
 

 

SBI メディック会則 

 

SBIウェルネスバンク株式会社（以下「SBIWB」といいます。）は、SBIWBが運営す

る健康増進を目的とした健康管理支援サービスを提供する会員制組織である SBI メデ

ィックに関し、以下のとおり SBIメディック会則（以下「本会則」といいます。）を定

めるものとします。 

 

第1条 （目的） 

SBIメディックは、会員等に「予防サポートサービス」、「治療サポートサービス」およ

び「抗加齢医療サポートサービス」その他の健康に関連するサービス（以下「本サービ

ス」と総称します。）を提供し、会員等の健康増進を図ることを目的とします。 

 

第2条 （定義） 

本会則において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによるもの

とします。 

(1) 「SBIメディック」とは、本会の名称をいいます。 

(2) 「会員」とは、SBIWBとの間で SBIメディックの入会契約を締結した個人または

法人をいいます。 

(3) 「登録利用者」とは、本サービスの提供を受ける者として会員が毎年指名し、

SBIWB所定の手続により登録された個人をいいます。なお、会員は自身を登録利

用者として指名することもできます。 

(4) 「検診権」とは、本サービスの提供を受ける権利をいい、有効期間は、会員資格が

有効である間で、かつ付与日から 2 年間（ただし、会員期間（第 4 条第 2 項にお

いて定義します。）の最終年度に付与される検診権については 1 年間）とします。

なお、SBIWB は、会員の求めがある場合に限り、会員に対して検診権の証票であ

る検診券を交付します。 

(5) 「会員等」とは、会員、および登録利用者の総称をいいます。 

(6) 「口数」とは、特定の会員が、入会時に申し込んだ口数をいいます。 

(7) 「提携先医療機関」とは、SBIWBが会員に対して、本サービスの提供にあたり医

療行為が必要となる場合、当該医療行為を委託する医療機関の総称とします。なお、

提携先医療機関は SBIWB の判断により変更される場合がありますが、最新の提

携先医療機関は、以下の SBIメディックのサイトで確認することができます。 

URL：https://www.sbi-medic.tokyo/outline/overview.html 

(8) 「人間ドック等」とは、会員が次の 2 つのコースから選択し登録利用者に利用さ

せる提携先医療機関で実施される健康状態に関する検査を含む自由診療をいいま

す。 

①プレミアムドックコース 

・SBIメディック用に、提携先医療機関のアドバイスを受けて構築した健診コー

スとなります。 

②フレキシブルコース 



 

 

・提携先医療機関で実施している自由診療メニューおよび指定商品の中から

550,000円分（税込）のお好きな検査もしくは診療または商品を選択していただ

くコースとなります。 

・お選びいただける自由診療メニューの内容および価格は、別途 SBIWB よりご

案内いたします。 

(9) 「指定商品」とは、SBIWB が指定する商品であって、会員が、定価または別途

SBIWBが設定する会員価格にて購入することができる商品をいいます。 

 

第3条 （本サービスの内容） 

本サービスの内容および詳細は、SBIメディック細則（以下「細則」といいます。）で

定めるものとします。 

 

第4条 （会員制） 

1. SBIメディックは会員制とし、SBIメディックへの入会を希望する法人または個人（以

下「入会希望者」と総称します。）は、第 6条に定める手続により SBIメディックに入

会するものとします。 

2. SBIメディックの会員資格の有効期間（以下「会員期間」といいます。）は、入会日か

ら 15年間（入会希望者の年齢、健康状態、その他諸般の事情を考慮してこれを短縮す

る場合があります。）とします。ただし、会員期間満了後の再入会は妨げないものとし

ます。 

 

第5条 （運営管理者） 

1. SBIメディックの運営および管理は、SBIWBが実施します。 

2. SBIメディックの事務局（以下「事務局」といいます。）は SBIWB内（事務局所在地：

東京都千代田区丸の内一丁目 11 番 1 号パシフィックセンチュリープレイス丸の内 9

階）に置くものとします。 

 

第6条 （入会手続） 

1. SBIメディックの入会には、SBIWB所定の入会申込書の提出および入会金の支払が必

要となります。 

2. SBIWBは、入会希望者から入会申込書の提出があった場合、当該入会希望者が SBIメ

ディックの会員としてふさわしい品格と社会的信用を備えているか等、 SBIWB 所定

の入会審査（以下「入会審査」といいます。）を実施し、入会審査に合格したときは、

当該入会希望者にその旨通知するものとします。なお、入会審査の内容に関する問い合

わせ、および審査結果に対する異議申し立てはできないものとします。 

3. 前項に基づく通知を受けた入会希望者が、入会金の支払を完了した段階で、SBIWBは

当該入会希望者に会員資格を付与するものとし、当該会員資格の付与日を入会日とし

ます。 

 

第7条 （登録利用者の登録） 



 

 

1. SBIWBは、会員に対して、毎年、入会日または入会日から 1年毎の入会日に応当する

日（以下「更新日」といいます。）に、口数分の検診権を付与するものとし、会員は、

検診権ごとに、当該検診権を利用する登録利用者および当該登録利用者が利用する人

間ドック等のコースを決定のうえ、SBIWB 所定の方法により登録するものとします。

ただし、フレキシブルコースを選択する場合は、検診権 1 個につき 2 名まで登録利用

者を指名することができます（2名様総額で 550,000円分（税込）の自由診療メニュー

および指定商品の提供となります。）。なお、会員が会員以外の者を登録利用者として指

名した場合は、指名された登録利用者が SBIWB 所定の利用者審査に合格することを

登録完了の条件とします。 

2. 登録利用者の登録は、検診権の付与日を含め 22ヶ月以内（ただし、会員期間の最終年

度に付与される検診権ついては 10ヶ月以内）に行わなければならないものとし、当該

登録期限までに登録利用者の登録が完了しなかった場合、当該検診権は失効するもの

とします。 

3. SBIWBは、登録利用者の登録が完了するまでは、いかなる本サービスについても提供

する義務を負わないものとします。なお、検診権が失効した場合であっても、会員は入

会金または年会費の返金を請求することはできないものとします。 

4. 登録利用者の登録が完了した場合、会則等に別段の定めがある場合を除き、検診権の有

効期間中の登録利用者の変更は認められないものとします。 

 

第8条 （入会金） 

1. 入会希望者は、SBIWB より入会審査に合格した旨の通知を受領した場合、SBIWB よ

り指定される条件に従って、SBIWBに対し、細則の規定に従い入会金を支払う義務を

負うものとします。 

2. SBIWBに支払われた入会金は、クーリングオフの場合を除き、いかなる場合も返金さ

れないものとします。 

 

第9条 （年会費） 

1. 会員は、SBIメディックの会員期間中、毎年、細則の規定に従い年会費を支払う義務を

負うものとします。 

2. 2年目以降の年会費が、更新日までに SBIWBに支払われなかった場合、SBIWBは年

会費が支払われるまでの期間中、当該会員に対して本サービスを提供する義務を負わ

ないものとします。ただし、この場合であっても、当該会員にかかる翌年度以降の更新

日および会員期間は変更されないものとします。 

3. 会員は、第 10条に定める退会届を、更新日の 2ヶ月前までに提出しない場合、翌年度

の年会費を支払う義務を負うものとします。 

4. 会員は、年会費の支払後、年度の途中で SBI メディックを退会する場合その他いかな

る場合も、年会費が返金されないことを承諾するものとします。 

 

第10条  （退会の手続） 

会員は、SBI メディックを退会しようとする場合、退会を希望する日の 2 ヶ月前まで



 

 

に、SBIWB所定の退会届を事務局宛てに提出しなければならないものとします。 

 

第11条  （会員資格の喪失） 

1. 次の各号の一に該当する事由が発生した場合、会員はその資格を喪失するものとしま

す。 

(1) SBIWBが SBIメディックの解散を決定したとき 

(2) 会員が第 10条の定めるところにより退会したとき 

(3) 会員に対して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清

算開始の申立てがあったとき、または解散したとき 

(4) 第 14条第 3項に定める事由が発生したとき 

2. 会員が会員資格を喪失した場合、当該会員により指名された登録利用者もその地位を

喪失するものとします。 

 

第12条  （除名または会員資格もしくはサービス提供の停止） 

会員または登録利用者が次の各号の一に該当した場合、SBIWBは、会員または登録利

用者に事前に通知することなく、ただちに当該会員または当該登録利用者を指名した

会員を SBI メディックから除名し、または会員資格もしくは本サービスの提供を停止

することができます。なお、会員は、除名または会員資格もしくは本サービスの提供を

停止された場合でも、既に納めた入会金および年会費の返金を請求できないものとし

ます。 

(1) SBIメディックまたは SBIWBの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき 

(2) 故意に SBIWB または提携先医療機関の施設や設備を破損したとき 

(3) 本会則、細則、その他 SBIWBが定める規則に違反したとき 

(4) 年会費を 2 ヶ月以上滞納し、事務局から期限を定めた催告をしてもこれに応じな

いとき 

(5) 本会則第 17条第 1項または第 2項の確約に反し、または反していると合理的に疑

われるとき 

(6) その他重大な非違行為があったとき 

 

第13条  （会員資格の譲渡等） 

1. 会員資格の譲渡は SBIWB所定の手続によるものとし、SBIWBが譲受人について実施

する入会審査に合格すること、および譲渡人が細則に定める名義書換料を SBIWB に

対して支払うことを条件とします。ただし、入会日から 3年を経過するまでは、会員資

格を譲渡することができないものとします。 

2. 会員が会員資格を譲渡する場合、当該会員資格を譲渡する会員（以下「旧会員」といい

ます。）が指名した登録利用者（以下「旧登録利用者」といいます。）は、当該地位を喪

失するものとし、会員資格を譲り受けた会員（以下「新会員」といいます。）は、以下

の各号に従い登録利用者の登録を行うものとします。なお、会員資格の譲渡を伴わない、

登録利用者の地位の譲渡または変更は認められないものとします。また、検診権の付与



 

 

日を含め 22ヶ月経過後（ただし、会員期間の最終年度に付与される検診権ついては 10

ヶ月経過後）に会員資格の譲渡を行う場合には、当該検診権については登録利用者の登

録を行うことができないものとします。 

(1) 旧会員が登録利用者の登録を行っていない場合、または旧会員が登録した旧登録

利用者が人間ドック等を受診していない場合、新会員は第 7 条の規定に従い新た

に登録利用者を登録するものとします。 

(2) 旧登録利用者がフレキシブルコースの一部を利用済みである場合、新会員は、新た

な登録利用者を指名の上、SBIWB所定の方法により登録を行うものとし、当該登

録利用者は、旧登録利用者が利用しなかった範囲で、フレキシブルコースを利用す

ることができるものとします。また、人間ドック等以外の本サービスについては、

旧登録利用者が提供を受けていない範囲で提供を受けることができるものとしま

す。 

(3) 旧登録利用者が人間ドック等を受診済みである場合であっても、人間ドック等以

外の本サービスについて、旧登録利用者に提供されていないサービスが残存して

いる場合、新会員は、新たな登録利用者を指名の上、SBIWB所定の方法により登

録を行うことにより、当該登録利用者は、旧登録利用者に提供されていない範囲で

本サービスの提供を受けることができるものとします。 

3. 会員資格を担保に供し、貸与し、またはその他の処分をすることはできないものとしま

す。 

 

第14条  （相続） 

1. 会員が死亡した場合は、相続人は、会員資格を相続することができるものとします。た

だし、会員資格を相続する権利を有する方（以下「相続権利者」といいます。）が、入

会審査に合格することを条件とします。 

2. 相続権利者は、相続の事実を確認することができる書類等、別途 SBIWBが必要と認め

る書類を提出しなければならないものとします。 

3. 会員が死亡し、会員資格の相続権利者がいない場合、または相続権利者が入会審査に不

合格であった場合、当該会員の会員資格は喪失するものとします。 

4. 会員資格の相続が生じた場合の登録利用者の地位は、前条第 2 項に準じて取り扱うも

のとします。 

 

第15条  （連絡先の変更） 

会員は、SBIメディックに届け出た住所、氏名、連絡先、支払方法に関する情報（預金

口座番号、クレジットカード番号等）に変更があった場合、SBIWB所定の方法で、す

みやかに事務局に変更後の情報を届け出なければならないものとします。 

 

第16条  （個人情報の取扱い） 

会員は、SBIWBが会員の個人情報を、別紙 1「個人情報の取り扱いについて」に従っ

て取り扱うことを承諾するものとします。 



 

 

 

第17条  （反社会的勢力の排除） 

1. 会員は、会員等および自己の役員等が、現在、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（以下これらの者を

「暴力団員等」といいます。）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当し

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します。 

(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 

2. 会員は、会員等が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないこ

とを確約します。 

(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 SBI メディックまたは SBIWB の

信用を毀損し、または SBIメディックまたは SBIWBの業務を妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

3. 会員が前二項の確約に反したことにより SBIWB が損害を被った場合、会員はその損

害を賠償する義務を負うものとします。 

 

第18条  （会則等の変更） 

1. SBIWBは、会員の重要な権利を害しない限度において、会員の個別の承諾を得ずに本

会則および細則（以下「会則等」といいます。）を変更することができるものとし、こ

の場合、当該会則等の変更の効力はすべての会員に及ぶものとします。 

2. SBIWBは、前項の規定に基づき会則等を変更した場合、遅滞なく SBIメディックのサ

イト（URL：https://www.sbi-medic.tokyo/index.html）もしくは SBIメディックの会

報誌に掲載し、または書面で通知するものとし、当該サイトもしくは会報誌に掲載され

た時点、または書面による通知が通常到達すべき時点で効力が発生するものとします。 

 

第19条  （準拠法、合意管轄） 

1. 会則等および本サービスは、すべて日本法に準拠するものとします。 

2. 会則等、本サービスまたは SBI メディックの管理運営に関して、会員と SBIWB の間



 

 

で紛争が生じた場合は、双方誠意をもって協議し解決を図るよう努力するものとしま

す。ただし、協議による解決が困難な場合は、SBIWBの本店所在地を管轄する地方裁

判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制  定：2016年 3月 14日 

施  行：2016年 7月  1日 

  最終改正：2021年 12月  1日 



 

 

個人情報の取り扱いについて 

 

SBI メディックを管理・運営する SBIWB は、入会希望者および会員等（以下「入会者等」といいます。）

の個人情報を下記の方針に従って適切に取扱い、入会者等の個人情報の保護に努めるものとします。 

記 

1. 個人情報管理責任者 

SBIWB は、入会者等が SBI メディックに入会し、または本サービスを利用するにあたり、入会者等か

ら提供される個人情報について、個人情報管理責任者を以下のとおり定めます。 

個人情報管理責任者  SBIウェルネスバンク株式会社 管理部 

2. 利用目的 

SBIWBは入会者等の個人情報を以下の利用目的の範囲内で利用させていただきます。 

(1)入会者等に本サービスを提供するため 

(2)入会者等に対し、SBIWB または SBIWB のグループ会社で取り扱う商品およびサービスならびにキャ

ンペーンに関するご案内や情報提供を行うため 

3. 委託 

SBIWB が SBI メディックにかかる事務作業等を第三者に業務委託する場合には、保護措置を講じたう

えで入会者等の個人情報を当該業務委託先に委託することがあります。 

4. 第三者開示・提供 

SBIWB は、SBI メディックと提携し本サービスを提供する第 1 号の提携先医療機関に対して、以下の

とおり個人情報を提供する場合があります。 

(1) 提携先医療機関 

以下の SBIメディックのサイトに記載されている提携先医療機関 

URL：https://www.sbi-medic.tokyo/outline/overview.html 

(2) 提供目的 

入会者等が提携先医療機関から適切な本サービスを受けられるようにするため 

(3) 提供の対象となる個人情報の項目および提供方法 

項目：氏名、住所、電話番号、会員等から SBIWBに提供された入会者等の健康状態に関する情報

を含む全ての情報 

 また、SBIWBは、提携先医療機関から入会者等の検診結果および外来受診結果の開示を受け、第 2項第

1号に定める利用目的の範囲内で利用させていただくことがあります。 

5. 開示 

 SBIWBが保有する入会者等の個人情報に関して、自己の情報の開示を希望される場合には、お申し出い

ただいた方がご本人であることを確認したうえで、合理的な期間および範囲で回答いたします。 

6. 訂正・削除 

入会者等が SBIWB に提供した個人情報に関して、訂正、追加または削除をご希望される場合には、第

9項に記載する受付方法にて訂正、追加または削除を行うものとします。 

7. 利用停止・消去 

SBIWB が保有する入会者等の個人情報に関して、会員等がご自身の個人情報の利用停止または消去を

ご希望される場合には、お申し出いただいた方がご本人であることを確認したうえで、合理的な期間およ



 

 

び範囲で利用停止または消去いたします。 

 これらの情報の一部または全部を利用停止または消去した場合、不本意ながらご要望に沿った本サービ

スの利用ができなくなることがありますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます（なお、

関係法令に基づき保有しております情報については、消去のお申し出には応じられない場合があります。）。 

8. 本書（「個人情報の取り扱いについて」）に不同意の場合 

入会者等が本書の一部にでもご同意いただけない場合には、SBI メディックへの入会、本サービスのご

利用をお断りさせていただきます。 

9. 開示等の受付方法・窓口 

 SBIWB が保有する入会者等の個人情報に関する、上記第 5 項乃至第 8 項のお申し出およびその他個人

情報に関するお問い合わせは、以下の方法にて受け付けます。なお、この受付方法によらない開示等の求

めには応じられない場合がありますので、ご了承ください。 

【受付手続について】 

下記の宛先に、郵便、電話または FAXでお申込みください。 

受付手続の詳細は、お申し出いただいた際にご案内させていただきますが、次の方法によりご本人（ま

たは代理人）であることの確認をしたうえで、書面の交付その他の方法により回答いたします。また、お

申し出内容によっては、当社所定の申込書面をご提出いただく場合がございます。 

【受付の方法・窓口】 

郵便：〒100-6209 

  東京都千代田区丸の内一丁目 11番 1号パシフィックセンチュリープレイス丸の内 9階 

  SBIウェルネスバンク株式会社 管理部 

電話：03-5220-2481／FAX：03-3201-6511 

【ご本人または代理人の確認】 

 ご本人からお申込みの場合は、運転免許証・パスポート・健康保険の被保険者証・印鑑証明書等の証明

書類（ただし、有効期限内のものまたは 過去 3ヶ月以内に発行されたもの）の確認、お申込者の電話番号

へのコールバック、氏名・住所・電話番号等の確認等の方法により、ご本人であることを確認させていた

だきます。 

 代理人からのお申込みの場合は、委任状および委任状に押印された印鑑の印鑑証明書の確認、またはご

本人への電話等の方法により代理人であることを確認させていただきます。 

【手数料等について】 

開示等の求めに対してお申込者から SBIWB にお支払い頂く手数料等はございません。ただし、お申込

者から当社宛の通信費、交通費および前号に定める本人確認の際にお申込者側で資料等の準備を行って頂

く際に発生する費用等につきましては、お申込者のご負担とさせていただきます。 

以上 


