　 2017年４月１日から提供しておりました MIZUHO Membership 

One 及び FORUM-M、みずほビジネスチャネル（以下「前身サービ
ス」といいます）は2018年４月１日をもって本サービスに統合され
るものとします。

⑵　 前項の統合に関し、会員等に費用又は損害等が生じた場合であって
も、運営者は一切責任を負わないものとします。

⑶　 前身サービスについては、運営者が別に定める取扱いに従うものとし
ます。

附則 本規約は、2018年４月１日より適用します。


