ファンクラブ会員規約
【会員規約】第 1 条
１．この規約は、株式会社わかさ生活（以下「当社」といいます）が運営する球団（以下「本球団」とい
います）のファンクラブ（以下「本会」といいます）に関して、第 6 条に定める会員（以下「会員」とい
います）に対して適用される規約（以下「本規約」といいます）とします。
【本規約の範囲】第２条
１．当社の公式インタ－ネット・ホームページ上への掲載、電子メール、各種案内等の方法により当社が
提示する諸規定（以下「諸規定」といいます）も、本規約の一部を構成するものとします。なお、本規約
の定めと、諸規定の定めが抵触する場合には、当該諸規定の定めが優先して適用されます。
【本規約の内容及びサービス】第３条
１．当社は、本規約及び本会が会員に提供するサービス（各種の特典を含みます。以下「サービス」とい
います）の内容を会員の事前の同意を得ることなく随時変更することができ、会員は、これをあらかじめ
了承するものとします。
２．当社は、前項に定める事由により会員に何らかの不利益が発生したとしても、それについて補償せず、
一切の責任を負いません。
３．会員にサービスを送付する場合は、会員の登録住所に対してのみ行われます。登録以外の住所への送
付、会員本人以外への送付、または私書箱への送付はできません。
４．会員は、当社に責任がある場合を除き、サービスの返品または交換をすることはできません。
【事故等】第４条
前条第 3 項について、その配送中または提供後に遅延、紛失、盗難、損害、破損等の事故が生じた場合は、
当該事故が当社の責任による場合を除き、当社は一切の責任を負わず、サービスの再送付も行いません。
【会員への通知方法】第５条
本規約及び本会の事項に関する当社から会員に対する通知は、別途定めがある場合を除き当社の公式イン
ターネット・ホームページ上への掲載、電子メール、郵便、電話により案内した時点からその効力を生じ
るものとします。
【会員】第６条
１．会員とは、入会申込時において本規約の内容を承諾の上、当社指定の手続きによる入会申込みを行い、
当社が入会を認めた方とします。ただし、入会申込者が申込みを行う時点において満 18 歳未満の場合は、
入会申込みに関し保護者の同意が必要となります。
２．会員は、入会申込みの時点で、本規約の内容に同意しているものとみなされます。
【会員の個人情報の取り扱い】第 7 条
１. 当社は、会員の個人情報（以下「個人情報」）をお問い合せへの回答・商品の発送および催事、関連事
業におけるイベントなどのご連絡・当社商品およびわかさ生活グループの情報提供に利用させていただき
ます。また当社「個人情報保護方針」に基づき、個人情報保護責任者の下、適切に取り扱うものとします。
２.当社は、原則として個人を特定できる情報（氏名、住所、電話番号、メールアドレス）を本人の同意を
得ずに第三者に開示することは行わないものとします。

３ 会員が当社、他の会員または第三者に不利益を及ぼす行為をしたと当社が判断した場合、当社は会員に
よる当サービス登録内容を当該第三者や警察または関連諸機関に通知することができます。
４.裁判所、検察官、警察、弁護士会、消費者センターまたはこれに準じた権限を有する機関から、会員の
登録内容についての開示が求められた場合、当社の権利、信用や財産を保護する目的で、当社が必要と判
断した範囲の情報を開示するものとします。
５. 当社と一般社団法人日本女子プロ野球機構との総合的なサービスを提供するため、共同で利用させて
いただく場合があります。
共同利用する目的：商品送付、問い合わせ対応、ご連絡などの取引に関する目的、催事、関連事業に
おけるイベントなどの情報の提供
共同利用する項目：氏名、住所、生年月日、性別、メールアドレス、購入履歴等
共同利用する会社：一般社団法人日本女子プロ野球機構、株式会社わかさ生活
共同利用する個人情報の管理責任者：株式会社わかさ生活
６.会員は、当サービスの利用上発生した当社、会員同士または第三者との間の苦情、クレーム、訴訟につ
いて、当社が要求する事項（文章、口頭による交渉を含むがこれに限定されない）をすべて当社に対して
開示するものとします。
７. 当社は、当選賞品や郵送物の発送、代金収納などのために、個人情報保護に関する契約を締結した提
携会社に、送付先情報を委託することがあります。
８.ご登録いただいた個人情報は当社において本業務を遂行する上での最低限の情報としてご提供いただ
くものです。内容の不足・不備があれば、会員に対して商品の発送ができない等、十分なサービスの提供
ができなくなる可能性があります。
９. 当社は、Web サイトの閲覧履歴の確認や改善のために「クッキー」という技術を使用することがあり
ます。「クッキー」から得た情報は、Web サイトの利用状況の把握、サービス向上のための集計・分析以
外に利用することはありません。
１０.個人情報の開示（利用目的の開示含む）、訂正、削除、利用停止等を希望される場合には、下記の各
球団連絡先までご連絡ください。
京都フローラ 公式ファンクラブ事務局 電話番号 0120-89-1522【受付時間】平日 10：00～17：00 E-mail
florainfo@jwbl.jp
埼玉アストライア 公式ファンクラブ事務局 電話番号 048-833-8990【受付時間】平日 10：00～17：00
E-mail tomo.e@jwbl.jp
愛知ディオーネ 公式ファンクラブ事務局

電話番号 0120-89-0309【受付時間】平日 10：00～17：00 E-mail

dionefc@jwbl.jp
レイア 公式ファンクラブ事務局

電話番号 0120-93-0242【受付時間】平日 10：00～17：00 E-mail

reia.fanclub@jwbl.jp
※クッキーとは
「クッキー」とは、お客様が当社のＷｅｂサイトを再度訪問されたときなどに、より便利に閲覧していた
だくため、お客様がご使用のコンピュータを識別するデータのことです。お客様のコンピュータを識別す

ることはできますが、お客様自身を識別することはできません。ブラウザの設定により、
「クッキー」の受
け取りを拒否したり、「クッキー」を受け取ったことの警告を表示させることができます。「クッキー」の
受け取りを拒否された場合でもＷｅｂサイトをご利用いただけますが、一部の機能が利用できない場合が
あります。
【入会の承認および取消】第８条
当社は、第 6 条の入会申込者が次の各号に該当する場合を除いて、原則としてその申込みを承認し、入会
申込者は、当該承認の後、会員としてサービスを利用することができるものとします。ただし、当該承認
後に会員が次の各号に該当していることが判明した場合、当社は、当該会員の申込みを取消すことができ
るものとします。
１．入会申込内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れ等がある場合
２．入会申込者が実在しない場合
３．入会申込者が次の各号のいずれかに該当する場合
（１）暴力団員による不当な行為の防止に関する法律（平成 3 年 5 月 15 日 法律第 77 号）第 2 条の暴
力団、又はこれに類する反社会的団体（以下「暴力団等」といいます）に所属する者（以下「暴力団員等」
といいます）
（２）暴力団員等でなくなった時から 5 年経過しない者
（３）暴力団等および暴力団員等と組織上、又は業務上の関係を有し、もしくは当該関係を有する団体に
所属する者、暴力団員等に対し、資金その他の便益を提供し、又は社会的に相当と認められない密接な関
係を有する者と当会が認める場合
（４）前３号に準じるものであると当社が認める場合
１．入会申込時において、18 歳未満の未成年者がその保護者の同意を得ずに入会した場合
２．入会申込をした時点で利用料金の支払いを怠っている場合、又は過去に利用料金の支払いを怠ったこ
とがある場合
３．本規約に違反した場合
４．その他、会員として不適切であると当社が認める場合
【有効期限】第９条
会員の有するサービス授受の有効期限は、下記のとおりとします。
2 入会日から 2018 年 12 月 31 日まで。
【更新】第１０条
１．会員は、前条の有効期間満了日または当社が別途指定する日までに更新手続（当社が会員に対し送付
する資料にその方法を記載します。） を行うことにより、前条の有効期間を更新することができます。
２．本条により会員資格の更新となった会員は、次年度以降の会員規約その他各サービスの利用規約を承
諾したものとみなされます。
【会員証】第１１条
１．当社が本規約第 6 条に基づく入会申込者の入会を承認する場合、会員証を発行し、これを会員に提供
します。

２．会員証は、その裏面に会員の氏名が記載された本人に限り利用可能とし、会員は、会員によるサービ
スの利用に際して必ず提示するものとします。提示がない場合、サービスを受けることができません。
３．会員は、会員証の紛失、盗難等の場合、直ちに「本球団事務局」宛てに連絡するものとします。
４．前項の会員証の紛失、盗難に伴い会員が希望する場合には、所定の郵送代金を会員に負担いただくこ
とにより当社は会員証を再発行致します。
５．再発行後は、以前より所有の会員証番号は無効となります。
【譲渡等の禁止】第１２条
会員は、会員証及び本規約に基づく本会の会員としての地位を第三者（配偶者・両親・兄弟・姉妹・親族・
友人・知人を含む。以下「第三者」という）に対しても、譲渡、貸与、売買、使用許諾、名義変更、担保
に供与することはできないものとします。
【会員情報の変更】第１３条
１． 会員は、本規約第 6 条の入会申込時に当社に届けた住所、電話番号、電子メールアドレス等に変更
が生じたときは、速やかにその内容を本球団事務局宛に届け出ることします。
２．会員は、その住所の変更に際して郵便局に対して転居届を提出する等、当社から会員宛の送付物の送
付先である住所の変更手続きに細心の注意を払うものとし、これらの注意を怠ることにより送付物の発送
に関する費用が増加した場合、当該増加費用をすべて負担するものとします。
３．入会申込時の届出内容及び本条第 1 項の変更届出に関する責任はすべて会員が負うものとし、それが
原因となり発生する情報、送付物等の不到達その他の不利益に関して、当社は一切の責任を負いません。
４．２回以上にわたり送付物が会員に届かない場合、当社では、その原因が解消されるまで送付物の発送
を停止します。
【退会】第１４条
１．会員は、当社所定の手続を行うことにより本会を退会することができます。
２．会員が退会手続を行ったときは、手続完了の時点から本会に基づく会員としての諸権利を失うものと
します。
３．会員資格は、一身専属のものとし、当社は、会員の死亡を知り得た時点をもって、当該会員から前項
の手続きがあったものとして取り扱います。
４．当社は、本会及び本サービスの利用に関し、会員が本規約に違反した場合、当該会員に事前に通知す
ることなく、退会の処分を行い、第 2 項の退会手続があったものと
して取り扱います。
５．当社は、前 4 項の場合、当社は、退会手続きを行った会員及びその相続人に対し、当該入会時の年会
費および退会手続き以前に会員が申込み、当社がサービスを
付与し当該対価を受領している金員（以下「年会費等」という）については、係る一切の返金は行わない
ものとします。
【自己責任の原則】第１５条
１．会員は、サービスの利用に関して一切の責任を負うものとし、当社に対して何等の迷惑又は損害を与
えないものとします。

２．サービスの利用に関連して、会員が第三者に対して損害を与えた場合又は会員と第三者との間で紛争
を生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用でこれを解決する
ものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
３．会員は、他者の行為に対する要望、疑問又はクレームがある場合は、当該他者に対し、直接その旨を
通知するものとし、その結果については自己の責任と費用をもって
処理解決するものとします。
４．当社は、本会及び本サービスの利用により発生した会員の損害一切に対し、いかなる責任も負わない
ものとし、一切の損害賠償義務から免れるものとします。
【営業活動の禁止】第１６条
会員は、本会及びサービスを利用して営利又は宗教等の特別な目的を有する行為及びその準備を目的とし
た行為を行ってはならないこととします。
【その他の禁止事項】第１７条
当社は会員が次の行為を行うことを禁止します。
１．本会及びサービスの内容に関する著作権、商標権、肖像権等の知的所有権を侵害する行為又はそのお
それがある行為
２．第三者になりすまして本会に入会する行為
３．他の会員になりすましてサービスを利用する行為
４．特典等を第三者に販売する行為
５．当社又は第三者を誹謗中傷する行為
６．当社又は第三者に不利益を与える行為
７．本会の運営を妨げるような行為
８．申込書・申請書などの提出書類等において、虚偽の内容を記載し、あるいは虚偽の報告をする行為
９．前各号の他、本規約、法令又は公序良俗に違反する行為、若しくはそれらのおそれがある行為、その
他会員としてふさわしくない行為
１０．前各号の行為を第三者に行わせる行為
【年会費等の諸費用】第１８条
１．2018 年度各会員資格の申込みに有する諸費用は、下記のとおりとします。

①レギュラー会員の場合
年会費

金 3,000 円(税込)

②キッズ会員の場合
年会費

金 500 円（税込）

③レイアファンクラブ会員の場合
年会費

金 500 円（税込）

２．年会費以外の利用料金の支払いを要する有料サービスを行う場合、当社は別途その利用料金を定めて
会員に対して明示します。

３．当社は、原則として年会費等を会員に対して返金しないものとします。
４．本条第 1 項の年会費等の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、会員の負担とします。
５．会員が当社から会員に対する送付物の送付先を日本国外に指定した場合は、会員は送付物の郵便に必
要となる費用を別途負担するものとします。
【本会の終了】第１９条
１．当社は、１ヶ月前までに会員に対して告知することにより、当社の裁量で本会を閉会し、会員に対す
るサービスの提供を中止することができます。
【免責】第２０条
当社は、会員の本会およびサービスの利用により会員又は第三者が被った損害については、一切の責任を
負わないものとします。
【会員情報の利用目的】第２１条
１．会員の氏名、住所、電話番号、性別、生年月日及び電子メールアドレス等の個人情報（以下「会員の
個人情報」という）に関し、当社は、より良いサービスを提供する
ため必要な範囲で会員の個人情報をお聞きすることがあります。その際の利用目的は、次の各号のとおり
とします。
①本会における特典等、サービスを発送する場合
②サービス等、本会に関するお知らせを会員宛に電子メール、郵便、電話等により本会または本会の業務
委託先から通知する場合
③会員にとって有益であると当社が判断する情報を会員宛に電子メール、郵便等により当社及び当社の業
務委託先から通知する場合
【準拠法】第２２条
１．本規約の成立、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
【専属的合意管轄裁判所】第２３条
１．当社及び会員は、当社と会員との間で本規約、本会及びサービスの利用に関して訴訟の必要が生じた
場合、京都地方裁判所を第１審の専属的合意管轄裁判所とすること
に合意するものとします。
【附則】第２４条
１．2015 年 2 月 1 日制定 2018 年 6 月 4 日改定
２．本規約は 2018 年 1 月 1 日より適用します。

