穴澤雄介
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入会特典】穴澤雄介講演動画をプレゼント!!
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く一般会員 年会費無料 >
★会員メルマガ
穴澤雄介か らの メ ッセ ー ジ、 事務局か らのお知 らせ の 他
特典音声 または特典動 画付 きです !!

★特典音声バックナンバーの再生
過 去 の会員 メルマ ガ特典 音声 も再生 い ただけ ます。

★ライブ情報メルマガ

サイト掲載よりも早く情報を配信いたします。

ファンクラブサイ トより特典音声の
サンプル版をお聴きいただけます。

★ フ ア ン の 集 い へ の 参 カロ
ファンクラブ会長 。副会長が企画する楽しいパーテイーに
ご参加いただけます。年 1回 以 L開 催いたします !!

http://yusukeanazawaecom/
穫

<サ ポー ト会員 年会費 1万 円 >
★こ希望のバナ…広告掲載
上記一般会員特典の他、会員メルマガにご希望のバナー広告
(3行程度)を お出し頂けます。ただし、事務局の審査により
掲載内容の変更をお願いした り、不適切と判断される場合は
掲載をお断りすることもございますので、予めご了承下さい。

:∫
警

可

顆

>※ 会員はEメ

.

晰鷺

11・

ールア ドレスをお持ちの方に限らせていただいてお ります。 ご 了承 ください。

★一般会員
お 中 し込み ください。

お

名

前

メールアドレス
電話番号

・

―

贔□鶉囃罐⑮:ギ 覧ギ111聖 亀:痰 仁
くご 入 会 方 法

鶉

::

記LAく
(連 絡のつきやすい番号をこ

ださい)

た 睾雄介オフイシャル フアンクラブは、有限会社フジヤマコムが逆言管理するた 早雄介の活動をtllし て下さる方々による唯 一のオフイシャル ファンクラブで→.

会員規約
穴澤雄介オ フィシャル・ ファンクラブ会員規約 (平 成 26年 2月

10日 制定

)

第一条 (会 の 目的)
1.穴 澤雄介オ フィシャル・ ファンクラブは、穴澤雄介 の音楽活動、講演活動 を愛 し、ファンクラブ事務局 と共に応援 して下 さる
ファンの方 々の組織です。
2.前 項 の 目的により、穴澤雄介 オフイシャル・ ファンクラブ事務局及 び有限会社 フジヤマ コムによって運営管理 されるものとし
ます。
第二条 (会 員資格)
1.会 員 は本規約承認 の上、第四条の定めるところにより入会 申し込みをされた方 とします。
2.サ ポー ト会員は入会後、定め られたサポー ト会員有効期限内に年会費 を継続 して納めるものとします。
3.サ ポー ト会員有効期限内に年会費を納めなかった場合は、期限満了 日の翌 日において一般会員へ移行 したもの とみなします。
4.会 員 としてふさわ しくない行為があ ったと事務局が認 めた場合 には、会員 資格 の制限、停止、退会 を求める ことがあ ります。
5.穴 澤雄介オ フィシャル・ ファンクラブ会長及び副会長 の選出は、会員の中か ら穴澤雄介 の推薦 と本人の承諾、穴澤雄介オ フ

ィシャル・フ ァンクラブ事務局 と運営管理者 の承認に よって決定 されるもの とします。
会長及び副会長の任期 は、特例 を除 き 1年 (4月 1日 よ り翌年 3月 31日 )と し、随時選出されるものとします。

第 三条 (禁 止事項 )
会員は、穴澤雄介オ フィシャル・ ファンクラブの利用 に際 し、下記の行為 を行なってはならない もの とします。
1.穴 澤雄介 オフィシャル・ ファンクラブに係 わる全ての方 々の間にて、互 いに名誉 ・信用 を傷つ ける様な言動行動は禁止 いた し
ます。当規約に違反 された場合、会員資格の停止 または強制的に退会手続 きをさせていただ く場合が ござい ます。
2.穴 澤雄介 の音源、動画、 肖像、文書など、穴澤雄介オフイシャル・ ファンクラブで発行・ 配信 してい る全ての ものに関 し許可
な く複製 。使用 ・配信 。公開 。引用する ことを禁止 いた します。
3.会 員特典によって得 られた音源、動画などを、イ ンター ネッ ト等を介 して第二者に転売 。売買する ことを固 く禁止 いた します。
発覚 した場合は、強制的に退会手続 きをさせていただ く場合が ござい ます。
第四条 (入 会手続 き)
穴澤雄介オ フィシャル・ ファンクラブに入会 を希望する場合は、所定の手続 きによりご入会下さい。 さらにサポー ト会員を希望
される場合 は、所定 の手続 きにより年会費を納 めて ください。サポー ト会員入会後は、 いかなる理由において も年会費は返還 し
ない ものとします。
第五条 (会 員特典)穴 澤雄介オ フイシャル・ ファンクラブは会員に対 して、以下のサ ービスを提供 いたします。
1.入 会特典 として、穴澤雄介 の講演動画 を提供 いた します。
2.特 典音声付会員 メルマガを、毎月 1回 以上配信 いた します。
3.特 典音声 は、バ ックナンバー も提供 いた します。
4.ラ イブ情報メルマガ を、サイ ト掲載 よ りも早 く配信 いた します。
5.会 員限定 のファンの集 い を、年 1回 以上開催 いた します。
6.サ ポー ト会員 の希望す る広告を、会員 メルマ ガに掲載 いた します。
第六条 (会 員登録内容 の変更届 )
1.会 員 は、入会時に登録 している会員登録内容 に変更が生 じた場合、直ちに穴澤雄介 オフイシャル・ ファンクラブ事務局 まで ご
連絡下 さい。
2.前 項 の届出がないため、穴澤雄介 オフイシャル・ ファンクラブか らの連絡が届かなかった場合、事務局 はその責任 を負 い ません。
第七 条 (個 人情報保護)
穴澤雄介オ フイシャル・ ファンクラブ事務局が保有する会員 の個人情報 (以 下「個人情報」 と明記)に ついて、個人情報 の保護に
関す る法令その他 の規範 を遵守 し、個人情報 を穴澤雄介オフィシャル・ ファンクラブ運営以外 の 目的のために利用 しない と共に、
第三者に開示、提供等、一切 しない もの とします。
第八条 (退 会 )
退会を希望 される際は、穴澤雄介オフィシャル・ ファンクラブ事務局へ ご連絡下 さい。サポー ト会員 は、登録期間の延長手続 き
が行 われない場合、一般会員へ移行 されます。 また、サポー ト会員登録期間中に退会 を希望 された場合、 いかなる理由であって
も年会費は返還 いた しません。なお、穴澤雄介オフイシャル・ ファンクラブ会員が当規約に違反 された場合、穴澤雄介 またはフ
ァンクラブ事務局や会員に損害を与える行為 をされた場合、全サ ー ビスの停止 または強制的に退会手続 きをさせていただ く場合
がござい ます。
第九条 (規 約 の変更)
穴澤雄介オフィシャル・ ファンクラブ事務局 にお いて会員規約 に変更があった場合 には、全会員 の方に ご連絡 いた します。
第十条 (フ ァンクラブの解散)
穴澤雄介 の活動状況 または不測の事態により、穴澤雄介オフイシャル・ ファンクラブの活動 を継続 しがたい事態が生 じた場合、
穴澤雄介オ フィシャル・ ファンクラブは解散 いた します。その場合は会員の方 々に速やかにご連絡 し、解散月の翌月以降の会員
登録残期間に応 じて、サポー ト会員 の年会費 は返還 いた します:

■穴澤雄介オフイシャル・ファンクラ潮

HP : http:,/,/yusukeanazawa.com/
E-Mail 2 anazaw afc@gmail.com

局

■運営管理者・ 有限会社 フジヤマ コム
〒153‐ 0061
東京都 目黒区中 目黒 1‐ 1‐ 10ア ー トヒルズ代官山201号
E…

Mail:pentagOnJapanOgmail.com

