倉敷アブレイズ
オフィシャルファンクラブ

O ﬃ c ia

lu b
l fa n c

も発行

会員証

会員募集開始!

会員特典

会員限定公開フォトギャラリー 倉敷・おかやま特産品

サイン色紙
入会時に希望選手の
サイン色紙をプレゼントします。

試合の写真や普段の練習風景、
オフショットを会員のみ
閲覧できます。

倉敷・岡山の商品やサービスを
プレゼントいたします。

ファン感謝祭
年１回選手と交流できる
ファン感謝祭に無料で
ご招待します。

会員ランク及び料金
ダイヤモンド会員

ルビー会員

サファイア会員 トルマリン会員 エメラルド会員

年会費50,000円

年会費30,000円

年会費10,000円

年会費5,000円

●サイン色紙
（希望選手2名）

●サイン色紙
（希望選手2名）

●サイン色紙
（希望選手1名）

●サイン色紙
（希望選手1名） ●会員限定公開フォトギャラリー

●倉敷・おかやま特産品 2点

●倉敷・おかやま特産品 1点

●倉敷・おかやま特産品 1点

●鷲羽山レストハウスお食事券 ●鷲羽山レストハウスお食事券

●会員限定公開フォトギャラリー

●会員限定公開フォトギャラリー

●会員限定公開フォトギャラリー

●会員限定公開フォトギャラリー

●ピンバッヂ

●ピンバッヂ

●ピンバッヂ

●ピンバッヂ

●ピンバッヂ

●ファン感謝祭（抽選方式）

●ファン感謝祭・会員証

●ファン感謝祭・会員証

●ファン感謝祭・会員証

●ファン感謝祭・会員証

●会員証

倉敷アブレイズファミリーのお申し込み・お問い合わせ

ファンクラブお問合わせ先

株式会社アブレイズ

年会費2,000円

TEL.086-456-0071（担当：鈴木）
〒712-8055 倉敷市南畝3丁目1-8

TEL.086-456-0071 ／ FAX.086-456-0093

info@kurashiki-ablaze.jp

倉敷アブレイズ

倉敷アブレイズ
オフィシャルファンクラブ

Ablaze Family
アブレイズ ファミリー

入会 申込 書

提出日

年

月

日

ご希望の会員コース

ルビー会員

ダイヤモンド会員
年会費50,000円

サファイア会員

年会費30,000円

トルマリン会員

年会費10,000円

フリガナ

エメラルド会員

年会費5,000円

年会費2,000円

年

生年月日

お名前

性

別

男・女

月

日

選手との関係

ご住所 〒

※建物名までご記入ください

※必ずご記入ください

E-mail

電話番号

バースデーカード

誕生日に選手の直筆サインが入ったお誕生日カードをお送りいたします。
（希望者のみ）

サインを希望する選手名（1名）

サイン色紙

選手の直筆サインが入った色紙をお送りいたします。 （ダイヤモンド・ルビー会員のみ2名記入）

サインを希望する選手名

倉敷・おかやま特産品
ダイヤモンド会員（2点）

ご希望の商品に印をつけてください
□阪本鶏卵セット

□ツチヤコーラ

□下電ホテルペア宿泊券

ルビー・サファイア会員
（1点） □阪本鶏卵セット

□ツチヤコーラ

□鷲羽山レストハウスお食事券 □お米1kg

ご入会のきっかけ

□お米1kg

□テレビCM □知人の紹介 □ホームページ □SNS □YouTube □スポンサー
□バレーボール教室 □広告物 □その他（

）

会員規約
第１条＜目的＞倉敷アブレイズ オフィシャルファンクラブ

個人会員 「Ablaze Family」
（以下「当会」
といいます）当会は、倉敷アブレイズを

ルビー会員

サイン色紙（希望選手2名）、倉敷・おかやま特産品 1点、会員限定公開フォトギャラリー、
ピンバッヂ、
ファン感謝祭、会員証

応援することを通じて、バレーボールを中心としたスポーツ文化の振興・普及、青少年の健全育成、地域の発展及び会員同士の親睦を深める

サファイア会員

サイン色紙（希望選手１名）、倉敷・おかやま特産品 1点、会員限定公開フォトギャラリー、
ピンバッヂ、
ファン感謝祭、会員証

ことを目的とします。

トルマリン会員

サイン色紙（希望選手１名）、倉敷・おかやま特産品 1点、会員限定公開フォトギャラリー、
ファン感謝祭、会員証
倉敷・おかやま特産品 1点、会員限定公開フォトギャラリー、
ピンバッヂ、
ファン感謝祭（抽選方式）、会員証

第２条＜会員＞当会にご入会いただいた時点で全てこの会員規約（以下「本規約」
といいます）
に同意したとみなします。本規約において「会員」

エメラルド会員

とは、当会の入会申込手続きを完了し、当会が入会申込者より年会費の受領を確認した後に会員といたします。入会申込者、
または会員が反社

すべての会員を対象にバースデーカードは希望者のみにプレゼントいたします。

会的勢力（「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」
に定義されている暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、
または

第８条＜会員資格の失効＞会員期間内であっても会員が以下の事項に該当した場合、当会は当該会員の資格を失効させることができます。

これらと密接な関係を有する者）
に所属する者、もしくは関係者であると当会が認めた場合には、入会を拒否し、退会させることができます。

また納められた年会費については、当会は当該会員に対して、いかなる理由があろうとも年会費の返還義務を一切負わないものとします。

第３条＜入会・更新＞当会への入会・更新を希望される方は、倉敷アブレイズのホームページ内にある入会ホーム、
または所定の入会申込書に

①当該会員が本規約に違反した場合。②当該会員の入会申込書の記載内容に虚偽があった場合。③倉敷アブレイズまたは他のチームの信

て必要事項を入力・記入し、当会に年会費を銀行振込、
または郵便振込にてお支払いいただくことで、入会・更新をすることができます。未成年

用や地位を著しく侵害する行為を行ったとき。④会員として相応しくない行為・言動があったとき。⑤当会が当該会員を会員として不適格で

者は入会申込みにあたり親権者の承諾を得なければならないものとし、入会を申し込みした時点で親権者の承諾を得たとものとします。年会費

あると判断した場合。

の支払い後、
１年経過するまで会員の変更、会員種別の変更はできません。会員が会員資格の継続を希望する場合には、会員期限が満了する日

なお、当会が当該会員に対して会員資格を失効させた場合、損害賠償請求等の権利行使を一切行うことはできません。

までに次年度の年会費を所定の方法で入金するものとし、当会が年会費の受領を確認した後に会員期限が１年間延長するものとします。会員

第９条＜規約の内容及びサービスの変更＞当会は、本規約及びサービス（以下、各種特典を含む「本サービス」
といいます）の内容を会員の

更新時に年会費の支払いが入会月より前後した場合でも更新月は変わりません。更新月から２ヶ月経過されても入金が確認されない場合は、

了承を得ることなく変更することができ、会員は予めこれを承諾するものとします。本規約及び本サービスの内容変更等に関する通知は、倉

会員を自動的に退会とします。

敷アブレイズの公式ホームページ、またはその他当会が適切と判断する方法により案内した時点から、その効力を発するものとします。

会員期間は、
会員証、
送付物、
電子メールにて確認しているものとします。
会員を退会後、
再入会を希望する場合は、
再入会の手続きが必要となります。

第10条＜会員義務＞会員の個人情報等に変更があった場合、当該会員は速やかに当会へ届出を行うものとします。当該会員が登録情報を

年会費のお支払いにおいて振込手数料が発生する場合は、会員様ご自身の負担となりますので、予めご了承ください。

怠った結果、当会からの通知、送付物等が当該会員に到達しなかった場合、または会員特典、その他サービスを受ける機会を喪失する不利益

第４条＜会員期間＞会員期間は、所定の年会費を納めた月の翌月１日より１年間とさせていただきます。

については、当会は一切責任を負わないものとします。

第５条＜会員証＞当会は、
年会費を受領後に会員に対し、
当会が発行する会員証を交付します。
会員証は、
会員本人のみが利用できるものとし、
会員証を他

第11条＜個人情報の取り扱い＞当会は、会員の個人情報を本サービスの提供以外の目的のために利用しないとともに、正当な理由が

人に貸与、
譲渡等はできません。
会員証の紛失、
盗難、
やむを得ない事情により再発行を希望する場合は、
発行手数料として500円を頂戴し再発行をいたします。

ない限り第三者に開示しないものとします。

第６条＜年会費＞会員は年会費、事務手数料、申込手数料およびそれらにかかる消費税額を１年分一括納入するものとします。当会は年会費に

第 12 条＜本 サ ービスの 停 止＞当 会 は、自然 災 害や 停 電 等 の 予 測できな い 事 態により本 サ ービスの 提 供 が予 告 なしに中 断 する場 合

ついて会員の了承を得ることなく変更することができ、会員は予めこれを承諾するものとします。なお消費税等については、消費税等の税率の

があります。その場合、速やかに復旧に努めますが、それによって発生する損害に対して当会は一切責任を負 いません。

変更に伴い年会費を改定いたします。
また納められた年会費は、本会に帰属し、いかなる理由があろうとも年会費の返還義務を一切負わないも

第 13 条＜本 会 の 終 了＞本 会は、倉 敷アブレイズの 活 動 状 況 、及び当 会 の 活 動を継 続しがたい 事 情が生じた場 合は倉 敷アブレイズの

のとします。会員については年会費の金額ごとに以下の種別を設定し、それぞれに特定の特典がついています。
ダイヤモンド会員／年会費

判 断にて本 会を終 了し、会 員に対する本 サ ービスの 提 供を中 止することができるとします。そ の 場 合 、会 員は倉 敷アブレイズ、本 会に

50,000円／ルビー会員／年会費30,000円／サファイア会員／年会費10,000円／トルマリン会員／年会費5,000円／エメラルド会員

対し、年会費の返還、損害賠償請求等は一切行わないものとします。

／年会費2,000円

第14条＜免責＞当会はサービスの利用により会員または第三者が被った損害等に対し一切の責任及び損害賠償義務を負わないものとします。

各種別の特典については第７条の＜会員特典＞に記載しています。

第７条＜会員特典＞会員特典に関しては、
当会が設定する各種特典を別途定めることとします。
当会が設定する各種特典について当会が指定する方法に

第15条＜準拠法＞本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては日本法とします。

より特典を受けることができます。
会員特典は会員本人のみに適用されます。
会員特典は更新時にも適用されます。
各種特典について変更・追加が生じ

第16条＜合意管轄＞当会及び会員は、当会と会員の間で規約、本サービスの利用に関して訴訟の必要が生じた場合は、岡山地方裁判所を

た場合は、
当会所定の方法で会員に通知いたします。
会員の事情、
または会員が契約する通信会社等の事情により送付物、
電子メールが会員に到達しな

第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

い場合、
当会は特典に関する受付期間等の延長対応をいたしません。
当会は、
会員に予告することなく特典の変更、
中止、
終了をすることができます。

第17条＜その他＞本規約に定めのない事項は、
当会において必要の都度決するものとします。

年会費による会員種別ごとの会員特典は以下のとおりです。

第18条＜規約の効力＞ 規約は、2020年6月1日より効力を発します。

方法

ダイヤモンド会員 サイン色紙（希望選手2名）、倉敷・おかやま特産品 2点、会員限定公開フォトギャラリー、
ピンバッヂ、
ファン感謝祭、会員証

お支払い方法（銀行振込のみ）

お申し込み方法

百十四銀行

水島支店

(普)0801165

倉敷アブレイズ

水島信用金庫

本

(普)1218880

倉敷アブレイズ

ゆうちょ銀 行

五 四 八 (普)3734616

倉敷アブレイズ

店

※振込手数料は会員様負担にてお願いいたします。

申込書を
「郵送」
または
「FAX」
にてお送りください。

①ご郵送の場合 郵送先

〒712-8055

②FAXの場合

086-456-0093

送信先

倉敷市南畝3丁目1-8

株式会社アブレイズ

お申し込み後、年会費を銀行口座または郵便口座のどちらかにお振込ください。
ご入金の確認が出来次第、会員登録作業を開始し、会員証と各ランクに応じた特典を発送いたします。
※会員期間は、年会費を納めた月の翌月１日より１年間とさせていただきます。

