
第1条（会員資格）
会員とは本会員規約を承認の上、クライミングジムグラビティリサーチ（以下「当施設」と
いう）に入会を申し込まれ、所定の手続きを完了された方をいいます。      

第2条（カードの発行・貸与）
1）当施設は会員に対し、グラビティリサーチメンバーズカード（以下「メンバーズカード」
という）を発行します。
2）メンバーズカードはご本人のみが利用でき、他人に貸与、譲渡した場合は無効となり
ます。
3）メンバーズカードの入会登録料として1500円（消費税込）をお支払いいただきます。
4）メンバーズカードに有効期限はありません。

第3条（施設の利用）
「施設の利用について」の諸注意を遵守して下さい。

第4条（メンバーズカードの紛失・破損・盗難・再発行）  
1）メンバーズカードの紛失、破損または盗難にあわれた場合は、すみやかに当施設にお
申し出下さい。所定の手続きにより再発行いたします。
2）再発行手数料として1000円（消費税込）をお支払いいただきます。

第5条（退会）
会員が都合により退会される場合は、当施設にメンバーズカードをご返却下さい。

第6条（会員資格の喪失）
会員が本規約に違反した場合は、ただちに会員資格を喪失するものといたします。

店舗運営・管理：株式会社好日山荘   

CLIMBING GYM GRAVITY RESEARCH
メンバーズカード 会員規約

MEMBERSHIP GUIDE
入会のご案内

CMYK

営業時間：月～金13:00～22:00  土日祝11:00～21:00
〒171-0021 東京都豊島区西池袋３-２７-１２ 池袋ウエストパークビル１Ｆ

TEL.03-5958-4315
www.gravity-research.jp  
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株式会社好日山荘（以下「当社」といいます）に個人情報をご提供いただくにあたっては、
グラビティリサーチメンバーズカード会員規約（以下「本規約」といいます）をご承認いた
だき、以下の内容についてご同意のうえ、ご提供いただきますようお願いいたします。

第1条　取得・利用
当社は、グラビティリサーチメンバーズカード入会申込書にご記入頂いた個人情報を以
下の内容を目的として利用し、それ以外の目的には利用いたしません。
　①会員の個人情報管理並びにポイント等購買履歴管理のため。
　②当社所定のサービス提供のため。
　③会員の購買履歴を分析し、当社の販売戦略・商品開発に利用するため。
　④当社の宣伝物・印刷物の送付等営業に関する案内のため。
　⑤会員個人の識別のため。

第2条　個人情報保護管理者
当社が取得する個人情報については、当社営業部が総括的な管理責任を負います。お
問い合わせは第8条お問い合わせ窓口をご利用下さい。

第3条　提供の任意性
個人情報のご提供は任意です。個人情報をご提供いただけない場合は、グラビティリ
サーチメンバーズカードの会員として登録できません。また、当社の会員特典・ダイレク
トメール等のサービスが受けられません。

第4条　業務委託
ご提供いただいた個人情報は、システム上の登録業務及びダイレクトメールの発送業
務など事前に守秘義務契約を締結した外部業者に業務委託する場合があります。

第5条　第三者提供
当社は法令で定める場合を除き、個人情報を本人の同意なしに第三者へ提供すること
はありません。

第6条　開示・訂正・削除
当社が保有する「開示対象個人情報」の利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加または
削除・利用の停止・消去の手続きは、第8条のお問い合わせ窓口をご利用下さい。開示
請求手続き（受付方法・必要な書類・手数料等）の詳細についてお答えいたします。訂正
または削除の依頼を受けた場合は速やかに対処いたします。

第7条　安全・管理
当社が取得した個人情報への不当不正なアクセスまたは個人情報の紛失・破壊・漏洩等
の危険に対して、技術面及び組織面において必要な安全対策を継続的に講じるよう努
めます。

第8条　個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ窓口
個人情報の開示・訂正・削除等についての個人情報に関するお問い合わせや、利用の停
止・消去・その他のご意見の申出等に関しましては、下記までお願いいたします。
　株式会社好日山荘 営業部 お問い合わせ係　
　住所：神戸市中央区浜辺通2丁目1-30 三宮国際ビル6F　
　電話：078-231-1381（受付時間：午前10時～午後3時）土日祝休業　
　※夏期（8月10日～8月20日）休業・年末年始（12月28日～1月5日）休業

第9条　15歳未満のお客様に関する個人情報の取り扱い
当社は、15歳未満の会員に関する個人情報の保護について最大限の注意を払います。
15歳未満の会員の個人情報については、必ず保護者の方の同意の下にご提供いただ
きますようお願いいたします。

第10条　本規約の変更
本規約に定める条項は法令に定める手続きにより必要な範囲で
変更できるものといたします。

個人情報の取り扱いに関する同意事項



必要事項をご記入の上、係員にお渡しください。
即時カードを発行します。

（※店舗記入欄）
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■CLIMBING GYM GRAVITY RESEARCH メンバーズカードの発行は店頭のみ
で承ります（お電話・FAX・郵送等での発行はできません）。
■記入漏れや読みにくい文字があると登録できない場合がございますので、楷書で
はっきりとご記入ください。
■お一人様一枚のみの発行となります。

裏面の会員規約と個人情報の取り扱いに関する同意事項の内容を承諾のうえ
で、CLIMBING GYM GRAVITY RESEARCH メンバーズカード会員への
入会を申し込みます。

お名前

生年月日

学生

電話番号

保護者
ご氏名

ご住所

年

都 道
府 県

〒

月 日

男

大  正

昭  和

平  成

（都道府県名）

（丁目・番地など）

（アパート・マンション名・部屋番号など）

女

フリガナ

性　

別

※15歳未満の会員の方は、保護者の同意が必要になります。
　お手数ですが保護者のご署名をお願いします。

希望する
お得な割引情報やイベントのご案内
（ダイレクトメールなど）を希望しますか？ □

中 高 大 年西暦 55才
以上卒業予定

小

LOCKER

LOCKER

LOCKER

SHOP
AREA

GRAVITY
RESEARCH

IN

受付

BOULDER
AREA

IN

FLOOR GUIDE
店舗のご案内

■ジム面積 77坪
■ボルダーウォール 最大高2.78m
■ボルダーウォール 最大傾斜150度

■ホールド数 約1,26０個

■ホールド数 約0,0００個
■更衣室
■休憩所

スタイルと体力に合わせて楽しめるクライミングエリアのほか、アメニティや
ショップも充実。

みんなのクライミングがここにある！
クライミングは、思っているよりカンタンです。
GRAVITY RESEARCH なら、第一歩を踏み出すあなたを
万全の設備と丁寧なインストラクターがお出迎え。
日常から離れる感覚を楽しみませんか。

CMYK

＊登山用品・アウトドアウェアは
  5階好日山荘グランフロント大阪店をご利用ください。

※表示価格は全て税込です。※詳しくは、GRAVITY RESEARCH スタッフにお問い合わせください。

USAGE FEE ご利用料金のご案内
女性もベテランも、一日たっぷり楽しめます。
レンタル用品も豊富です。

ご利用者
区別用の
バンドについて

◆受付時にお渡しするリストバンドはご利用中、手首もしくは足首に装着し
てください。
◆バンドはお帰りの際に回収致します。

クライミング
エリア料金

ご利用料金

一般 2,1００円 1,2００円 1,6００円

大学・専門※1 １,6００円 9００円 １,2００円

中・高※1 １,1００円 7００円 8００円

 6００円 4００円 ̶　 

シューズ ３００円レンタル料金

◆メンバーズカードは全店共通です。

入会登録料　　　１,５００円 　　※紛失再発行時は１,０００円    

レディスデー １,1００円（1日券のみ） ◆月・金曜日（祝日除く）

シニア※2
（55歳以上） １,1００円（1日券のみ） ◆月～金曜日（祝日除く）

チケットの種類

チケットの種類

19時以降券一日券

◆レンタルご利用時には洗濯済み靴下もしくは販売靴下を着用
してください。

●3ヵ月・6ヵ月期間券：購入店舗でのみ使用可能です。
●12ヵ月期間券・回数券：グラビティリサーチ全店で共通使用が可能です。
※1：学生の方は初回登録時に学生証をご提示ください。卒業予定年月日を登録させていただきます。
※2：小学生・シニアの方は保険証で年齢確認をさせていただきます。
※3：小学生ご利用の場合、付き添いの保護者の方にもご利用料金がかかります。
※乳幼児はご利用いただけません。

回数券期間券
12ヶ月券 6回券 12回券6ヶ月券3ヶ月券

一般 36,0００円 66,9００円 133,8００円 11,4００円 20,6００円

大学・専門※1 26,8００円 49,4００円 98,8００円 8,5００円 15,5００円

中・高※1 17,5００円 33,0００円 66,０００円 5,7００円 10,3００円

SCHOOL クライミング教室のご案内
まったく初めての方からクライミング経験者まで、レベルに合わせたきめ細かいインストラクションを行います。

初心者体験会
［１時間］

対象：クライミング経験が無い方
利用説明、ストレッチ、ボルダリング体験
入会登録料＋ご利用料金分でレンタルまで付いてお得！
一般3,6００円／大学・専門3,1００円／中・高2,6００円
＜平　日＞13：30～、17：30～、19：00～
＜土日祝＞11：30～、13：30～、15：30～、17：30～

※入会登録時随時

ファースト
インストラクション
［1０分］

対象：施設を利用される方全員 
初回入会登録時、施設案内、遊び方、危険の説明
無料（入会登録料に含む）

※体験会終了後は自由に登れます。
※イベント等で開始時間が変更、中止になる場合もございます。随時お問い合わせください。
※上記時間は開始時間です。予約制ではありません。お着替えやお手続きの時間がございますので、
　各回開始の15～20分前までにご来店下さい。

チョーク １００円

店No. CLIMBING GYM GRAVITY RESEARCH メンバーズカードNo.

90分券

CLIMBING GYM GRAVITY RESEARCH
メンバーズカード入会申込書

GR池袋は小学生の利用ができますので
GR梅田を参考に小学生料金を追加してください。

平日の初心者体験会の14：30～は13：30～に
変更してください。

21時以降券は20時以降券に変更してください。

小学生※2※3
（小学４年生以上）

グラビティリサーチ池袋　入会のご案内　中面　210×100+100+97
ミシン目


