
ＴＩＰ*Ｓのグランドルール 
 
ＴＩＰ*Ｓは、参加者同士が互いに尊重し、対話をすることを通じて「つながり」、「学び

あい」、それぞれが新たな気づきや想いを胸に、自ら決断し、アクションを起こす、そんな

きっかけの場となることを目的に運営しています。 
安心・安全な場を皆様とつくっていくため、以下についてご理解・ご協力いただけますよ

うお願いいたします。 
 
【講座・ワークショップ等は参加者の皆様が主役】 
  ゲストや講師との対話、参加者同士の対話を多く含むプログラムとなっています。お互

いを認め尊重し、積極的に対話や交流にご参加ください。 
 
【参加者の皆様でつくる場】 
  講座・ワークショップ等の開催、参加者同士の交流会などについて、準備や片付けも含

め参加者の皆様と一緒に行うこととしています。ご理解・ご協力よろしくお願いいたし

ます。 
 
【迷惑行為の禁止】 

相手の方が違和感を抱いたり、迷惑と感じたりする営業行為や他人の誹謗中傷などの

迷惑行為を禁止します（迷惑行為は「受けた方」の意見を基準に判断します） 
 
【講座・ワークショップ等参加に際してのお願い】 
① 事前登録・申込のお願い 
ＴＩＰ*Ｓ主催の講座・ワークショップ等への参加にはＴＩＰ*Ｓホームページ上から

事前登録及びお申込みをお願いしています。事前登録・お申込みがない場合は参加いた

だけませんのでご了承ください。事前登録・お申込みにあたって、登録情報に虚偽内容

等が含まれる場合や記載いただけない場合は、登録及び参加をお断りさせていただき

ます。 
② 講座・ワークショップ等の欠席連絡のお願い 

  ＴＩＰ*Ｓの講座・ワークショップ等にお申込みいただいた後、やむを得ないご都合に

より欠席される場合には、わかり次第（直前であっても）メール又は電話にて必ずご連

絡下さい。より多くの方に参加いただきたいのでご協力をお願いします。無断での欠席

が続く場合は、お申込みの段階でお断りさせていただく場合があることをあらかじめ

ご了承ください。 
③ 撮影（写真、動画）、録音についてのお願い 
参加者の皆様による講座・ワークショップ等における録音、撮影については、参加者の



皆様が安心・安全な場として活動していただくため、原則禁止させていただいています。 
  ただし、ＴＩＰ*Ｓ事務局や講師・ゲストから許可が出た場合はこの限りではありませ

ん。 
  また、講座・ワークショップ等において当機構（または会の主催者）の記録及び広報の

ため写真、録音、動画を撮影しますのでご了承ください。写真等の公開について注意が

必要な方は受付時にＴＩＰ*Ｓスタッフにお声掛けください。 
 
【ＴＩＰ*Ｓ会員】 
 ・ＴＩＰ*Ｓ主催の講座・ワークショップ等に３回以上お申込みされる方は「ＴＩＰ*Ｓ会

員」として登録させていただきます。その際、追加項目の記載をお願いします。 
  「ＴＩＰ*Ｓ会員規約」をご確認ください。 
・ＴＩＰ*Ｓ会員のうち、半年以内にＴＩＰ*Ｓ主催の講座・ワークショップ等の参加又は

サポートなどで関わっていただいた方には、平日・日中(11:00～18:00)の間、ＴＩＰ*Ｓ
での講座・ワークショップ等や運営に支障のない範囲で、ＴＩＰ*Ｓを打合せ等の場と

して活用いただくことができます。 
  なお、予約はお受けできないことから、当日お使いいただけない場合があることをご了

承ください。 
利用にあたっての注意事項等詳細は別紙「ＴＩＰ*Ｓ利用にあたっての注意事項」をご

参照下さい。 
 ・会員向けイベント等のご案内 
  ＴＩＰ*Ｓで実施する招待制のイベント、少人数制のサロンなどをご案内いたします。 
   
【ＴＩＰ*Ｓからのお知らせメール】 
・登録いただいたメールアドレス宛にＴＩＰ*Ｓが関連する講座・ワークショップ等のお

知らせをお送りいたします。 
・お知らせが不要な場合は info-tips@smrj.go.jp までその旨ご連絡ください。 

 
【個人情報の取扱】 
・個人情報保護法に定義されます個人情報に該当する情報については、当機構内で実施す

る事業で使用させて頂きます。当該個人情報の第三者（業務委託先を除く）への提供ま

たは開示はいたしません。 
ただし、お客様の同意がある場合および、法令に基づき要請された場合については、当

該個人情報を提供できるものといたします。 
なお、講座・ワークショップ等にお申込みいただく際に当該イベントを主催・共催する

者に対し、個人情報を含む情報を提供する場合があります。 
 



【反社会的勢力の定義に該当しないことを誓約のお願い】 
・中小機構では、反社会的勢力に関する基本方針を定めており、ＴＩＰ*Ｓの登録・講座

等のワークショップ等の参加希望の方には、反社会的勢力※に該当しない旨の誓約を

お願いしています。登録・お申込み後に反社会的勢力に該当することが判明した場合に

は、登録及びお申込みの取消、参加のお断り、その他しかるべき対応を行う場合がある

ことをあらかじめご了承ください。 
※反社会的勢力対応規程（抄） http://www.smrj.go.jp/doc/org/response_regulations.pdf 

 
会員制度を含め、本グランドルールは予告なく変更となる場合がありますので、あらかじめ

ご了承ください。 
 
 
＜本件に関するお問い合せ先＞ 
経営支援部 人材支援グループ ＴＩＰ*Ｓ担当 
電話：03-6212-1840（平日 11:00～18:00） 
メール：info-tips@smrj.go.jp 
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ＴＩＰ*Ｓ会員規約 
～ＴＩＰ*Ｓの利用にあたって～ 

 
(目的) 
第 1 条 独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下「中小機構」といいます。）が運営する

ＴＩＰ*Ｓは、参加者同士が互いに尊重し、対話をすることを通じて「つながり」、「学び

あい」、それぞれが新たな気づきや想いを胸に、自ら決断し、アクションを起こす、そん

なきっかけの場となることを目的に運営しています。 
本規約は、ＴＩＰ*Ｓ講座・ワークショップ等への参加や参加者同士の出会いやつなが

りを促進するために、ＴＩＰ*Ｓ会員制度について定めるものです。  
 
（会員制度概要、入会・退会） 
第２条 「ＴＩＰ*Ｓ会員」（以下、「会員」といいます。）に入会できる方は、ＴＩＰ*Ｓが

主催する講座・ワークショップ等に３回以上お申込みされ（平成 28 年 5 月から平成 30
年 3 月 31 日までのＴＩＰ*Ｓ主催の講座・ワークショップ等に参加した方は、その回数

を申し込み回数として引継ぎます）、前条のＴＩＰ*Ｓの運営目的に賛同し、本規約を承諾

した方とします。 
２ 中小機構の反社会的勢力対応規程（規程 22 第 37 号）第 2 条に規定する反社会的勢力

に該当する方は、入会資格がありません。 
３ 入会費・会費は無料です。ＴＩＰ*Ｓで行う講座・ワークショップ・イベント等で参加

料、交流会費等が生じる場合は、その費用を負担していただきます。 
４ 入会にあたっては、会員情報を登録いただきます。なお、登録情報に虚偽内容等が含ま

れる場合や記載いただけない場合は、入会をお断りさせていただきます。 
５ 会員資格の有効期限は、入会事業年度の末日（３月３１日）までとし、ＴＩＰ*Ｓ事務

局及び会員本人から特段の申し出がない限り翌事業年度末日まで自動延長します。なお、

ＴＩＰ*Ｓの移転等中小機構の事情により有効期限の短縮や会員制度を終了する場合が

あります。 
６ 会員は、自らの申し出により会員を退会することができます。 
   
（活動内容） 
第３条 会員は、ＴＩＰ*Ｓが主催する講座・ワークショップ等に申込することができます。 
２ 会員は、ＴＩＰ*Ｓが企画する招待制学びあいの場や交流会の招待を適時受けとること

ができます。なお、参加申込みや連絡に際し、ＳＮＳ上の非公開イベントページ等を活用

する場合が多い点をご了承ください。 



４ 半年以内にＴＩＰ*Ｓ主催の講座・ワークショップ等の参加又はサポートなどで関わっ

ていただいた会員は、月曜～金曜（祝日・休館日を除く）の 11 時～18 時までの間、ＴＩ

Ｐ*Ｓの運営に支障のない範囲で、ＴＩＰ＊Ｓのオープンスペースを打合せの場等として

利用できます。当該利用にあたっての注意事項等は別紙「ＴＩＰ*Ｓ利用にあたっての注

意事項」に定めるとおりとします。 
  
（お願い事項） 
第４条 会員は、第 1 条の目的に鑑み、以下について遵守いただけますようお願いします。 
①「ＴＩＰ*Ｓグランドルール」を遵守し、お互いを認め尊重し、積極的に対話や交流に

ご参加ください。 
 ②前条第 4 項のＴＩＰ*Ｓ利用にあたっては「ＴＩＰ*Ｓ利用にあたっての注意事項」を

遵守してください。 
③会員同士の対話やＴＩＰ*Ｓでの活動中に得た秘密情報を第三者への提供することは

禁止します。 
④会員登録の内容に変更が生じた場合、速やかに変更登録を行ってください。 
⑤ＴＩＰ*Ｓ事務局（以下「事務局」といいます。）がヒアリングやアンケートをお願いす

る際、ご協力をお願いします。 
２ 本規約に違反があった場合や事務局からのお願いをお守りいただけずＴＩＰ*Ｓの運

営に支障が生じると事務局が判断した場合には、会員の資格を停止し、退会いただきます。 
 
（免責事項） 
第５条 会員同士の商談・取引・契約等について、中小機構及びＴＩＰ*Ｓは何ら保証等す

るものではなく、これら及びこれらに基づいて生じたいかなるトラブル・損害についても、

中小機構は一切の責任を負いません。 
 
（その他） 
第６条 会員は、第２条第４項の登録事項に変更があった場合は、すみやかに中小機構まで、

その変更内容を届け出るものとします。 
２ 会員退会後は、ＴＩＰ*Ｓ主催の講座・ワークショプ等に参加できません。退会後に講

座・ワークショプ等にご参加希望の場合は、改めて会員に入会いただくこととなります。 
３ 本規約は必要に応じて予告なく改定・更新されます。 

以  上 



(別紙：ＴＩＰ*Ｓ利用にあたっての注意事項) 
１．利用可能時間・休館日・利用可能範囲 
 ・利用時間 平日（月～金） 11:00～18:00 
    ただし、イベントの準備・開催・撤去等により利用できない日・時間・エリアがあ

ります。これらの日・時間・エリアは予告なく変更・設定される場合があり、その

結果、移動、利用の中断または利用の停止の指示があった場合には、これに従って

いただきます。 
・休館日  土曜・日曜・祝祭日・年末年始・その他当機構が指定する日 
     （参考：平成 29 年度の機構指定休館日 4 月 29 日～5 月 10 日、 

8 月 8 日～8 月 16 日、12 月 23 日～1 月 5 日） 
 ・利用範囲 ＴＩＰ*Ｓイベントスペース内（概ね 8 名以下の利用） 
 
２．禁止行為 
以下の行為は禁止します。 
・公の秩序及び風紀を乱す恐れがある行為を行うこと 
・ＴＩＰ*Ｓの利用目的を逸脱して使用すること 
・販売行為 
・営業行為（相手方からの要望があった場合を除く） 
・来場者や他の利用者への勧誘行為（SNS グループ内、TIP*S 退館後の電話・メール等

を含む） 
・利用者資格を、第三者に譲渡又は転貸すること 
・政治・宗教に関する行為（勧誘を含む。）を行うこと 
・大声で話す、音楽をかける、その他騒音を発生させる等により他の利用者に対し迷惑を

及ぼす恐れがある行為を行うこと 
・当施設の活動や、ビル内入居者、来館者、他の利用者に対し迷惑を及ぼす恐れがある行

為を行うこと 
・当施設を含む建物、付帯設備、備品等を汚損、破損又は滅失する恐れがある行為を行う

こと 
・発火・引火、爆発その他危険を生じる恐れがあるものを持ち込むこと、また、火気を使

用すること 
・セミナー・説明会・イベント・勉強会等の開催を行うこと 
・飲食及び飲酒を行うこと（飲食においては、軽微なものはこの限りでありません） 
・丸の内二丁目ビルの所定の場所以外で喫煙すること。なお当施設は、全面禁煙です 
・当機構の反社会的勢力対応規程（規程 22 第 37 号）第 2 条に規定する反社会的勢力に

該当する者を同伴すること 
・盲導犬、介助犬、聴導犬以外の生体を持ち込むこと 



・その他打合せ等において不適切な行為を行うこと 
 
３．利用の制限 
以下の項目に該当すると当機構が判断した場合、ご利用をお断りすること、または、利用

者資格を停止する場合がございますで、あらかじめご了承下さい。 
なお、当機構の判断にあたっては、禁止行為等を「受けられた方」の意見を尊重します。 
・上記「禁止行為」に該当する場合 
・参加登録項目の記載事項に偽りがあった場合 
・当機構の指示に従わなかった場合 
・運営上支障があると認められた場合 
・大規模地震対策措置法により警戒宣言が発令された場合 
・その他打合せ等として不適切な場合 

   
４．注意事項 
 ・利用に際して発生した事故、損害、お持ち込み品の汚損、破損、盗難又は紛失について

は、当機構としては一切責任を負いかねます。 
 ・利用者間のトラブルについては、当機構は仲裁等を行いません。 
・当機構は、当機構の当運営上必要な指示等により、利用者に損害が生じた場合において

も一切の賠償の責を負いません。 
 
５．賠償責任 
参加者(同伴者を含む)が、当施設を含む建物、付帯設備、備品等を汚損、破損又は滅した

場合の損害又は他の利用者等に対する人的・物的損害を生じさせた場合の賠償責任は、全て

利用者の負担となります。なお、当機構より損害賠償を請求することがありますので、予め

ご了承下さい。 
 

以上 


