プロジェクト登録団体規約
本プロジェクト登録団体規約（以下「本規約」といいます。）は、Dreamers Japan 株式会社
（以下「運営元」という。
）が Cause-related marketing（以下「ＣＲＭ」または「コーズ・リ
レーテッド・マーケティング」といいます。
）を目的として企画・運営する「good for everyone
project」（以下「本プロジェクト」といいます。）に関して、その登録方法、遵守事項、条件、
運営及び活動の基本的事項について定めるものです。

第１条（目的・理念）
本プロジェクトは、
「売り手・買い手・世間、三方よし」の理念のもとに、会員が運営元を介
して他の会員と事業活動を行うことにより、プロジェクトリーダー（活動資金は乏しいが、活動
の公益性及び社会貢献性が特に高いと運営元が認定する団体）及びサポート団体（アスリート、
スポーツ団体及び NPO／NGO 等の多様な団体）に活動資金を提供し、「社会貢献：Corporate
Social Responsibility（ＣＳＲ活動）」「売上・販売力向上」「企業ブランディング」を実現する
コーズ・リレーテッド・マーケティングの展開をすることを目的とするものであり、ひいてはプ
ロジェクトリーダー及びサポート団体の発展と社会的価値向上の原動力となることを志向する
ものです。

第２条（定義）
本規約において、以下各項に定める用語は、当該各項に定める意味を有するものとします。
１. 「プロジェクト登録団体」とは、本規約に基づく厳正な審査を経て本プロジェクトに登録・
参加する団体をいいます。
２. 「プロジェクトリーダー」とは、プロジェクト登録団体のうち、運営元の実行委員会が以下
の条件を全て満たすと認定した団体をいいます。
①

活動の公益性及び社会貢献性が特に高いと認められること

②

活動資金が乏しいこと

③

国又は地方公共団体等からの公的支援・助成金が乏しいこと

④

民間企業からの協賛金等の支援が乏しいこと

３. 「サポート団体」とは、プロジェクト登録団体のうち、プロジェクトリーダー以外の団体（ア
スリート、スポーツ団体及び NPO／NGO 法人等）をいいます。
４. 「会員」とは、本プロジェクトの目的・理念に賛同し、運営元が定める会員規約に基づく手
続きに従い、本プロジェクトへの入会手続を完了した個人又は法人をいいます。
５. 「売り手」とは、会員が本プロジェクトにおいて運営元を介して他の会員との間で事業活動
を行う場合に、他の会員に対して自身の商品、サービス・役務等を販売、提供する立場を
いいます。
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６. 「買い手」とは、会員が本プロジェクトにおいて運営元を介して他の会員との間で事業活動
を行うに際し、他の会員の商品、サービス等を購入・享受する立場をいいます。
７. 「本ロゴ・マーク等」とは、運営元が設定する本プロジェクト（
「good for everyone project」
）
に関するロゴ、マーク、シンボルなど、本プロジェクトを標章する文字、図形及び記号等
の一切をいいます。
８. 「代理店手数料」とは、売り手の会員が運営元を介して他の会員との間で事業活動を行った
際の収入の中から、個別の代理店契約又は運営元が定める規定に基づき運営元に支払う仲
介手数料をいいます。
９. 「ロゴ・マーク使用料」とは、売り手の会員が本ロゴ・マーク等を使用して一般消費者等と
の間で事業活動を行う場合に、個別のロゴ・マーク使用許諾契約又は運営元が定める規定
に基づき運営元に支払う手数料をいいます。
１０. 「活動費」とは、運営元が会員から受け取る月会費、代理店手数料及びロゴ・マーク使用
料の中から、会員規約又は運営元が定める割合に基づきプロジェクトリーダーに提供する
活動資金をいいます。
１１. 「紹介料」とは、運営元が会員から受け取る月会費、代理店手数料及びロゴ・マーク使用
料の中から、会員規約又は運営元が定める割合に基づきサポート団体に提供する活動資金
をいいます。

第３条（本規約の適用及び変更）
１.

本規約は、運営元が企画・運営する本プロジェクトに登録するプロジェクト登録団体に
適用されるものとし、プロジェクト登録団体は、本規約を誠実に遵守します。

２.

運営元が別途個別規約及び追加規約を規定した場合は、当該規約は本規約の一部を構成
します。本規約と個別規約及び追加規約が異なる場合には、個別規約及び追加規約が優先
します。

３.

運営元は、プロジェクト登録団体の事前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。但し、変更が発生した場合、運営元が適当と認める方法により当該内容を会
員に通知するものとします。

第４条（登録手続）
１.

本プロジェクトへの登録を希望する団体は、以下の手続きその他運営元が定める方法に
従い、登録申込を行うものとします。

①

本規約を熟読し、その内容を理解し、その内容に拘束されることを同意したうえで、運
営元が指定する書面又はネットフォームの登録申込書を提出する。

②

登録申込書には、運営元が定める必要事項を全て記載する。

③

上記各号に従った登録申込の効力は当該登録申込書が運営元に到達した時に生じます。

２.

運営元は前項の登録申込を厳正に審査し、登録希望者は運営元から登録の承諾を受けた
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時からプロジェクト登録団体となります。
３.

プロジェクト登録団体は、登録申込書に記載した事項が運営元の登録名簿に記載され、
その情報が本プロジェクト及び本規約の目的の範囲内で運営元から会員及び他のプロジェ
クト登録団体に開示ないし提供されることを承諾するものとします。

第５条（登録資格）
１. 本プロジェクトへの登録資格は原則として次の条件を満たす個人又は団体とします。
①

反社会勢力及びそれに準じる個人又は法人でないこと

②

その他、運営元の裁量による本プロジェクトへの登録不許諾を受けていないこと

③

月次の活動報告を WEB 上で行うための資料作成が可能であること

④

HP 又は SNS にて本プロジェクトを活用した活動資金集めの PR が可能であること

⑤

本プロジェクト HP にてバナー添付による紹介が可能であること

⑥

HP にて本プロジェクトのバナー添付が可能であること

２.

プロジェクト登録団体のうち、運営元の実行委員会による厳正な審査により以下の条件
を全て満たすと認定を受けた団体は、
「プロジェクトリーダー」として登録されます。
①

活動の公益性及び社会貢献性が特に高いと認められること

②

活動資金が乏しいこと

③

国又は地方公共団体等からの公的支援・助成金が乏しいこと

④

民間企業からの協賛金等の支援が乏しいこと

３.

運営元は、
「プロジェクトリーダー」として登録された団体の活動状況、資金状況等諸般
の事情を勘案して、前項の条件を満たさなくなったと判断した場合には前項の認定を解除
することができます。認定を解除された「プロジェクトリーダー」は「サポート団体」と
して本プロジェクトに登録されます。

第６条（届出事項の変更等）
プロジェクト登録団体は、所在地、代表者、連絡先等に変更があった場合には、速やかに運営
元に報告するものとします。

第７条（運営元のサービス・仲介）
運営元は、プロジェクト登録団体に以下のサービスを提供しその発展と社会的価値向上を支援
します。
①

会員から受け取る代理店手数料、ロゴ・マーク使用料及び月会費からプロジェクト登
録団体への活動資金の提供

②

プロジェクト登録団体の活動状況の発信

③

活動資金提供元の会員へのプロジェクト登録団体の活動報告

④

プロジェクト登録団体を支援する会員の募集・資金提供の呼びかけ
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⑤

プロジェクト登録団体への本プロジェクトのパンフレット及びバナーの使用提供

⑥

アスリートの就労支援（キャリアサポート）

⑦

スポーツに関する大会・イベント・セミナー等のスポンサー集めのサポート

⑧

運営元の事業収支及び活動状況の公開

⑨

日本全国からスポンサー企業の発掘支援

⑩

既存スポンサーの販路拡大・販売力強化

⑪

他団体との交流の促進

第８条（登録団体の協力）
プロジェクト登録団体は、本プロジェクト推進のために、以下の協力をするものとします。
①

プロジェクト登録団体を支援する企業の紹介、会員の募集

②

活動状況の運営元への報告

③

提供を受けた活動資金の使途の報告

④

本プロジェクトによる資金提供元の会員への活動報告

⑤

HP への本プロジェクトのバナー添付・相互リンク

第９条（活動資金の提供）
１.

運営元は会員から受領した月会費、代理店手数料及びロゴ・マーク使用料のうち、３０％
を活動費としてプロジェクトリーダーに、１５％を紹介料としてサポート団体に提供する
ものとします。

２.

前項の活動費及び紹介料は、原則として提供元の会員が指定する各プロジェクト登録団
体に提供するものとします。

３.

プロジェクトリーダーは、必要とする目標活動資金額を年毎に設定し、運営元の承認を
得るものとします。なお、運営元は、設定された目標活動資金額が当該プロジェクトリー
ダーの活動規模及び活動状況等に応じた合理的なものであるか否かを厳正に審査して承認
の可否を判断します。

４.

運営元は、プロジェクトリーダーに提供される活動費のうち、当該プロジェクトリーダ
ーが設定し承認を得た前項の目標活動資金額を超える金額については、他のプロジェクト
登録団体に分配します。

第１０条（禁止事項）
プロジェクト登録団体は、以下の各号の行為を行ってはならないものとします。
①

本プロジェクト登録申込にあたって虚偽の事実を申告すること

②

運営元又は会員に虚偽の活動状況等を報告すること

③

上記①、②その他不正の方法により本プロジェクトを通じて活動資金を得ること

④

運営元に帰属する著作権、商標権、ノウハウ又はその他一切の権利を侵害する行為及び
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侵害する恐れのある行為
⑤

運営元、会員、他のプロジェクト登録団体若しくは第三者に不利益又は損害を与える行
為及び与える恐れのある行為

⑥

本プロジェクト、運営元、会員、他のプロジェクト登録団体若しくは第三者を誹謗中傷
し又はその名誉を毀損する行為

⑦

その他、運営元が不適切と判断する行為

第１１条（登録資格の譲渡禁止）
登録資格はいかなる場合も他人に譲渡することはできません。

第１２条（除名）
運営元は、プロジェクト登録団体が以下の事項に該当する場合、当該プロジェクト登録団体に
対し除名の処分をすることができます。
①

本規約に違反し、運営元が履行、中止又は是正を求めたにもかかわらず当該プロジェク
ト登録団体がこれに応じない場合

②

第５条第１項①に違反する場合

③

第１０条③に違反した場合

第１３条（登録資格の喪失）
登録資格は、以下の事由により登録解除となり、その資格を喪失します。
①

登録解除の申出を行い、運営元がこれを認めた場合

②

除名された場合

③

死亡した場合

④

破産、会社更生、民事再生、その他これに類する申立てがなされた場合

⑤

本プロジェクト、運営元、会員、他のプロジェクト登録団体又は第三者を誹謗中傷する
行為及びその恐れがあると運営元が判断した場合

第１４条（登録解除について）
プロジェクト登録団体は本プロジェクトの登録解除を希望する場合、運営元に書面にて登録解
除届（書式は自由）を提出するものとします。但し、前条①の場合を除き、登録解除届の提出は
登録資格の喪失の効力に何らの影響も及ぼさないものとします。

第１５条（損害賠償）
１.

プロジェクト登録団体は、本規約又は法令の定めに違反したことにより、運営元、会員、
他のプロジェクト登録団体又は第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を
負う。
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２.

プロジェクト登録団体は、第１０条③に違反して不正に活動資金を得た場合には、その
全額を運営元に返還するとともに、運営元及び会員に生じた損害の全額を賠償するものと
します。

第１６条（天変地異等）
本プロジェクトは、天災、地変、法令の制定・改廃、行政指導、社会情勢の変化等により必要
と認められる場合には、サービスの一部又は全部の利用を制限し又はこれらを一時休止若しくは
廃止することがあります。

第１７条（個人情報の扱い）
運営元は、登録申込手続においてプロジェクト登録団体から提供を受けたその氏名、電子メー
ルアドレス等の個人情報を厳重に取り扱うものとし、本プロジェクト及び本規約の遂行のための
目的以外の用途では利用せず、また法令に基づく場合を除いて第三者に提供しないものとします。

第１８条（責任の範囲）
本プロジェクトを通じた活動資金の提供は、原則として資金提供元である会員が指定したプロ
ジェクト登録団体に提供されるものであり、運営元は、個々のプロジェクト登録団体への資金提
供及びその額を確約するものではありません。

第１９条（協議)
本プロジェクトに関連して、プロジェクト登録団体と運営元又はプロジェクト登録団体と会員
との間で紛争が生じた場合には、当該当事者が誠意をもって協議するものとします。

第２０条（合意管轄）
本プロジェクトに関連して、プロジェクト登録団体と運営元との間で紛争が生じ、当該当事者
間で協議をしても解決しない場合には、運営元の事業本部所在地を管轄する地方裁判所をもって
第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
平成２８年６月●日

制定

平成２８年８月●日

改定

6

