ハウ会員規約
本規約は、株式会社ハウ
（以下「ハウ」
という。）が取り扱う商品をそれぞれの実績に応じた割引価格で購入できる、
またはハウに新規会員
を紹介（リクルート）することによって商品の普及活動に寄与し、それら普及活動に対してそれぞれの実績に応じた普及手当の支払いを受
けることができるというハウ会員の特典に基づいて定めたものです。本規約は、すべての会員に適用されますので、内容を熟読し、
これを遵
守しなければなりません。
第１条 商品および会員システム
（１） 本規約における
「商品」
とは、ハウ会社案内および適宜文書で通知する
「普及手当対象商品」
をいいます。
（２） 会員による商品の販売活動は、特定商取引に関する法律（以下「法」
という。）の規制の対象となります。
会員は、商品の販売活動を行う際には、法の定めを遵守しなければなりません。
（３） ハウが取り扱う商品の普及を目的とする会員システムを「ハウシステム」
といいます。
（４） 会員がハウシステムに自らリクルートした他の会員、および当該他の会員がさらにリクルートすることによって順次傘下についた他
の会員は、すべて当該会員の「傘下会員」
といいます。
第２条 会員登録および会員資格
（１） 会員登録
イ)会員登録は、いずれかの商品を一般会員価格で１ケース購入し、
「新規会員登録申込書」に必要事項を記入のうえ、ハウに提出
して行います。
ロ)会員は、登録住所宛てに送付されるハウメンバーズカードを受領し、会員番号およびパスワードの交付を受けます。
登録住所については、登録名義が個人の場合は自宅住所、法人の場合は会社所在地とします。
（２） 以下に該当する場合は、会員になることができません。
イ)未成年者および学生
ロ)同一生計家族に既に会員がいる者 ※既に家族が会員であっても、その会員と生計が異なる場合に限り、新たに会員登録するこ
とが可能です。但し、いかなる場合も先に登録のある家族の直下会員もしくはその傘下系列内での登録に限定されます。
ハ)既に会員資格がある者（二重登録の禁止）
ニ)既に会員資格がある個人が代表する法人
ホ)既に会員資格がある法人の代表者および代表者の同一生計家族
ヘ)外国国籍の方で日本国内の就業資格を有していない者
ト)暴力団関係者
チ)その他ハウが不適と認めた場合
（３） 会員資格は、配偶者および二親等内の親族にのみ譲渡することができます。
その際、戸籍謄本・印鑑証明書等の公的証明書の提出
が必要となる場合があります。
第３条 会員資格の更新および会員資格の喪失・復権・再登録
（１） １年間に商品の購入実績がある場合は、
自動的に会員資格が１年更新されます。
※新規会員登録をした月
（以下「登録月」
という。）
より起算して、翌年の登録月末日までを１年とします。
それ以降については、その翌月初日から起算して、その翌年の登録月末日までを１年とします。
なお、
リクルート商品制度（第９条）
を利用中の場合は、上記購入実績にかかわらず自動的に会員資格が更新されます。
（２） 会員は、以下の場合に会員資格を喪失します。
イ)上記（１）に該当しない場合
ロ)自己の意思により書面でハウに退会届を出した場合（違約金または損害賠償金などは請求されません）
（３） 上記（２）
イ）に該当して会員資格を喪失した場合は「休眠会員」
となりますが、商品の購入、
または、
自ら新規会員をリクルートするこ
とによって、いつでも会員資格を復権させることができます。但し、系列は以前のままとなります。
商品の購入によって復権した場合は、上記（１）に準じて、復権以降に訪れる登録月末日に会員資格が自動的に更新されます。
新規会員のリクルートによって復権した場合の会員資格の有効期限は、復権以降に訪れる登録月末日までとなります。
（４） 休眠会員は、傘下会員の購入実績に対する普及手当の支払いを受けることができません。なお、会員資格が復権した場合の普及手
当については、当該復権日以降の実績が対象となります。
（５） 上記（２）
イ）に該当して会員資格を喪失した場合に限り、以前の系列には関係なく新紹介者の系列で新規登録することができます。
（６） 上記（２）
ロ）に該当して会員資格を喪失した場合は、再登録することはできません。
第４条 商品の購入
（１） 会員は、
自己のランクの割引価格で商品を再注文することができます。
（２） 商品の再注文の方法は、①ＦＡＸ注文②インターネット注文③電話注文となります。
（２
休業日は、土曜・日曜・祝日、
ゴールデンウィーク
（４月29日～５月５日）
、夏季（８月13日～16日）
、年末年始（12月29日～１月４日）
となります。但し、臨時的に変更する場合があります。
（３） 商品代金の支払方法は、銀行振込（三菱ＵＦＪ銀行・ゆうちょ銀行）
および郵便振替での前払い、
もしくは商品配達時に代金引換（現
金）
で行うものとします。
なお、銀行振込および郵便振替の場合は、入金確認後の発送となります。
第５条 リクルート
（紹介）
（１ 会員は、他の個人または法人に対して会員になるようリクルートすることができます。
（１）
（２） 会員は、
リクルートを行うに際して時間的制約やノルマを課せられることはありません。
（３） 商品および商品代金の受け渡しは、ハウと各会員がダイレクトに行います。
（４） 販売方式は、普及手当の支払いを受ける
「販売のあっせん方式」
（第８条）
、ならびに返戻金の支払いを受ける
「再販売方式」
（第９
条）
を採用しています。

（５） 会員は、
リクルートを行うに際して、法および本規約の内容を遵守しなければなりません。
会員が法および本規約に違反してリクルートを行った場合、その責任は会員が負うものとします。
イ)ハウシステムの統括者がハウであることを告知しなければなりません。
ロ)事前に会員氏名を告知しなければなりません。
ハ)事前にリクルートが目的であることを告知しなければなりません。
ニ)商品内容を正しく説明しなければなりません。
ホ)不当な勧誘・強制・不実の告知・欺罔・威迫・困惑・解除制限、
あるいはリクルートの目的を告知せずに衆人環視のない場所に連れ出して
リクルートを行うなど、法に反する行為をしてはなりません。
（６） 会員は、
リクルートを行うに際して、
自らの氏名と連絡先を所定の箇所に記入したハウ会社案内を交付し、その記載内容を正確に、わかりや
すく説明してください。
（７） 会員は、
リクルートを行うに際して、成約の段階で新規会員登録申込書に必要事項を記入してもらい、口頭でクーリング・オフの説明をすると
ともに、その控え
（お客様控）
とクーリング・オフ内容が記載された本規約を交付しなければなりません。
第６条 ライン変更手続き
（紹介者変更手続き）
（１ ハウシステムでは、紹介者の権利保護を第一の目的とし、原則ライン変更することはできません。但し、登録時の誤記入の場合も含め、現紹介
（１）
者から所定の申請書により申請された場合のみを受理対象として検討します。
なお、申請が受理された場合は、当該会員組織の全てが移動しますので、当事者間で十分協議したうえで申請書を提出してください。
健全な組織運営を行うためには、当事者間での円満解決が不可欠であることをご理解ください。
（２） 支社・統括支社（ダブル統括・トリプル統括を含む）については一切ライン変更することはできません。
第７条 一般消費者に対する普及手当対象商品および関連商品の販売
（１） 会員は、会員登録をしない一般消費者に対して、普及手当対象商品を販売することはできません。
（２） 会員は、会員登録をしない一般消費者に対して、関連商品を販売することができます。なお、その販売ノルマを課せられることはありません。
（２
（３） 会員は、普及手当対象商品をインターネットや雑誌・チラシ等で宣伝広告することはできません。但し、関連商品に限りこれを認めますが、
「遵守事項に関する誓約書」の提出を条件とします。
（４） 会員は、関連商品の購入の勧誘および販売を行うに際し、第５条に準じて法および本規約の内容を遵守しなければなりません。
会員が法および本規約に違反して関連商品の販売を行った場合、その責任は会員が負うものとします。
（５） 会員が関連商品を紹介する際には、
自らの氏名と連絡先を所定の箇所に記入したハウ会社案内を交付したうえで、商品説明およびクーリン
グ・オフの説明をしなければなりません。
（６） 会員が販売した関連商品については、法で認められるクーリング・オフおよび中途解約の申し出があった場合、会員はその申し出を妨げては
（６
ならず、
自らの責任において速やかに対応してください。ハウは、会員が一般消費者に販売した関連商品に関するクーリング・オフおよび中途
解約についての責任は一切負いません。
（７） ハウは、会員による一般消費者に対する販売において何等の責任も負いません。万一、会員と一般消費者との間で何等かの紛争が生じた場
合には、会員が責任をもってこれを解決し、ハウは一切責任を負わないものとします。
第８条 普及手当
（１ 会員は、
（１）
自己購入実績および傘下会員の購入実績に基づいて、
自己のランクに応じた紹介手数料やボーナスと呼ばれる
「普及手当」の支払
いを受けることができます。
（２） 新規会員をリクルートした場合は、上記（１）の普及手当の他に
「紹介クーポン」の支給を受けることができます。
クーポンは商品購入代金（配
送料を除く）
としての利用に限るものとし、
これを現金に換えることはできません。
なお、紹介クーポンは、新規会員登録時に商品を複数購入した場合であっても、対象となるのは１ケース限りとなります。価格の異なる商品
を購入した場合は、基準価格が高い商品を対象とします。
また、
クーポンを利用した場合の購入実績については、普及手当およびランクアップの対象実績として集計されません。
（３） 普及手当は、毎月11日から翌月10日までの自己購入実績および傘下会員の購入実績がＡＲＭＳ（実績管理コンピューターシステム）
（３
で集
計され、翌月15日
（金融機関休業の場合は翌営業日）付けで指定口座（会員登録者名義に限る）に現金で振り込まれます。但し、年末年始休
業・ゴールデンウィーク休業のある１月と５月に限り、振込日は18日
（金融機関休業の場合は翌営業日）
となります。
（４） 紹介クーポンは、上記（３）
と同日に支給され、その日から利用可能となります。
（５） ハウホームページにて、会員番号とパスワードを入力し、会員ページにログインすることによって、
自己購入実績や普及実績、ならびに紹介手
数料およびクーポン残高等を確認することができます。
（６） 指定口座の届出がない場合、
（６
もしくは指定口座の変更等の理由により普及手当の振り込みができなかった場合、当該普及手当はハウにお
いて保管しますが、当該普及手当の支払日から５年を経過したものについてはその支払いの責任を免れるものとします。
第９条 リクルート商品制度
（１） 自己購入した商品を、傘下会員（支社を除く）に対して再販売することを目的としたシステムを「リクルート商品制度」
といいます。
また、当該商
品を「リクルート商品」
といい、傘下会員の注文ならびに自己消費分の出荷に充当（以下「償却」
という。）
します。
リクルート商品は、代理店・販社・支社へランクアップする際に自己購入した10ケース以上の「ハウネスD」に限ります。
（２） この再販売に係る一連の流れ（商品配送・集金・紹介手数料の精算・商品の保管）
をハウがすべて代行します。
なお、商品の保管管理料・倉庫代は必要ありません。
（３）リクルート商品制度は、商品の購入手続き完了および「商品保管管理依頼書」の提出をもって、その直後より適用されます。なお、商品保管管
理依頼書の提出がない場合、本制度は適用されません。
（４） 以下に該当する実績については、
リクルート商品制度の償却対象外となります。
イ)本制度を利用している傘下会員のグループ実績
ロ)傘下会員が代理店・販社・支社へランクアップした際の当該傘下会員のグループ実績
ハ)本制度を利用している会員がランクアップした際の当該会員のグループ実績
但し、上記ハ）の当該会員のランクアップが傘下会員のランクアップによるものであり、かつ、双方のランクに差異がない場合、当該傘下会員
のグループ実績を除いた当該会員のグループ実績については、償却対象となります。

（５） 償却は、ハウネスＤによるものとは限らず、他の商品に換えることができるものとします。価格差のある商品に換えた場合であっても、
その商品代金の差額はハウが全て負担するものとします。
（６） 毎月11日から翌月10日までの流通実績がＡＲＭＳ（実績管理コンピューターシステム）
で集計され、集金した商品購入代金から、当該
実績に対して傘下会員が受け取る普及手当を差し引いた金額（以下「返戻金」
という。）が返戻されます。
但し、上記（４）
ロ）ハ）に該当する場合は、返戻金ではなく、紹介手数料が支払われます。
（７） 新規会員をリクルートした場合は、第８条（２）
と同様に、紹介クーポンの支給を受けることができます。
（８） 返戻金の振込日およびクーポンの支給日は、第８条（３）
と同様です。
（９） ハウは、責任をもってリクルート商品の在庫管理を行い、当該商品の流通があった月はそれにともなう預かり金の返戻内訳を明記した
（９
在庫管理表を作成して送付します。
（10）所有するリクルート商品は、上記（４）
イ）
ロ）ハ）に該当しない限り、
自動的に償却処理されますが、支社ボーナス受給資格獲得等を目
的とし、当該月間において償却処理を希望しない場合は、
「リクルート商品償却一時休止届」の提出が必要となります。
届出書提出日以前の実績については償却処理が行われ、
日付を遡っての休止処理はできません。
（11）ランクアップの際に自己購入したリクルート商品を複数名で分配することにより、分配された在庫数が10ケースに満たない場合は、
リ
クルート商品制度の対象とはなりません。
（12）リクルート商品の所有資格を他の会員に譲渡（以下「在庫譲渡」
という。）する場合は、所有者の印鑑証明書を添付のうえ、所定の届出
書を提出してください。
なお、戸籍謄本の提出が必要となる場合があります。金銭の清算については当事者間で行うものとします。
また、他の支社および他の支社傘下会員に対して在庫譲渡することはできません。
但し、当該会員が支社にランクアップした際に所有したリクルート商品であり、かつ、協力負担の限度数以内である場合は、
この限りで
はありません
（当該ランクアップにおける協力負担が可能な上位会員に限る）。
（13）商品の価格改定の際には、値上げ幅に応じてその差額を返戻金より差し引くこととし、その控除額は実際の差額を下回るものとし
ます。
（14）リクルート商品の対象商品が変更される場合は、30日前までに通知します。通知から30日以内に異議の申し立てがない場合は、変更
に同意したものとみなします。変更の対象となるのは、変更日前日の営業終了時点においてＡＲＭＳ（実績管理コンピューターシステ
ム）
で管理されている全ケースとします。
第10条 プロモート在庫（自己消費用在庫）制度
（１ プロモートへランクアップする際に購入した商品は、
（１）
「プロモート在庫分割納品依頼書」
を記入して提出することにより分割納品するこ
とが可能です。
（２） プロモート在庫の出荷は、ハウネスＤによるものとは限らず、他の商品に換えることができるものとします。価格差のある商品に換えた
場合であっても、その商品代金の差額はハウが全て負担するものとします。
（３） 第９条（11）に該当する場合は、上記（１）
を準用します。
第11条 クーリング・オフおよび中途解約・返品ルール
（１） 会員（法人および店舗等によって販売等を行う個人を除く）が、商品の購入申し込みをして契約書面（本規約および新規会員登録申込
（１
書お客様控）
を受領した日、
または商品を受け取った日
（所定の商品保管管理依頼書およびプロモート在庫分割納品依頼書の届出に
より自らの意思でハウに商品を預けた場合は当該商品の契約年月日）から起算して30日間はハガキ等の書面をハウ宛てに郵送するこ
とで無条件に申し込みを撤回することができます（書留郵便等が確実です）。
その効力は書面を発信した消印日付から発生し、それに
ともなう損害賠償金や違約金などいかなる名目の費用も請求されることはありません。但し、一部使用もしくは消費した場合はクーリン
グ・オフすることができません。
（２） 会員（法人および店舗等によって販売等を行う個人を除く）が、
（２
クーリング・オフに関して不実の告知を受けたり、威迫・困惑行為などの
妨害行為を受けたりした場合は、
クーリング・オフ妨害の解消のための書面を受領した日から起算して20日間はクーリング・オフするこ
とができます。
（３） 上記（１）のクーリング・オフ期間を経過した場合でも、会員登録後１年未満の会員（法人および店舗等によって販売等を行う個人を除
く）は、未使用・未消費、
または会員の責任で滅失・毀損させていない商品に限り、商品を受け取った日
（所定の商品保管管理依頼書お
よびプロモート在庫分割納品依頼書の届出により自らの意思でハウに商品を預けた場合は、当該商品の契約年月日）から起算して
３ヶ月間は契約を解除し、中途解約することができます。
（４） クーリング・オフおよび中途解約をした場合、会員（法人および店舗等によって販売等を行う個人は除く）は、ハウに対して購入商品の
（４
引取および商品代金の返還を速やかに行うよう請求することができます。なお、その返還額は、
クーリング・オフの場合は商品代金の全
額、中途解約の場合は商品代金の90％相当額となります。会員が商品を返還することができない場合には、当該商品の商品代金を請
求されますが、それ以上の金額の負担を請求されることはありません。
（５） クーリング・オフおよび中途解約が発生した場合、当該購入契約を含めて取得したランクは無効となります。
（６） クーリング・オフおよび中途解約が発生した場合、第８条の「普及手当の計算」および第９条（６）の「返戻金の計算」は、当該商品の購
（６
入契約が存在しなかったものとみなしてこれを行うものとし、当該商品を購入した会員を傘下に置く会員は、当該商品の購入契約に基
づいて既に支払われた普及手当および返戻金をハウに返金しなければなりません。
また、上記（５）に該当するランクの修正により、当
該商品の購入契約以外の実績に対しても普及手当および返戻金に差額が生じた場合は、その差額をハウに返金しなければなりませ
ん。
その際に返金された差額は、本来の受給対象者に支払われます。
また、当該商品の購入契約によって支給された紹介クーポンにつ
いては、無効となります。既に紹介クーポンを利用して商品を購入していた場合は、利用分の金額をハウに支払わなければなりません。
当該の普及手当および返戻金の返金ならびに当該の紹介クーポン利用額分の支払いに遅延が生じた場合は、当該手続きによる効力
が発生した日を起算日として法定利率に基づいた遅延損害賠償金が請求されます。
（７）リクルート商品の償却対象となる購入契約についても一般の流通と同様にクーリング・オフおよび中途解約が適用されます。
（８） クーリング・オフおよび中途解約による返品の際の送料はハウが負担します。

第12条 会員とハウとの関係
（１） 会員は、それぞれ独立した事業主であり、ハウの従業員・代理人など法的な関係、
またはハウの代理・代表として法的行為を行う権限を
有するものではありません。
（２） 会員に支払われる普及手当および返戻金についての源泉徴収は、ハウでは行いませんので各自で申告してください。
第13条 禁止行為に関する事項
以下に該当する禁止行為を行った場合、会員は、会員資格および普及手当の支払いを受ける権利を喪失します。
また、
これらの禁止行為により発生したすべての問題に関して、ハウは一切責任を負いません。
それぞれの会員が責任をもって解決してください。
（１） 法律等社会規範に反する行為
（２） ハウが取り扱う全ての商品（関連商品を含む）の販売にあたり一定の効能をうたう等、薬機法違反に該当する説明を行う行為
（３） ハウや他の会員の信用や名誉を傷つける行為、およびハウや他の会員に対し金銭的損害迷惑を与える行為
（４） 商品・システムに対する誹謗中傷
（５） 会員独自による関連商品以外のハウが取り扱う商品の販売
（６） 住所・連絡先等を偽り、
（６
またはその変更の届けを故意に怠る行為
（７） ハウの商標商号の無断使用、およびハウ発行の印刷物の無断転載
（８） インターネットや雑誌・チラシ等の宣伝広告（関連商品を除く）
（９） 自らリクルートした会員以外の会員に対して、他社の商品を販売および販売活動を斡旋・勧誘する行為
（10）顧客情報を第三者へ開示する行為
第14条 個人情報の保護に関する事項
（１ ハウは、
（１）
「個人情報の保護に関する法律」などに関連する法令、および「ダイレクトセリング業界の個人情報保護ガイドライン」などに関連
する各種指針を遵守し、会員から提供された個人情報（住所、氏名、年齢、注文内容、注文履歴その他個人を識別できる一切の情報）は、
正確かつ最新の情報の保持に努め、
あらかじめ会員の同意を得ることなく以下の目的の範囲を超えて利用することはありません。
また、
会員はその使用に同意するものとします。
イ)会員登録
ロ)商品および諸明細書の発送
ハ)商品・システム等に関する重要な連絡、
または各種キャンペーン等の案内
ニ)商品購入実績およびグループ実績管理
ホ)普及手当および返戻金の振込
ヘ)問合せに対する対応
ト)法令に基づく監督官庁への対応
（２） ハウは、保有する会員の個人情報の処理の一部を、会員との契約目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報の保護のための措置
が十分に講じられていると認められる外部の企業に委託し、会員は、
あらかじめそれに同意するものとします。
（３） 会員は、ハウに対して、ハウが保有する当該会員の個人情報の開示を請求することができ、万が一、開示された情報に不正確または誤っ
（３
た情報が含まれていた場合には、当該情報の訂正または削除の請求ができます。
第15条 会員規約の変更
（１） ハウは、以下の場合に、ハウの裁量により、会員規約を変更することができます。
イ)会員規約の変更が、会員の一般の利益に適合する場合
ロ)会員規約の変更が、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、変更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場合
（２） ハウは、上記（１）による会員規約の変更にあたり、変更後の会員規約の効力発生日の２週間前までに、会員規約を変更する旨および変
（２
更後の会員規約の内容とその効力発生日をハウホームページ（URL:
ht
t
ps
:
/
/
www.
howar
ms
.
c
om）に掲示し、
または会員に書面で通知
します。
（３） 変更後の会員規約の効力発生日以降に会員が商品の購入をしたときは、会員は、会員規約の変更に同意したものとみなします。
第16条 裁判管轄合意
本規約およびハウと会員との間に紛議が生じた場合の管轄裁判所として、東京地方裁判所をその専属的合意管轄裁判所とします。

ご登録に際しては、本規約を熟読して内容を十分理解したうえで、
ご自分の判断に基づいてお決めください。
2018年12月11日改定
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