
通販師登録規約書 

 

同人結社創作信仰鬼姫狂団世界総本部（以下、当結社とします）代表 秋元惟史（以下、

甲とします）は、通販師登録申込者（以下、乙とします）に対して、次の条項の通り、通

販師登録規約（以下、本規約とします）を定めます。 

 

第 1 条（目的） 

甲は、乙に対して、当結社の創作物及び関連する商品若しくは役務を取り扱う通信販売機

能である「創作物販売所」を運営し収益を得ることのできる「通販師」としての権利を付

与します。乙は、甲に対して、「通販師」の登録を受ける対価として所定の登録料を支払い、

創作物販売所営業による収益の一部を手数料として支払うものとします。 

 

第 2 条（創作物販売所の詳細） 

創作物販売所では、次に定める商品及び役務の販売をします。 

（1）映像紙芝居及び実写映画の DL 販売及び DVD 販売 

（2）絵本、漫画及び挿絵小説等の製本出版物及び電子出版物の販売 

（3）絵画及び彫刻等の純粋美術品の販売 

（4）電子遊戯物の DL 販売及び CD・DVD 販売 

（5）音楽の DL 販売及び CD 販売 

（6）文房具類の販売 

（7）玩具類の販売 

（8）被服及び履物の販売 

（9）食器等生活雑貨の販売 

（10）化粧品類の販売 

（11）食料品及び飲料品の販売 

（12）創芸師の各種制作請負 

（13）演武師の各種出演請負 

（14）鬼姫山隠棲館の宿泊予約 

（15）鬼姫山城砦村の撮影予約 

（16）鬼姫山回峰行の参加予約 

（17）鬼姫合戦競技会の参加予約 

（18）鬼姫伝承学研究会の参加予約 

（19）日本映像紙芝居協会の参加予約 

（20）武州活劇映像祭の作品応募及び鑑賞予約 

（21）その他、当結社が取り扱う一切の商品役務 



 

第 3条（通販師の裁量） 

通販師は、創作物販売所の新規開業、運営及び廃業までの一切の権限を持ち、当結社から

独立した事業主であるものとし、創作物販売所における役務提供のすべてを自らの裁量に

よって行うものとします。 

2 通販師は、次に定める業務を行うものとします。 

（1）創作物販売所の機能設計及び構築（HTML、CSS、PHP及び java script等） 

（2）創作物販売所の現地語での翻訳（外国本部のみ） 

（3）会員情報の管理 

（4）決済状況の管理 

（5）在庫状況及び配送状況の管理 

（6）広告物の制作及び掲示若しくは配布 

（7）会計報告 

 

第 4 条（登録資格） 

通販師の登録資格は、次のとおり定めるものとします。 

（1）すでに鬼姫狂徒であり、鬼姫狂団の宗教性を受け入れられること 

（2）原則として令和 4 年 4 月 1 日時点において成人とされる 18 歳以上の心身共に健康な

者 

（3）未成年の場合は保護者の同意があること 

（4）通信販売及び情報処理の基本的な知識があること 

（5）神社仏閣の祭礼が好きなこと 

（6）原則として当結社の創芸師及び演武師として登録されていること 

 

第 5 条（登録申込） 

本登録の申込は、乙が「創作物販売所」の「会員登録手続」画面にて「創作物販売所通販

師登録」を選択して申込フォームに必要事項を入力し、送信することで申し込みの意思表

示があったものとします。フォーム送信後、乙が登録料金の決済をすることで、申込が完

了するものとします。 申込完了後、甲が乙に対して「創作物販売所通販師登録証書」を送

付することによって、登録手続が完了するものとします。 

 

第 6 条（基本登録料金） 

基本登録料金は、月額 5,000円（税込）とします。 

2 登録料金は、鬼姫神社の建立費用及び維持費用として積み立てるものとします。 

 

第 7 条（支払方法） 



支払方法は、当結社の公式サイトを通じたクレジットカード決済によるものとします。 

 

第 8 条（申込取消） 

申込の取消は、登録料金の決済前であればいつでもできるものとします。但し、登録料金

の決済後はできないものとし、最低 1年間は通販師として在籍するものとします。 

 

第 9条（募集人数） 

甲は、次に定める通り通販師を募集するものとします。 

（1）鬼姫神社総本宮通販師 1人 

（2）鬼姫神社外国本部通販師 117人 

 

第 10条（報酬） 

甲は、創作物販売所の営業によって得られた収益金のうち、基本会費の 31%、通販売上の 1％

を通販師に支払うものとします。 

 

第 11条（配偶者の補助） 

通販師は、自らの配偶者を創作物販売所の運営の補助者として登用することができるもの

とします。ただし、配偶者の報酬は、通販師報酬の範囲内でまかなうものとします。 

 

第 12条（従業員の雇用） 

通販師は、創作物販売所の運営のために必要な従業員を雇用できるものとします。ただし、

従業員は創作物販売所が所属する当結社の総本部又は外国本部が管轄する市区町村支部又

は外国支部の一般会員から登用するものとし、報酬は、通販師報酬又は伝道師報酬の範囲

内でまかなうものとします。 

 

第 13 条（システム等の管理） 

通販師は、創作物販売所の管理のために必要な措置を講ずるものとし、必要資格の取得、

定期講習の受講及びシステムの点検等を欠かさずに実施するものとします。 

 

第 14条（収支報告と収益金の納入） 

通販師は、創作物販売所の営業について、直属の当結社の地方幹部に対して収支報告をし、

収益金の納入をするものとします。 

 

第 15条（祭礼会議の出席） 

通販師は、鬼姫神社の祭礼の企画及び準備のために開催される会議に出席するものとしま

す。 



 

第 16 条（祭礼儀式の出席） 

通販師は、鬼姫神社の祭礼の開始時と終了時に行われる儀式に出席するものとします。 

 

第 17 条（著作権及び商標権） 

創作物販売所の運営に必要となる著作権及び商標権は甲に帰属するものとし、通販師登録

料金の負担に換えて乙に通常利用を許諾するものであって、乙が通販師登録を継続する限

りにおいて自由に利用することができるものとします。 

 

第 18 条（創作物販売所の所有権） 

創作物販売所のシステムの所有権は、甲が取得したものを除き、原則として乙に帰属する

ものとし、システムにかかる取得費用及び維持費用は、乙が負担するものとします。 

 

第 19 条（営業権の譲渡） 

乙が創作物販売所の営業権を第三者に譲渡する場合は、あらかじめ甲に承諾を得るものと

します。 

 

第 20 条（通販師の世襲） 

乙は、通販師の権限を自らの直系子孫に引き継ぎ、代々世襲させることができるものとし

ます。 

 

第 21 条（利用料金の決定） 

甲は、創作物販売所の利用料金を自由に決定できるものとし、乙は甲の決定に従うものと

します。。 

 

第 22 条（兼業の自由） 

乙は、当結社の事業内容に競合しない限りにおいて、自由に兼業することができるものと

します。 

 

第 23 条（システム及び土地建物の融資） 

乙は、創作物販売所のシステム及び事業所のための土地建物等の取得のために融資を受け

る必要がある場合、乙の名義によって行うものとします。 

 

第 24 条（個人情報保護） 

甲は、会員名簿に記載された所属会員の個人情報を厳重に保管し、当結社の活動の目的以

外に使用しないものとし、外部への流出を防止する責任を負うものとします。 



 

第 25 条（退会手続） 

乙は、甲に退会意思を表示することで退会することができるものとします。但し、創作販

売所のシステム及び土地建物の債務は乙に残るものとし、甲は関与しないものとします。 

第 26条（反社会的勢力の排除） 

甲及び乙は，現在，暴力団，暴力団員，暴力団準構成員，暴力団関係企業，総会屋，社会

運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等，その他これに準ずる者(以下，「反社会的勢力」

とします)のいずれでもなく，又，反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属

する者ではないことを表明し，かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとし

ます。 

2 甲又は乙は，相手方が次の各号のいずれかに該当する場合，何らの催告をすることなく

契約を解除することができ，相手方に損害が生じてもこれを賠償することを要しないもの

とします。 

（1） 反社会的勢力に該当すると認められるとき 

（2） 相手方の経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき 

（3） 相手方が反社会的勢力を利用していると認められるとき 

（4） 相手方が反社会的勢力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とき 

（5） 相手方又は相手方の役員もしくは相手方の経営に実質的に関与している者が反社会

的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

（6） 自ら又は第三者を利用して，暴力的な要求行為，法的な責任を超えた不当な要求行

為，脅迫的な言動，暴力及び風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他

これらに準ずる行為に及んだとき 

第 27 条（強制退会） 

 次に定めるいずれかの事項に該当する場合、甲は、乙を強制的に退会させることができ

るものとします。 

（1）本規約書の内容に違反したとき 

（2）当結社の所属会員又は当結社に関係する人物に対して迷惑行為を行ったとき 

（3）反社会行為、犯罪行為、一般的な公序良俗を逸脱する行為をしたとき 

（4）暴力団その他反社会的組織に所属又は近い関係であることが判明したとき 

（5）正当な理由なく 2 ヶ月以上連絡不能になったとき 

（6）その他、本会の趣旨に照らして所属会員であることが望ましくないとき 

 

第 28 条（免責事項） 

創作物販売所の運営によって生じた金銭的損失については、甲はいかなる責任も負わない



ものとし、乙の自己責任とします。 

 

第 29 条（不可抗力） 

当結社は、天変地異、戦争、革命又は政変などの予測不可能な事態によって創作物販売所

の営業を継続できなくなった場合、甲乙共に営業の実施を放棄することができるものとし

ます。 

 

第 30 条（規約内容の変更） 

本規約の内容は、甲が必要と判断した場合に、所属会員の事前の同意を得ることなく随時

変更ができるものとし、規約内容を公示した時点で効力を発するものとします。 

 

第 31条（未成年者の契約） 

乙が未成年者の場合、事前に保護者の同意を得る必要があるものとし、契約時に保護者の

氏名及び住所を記載しなければならないものとします。 

 

第 32条（本人確認書類の提出） 

乙は、本登録申込にあたり、事前又は事後に、乙の本人性及び学籍を証明するために、所

定の本人確認書類を甲に提出するものとします。甲は、当該本人確認証類の内容に基づき

登録審査を実施するものとします。 

2 本人確認書類は、次に定める公的書類を使用できるものとします。 

（1）運転免許証（両面） 

（2）身体障害者手帳、精神障害手帳、療育手帳、戦傷病者手帳 

（3）旅券（パスポート） 

（4）乗組員手帳 

（5）マイナンバーカード、住民基本台帳カード（写真付き） 

（6）学生証 

（7）その他写真付きの公的証明書 

3 乙が学校在籍者の場合、本人確認書類として学生証を提出するものとします。 

 

第 33 条（準拠法） 

 本規約の準拠法は日本国法令とします。 

 

第 34 条（合意管轄裁判所） 

 創作物販売所の運営について、会員及び第三者との間で法律上の紛争が生じた場合、さ

いたま地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 



 

以上の規約条項について、乙が通販師登録申込をすることにより、内容を理解し承諾した

ものとします。 

 

 

同人結社創作信仰鬼姫狂団世界総本部 

代表 秋元惟史 

 

令和 4年 7月 13日 作成・施行 

令和 4年 7月 24日 改定 

令和 5年 3月 26日 改定 


