
申込日 年 月 日

年会費　1口　10,000円

私は、レパード玉熊ボクシングジム後援会の規約（別紙詳細）に同意し、レパード玉熊ボク
シングジム後援会の会員になることに同意します。

レパード玉熊ボクシングジム後援会　入会申請書
　　入会については、後援会規約に基づく審査を経て決定されます。

後日、審査結果をEメールにて送信します。
ご理解どうぞよろしくお願いいたします。

〒

ご自宅住所

フリガナ

ご氏名

●緑でハイライトされている枠内を全てご記入ください。

●アルファベットはブロック体でご記入ください。

Ｅメール

　　　口

ご住所

フリガナ

ＴＥＬ 携帯電話

〒

代表者名

Ｅメール

個
人
会
員
様
記
入
欄

フリガナ

ＴＥＬ

　　　口

フリガナ

お問い合わせ先
レパード玉熊ボクシングジム後援会事務局
電話番号：090-2305-8227
メールアドレス：leopardfanclub@outlook.jp

法人企業
団体名

法
人
・
団
体
会
員
様
記
入
欄

ＦＡＸ

フリガナ

年会費　1口　30,000円



別紙（個人情報保護について）  

レパード玉熊ボクシングジム後援会（以下、甲といいます）は、ご登録いただきました個人

情報については、適切に管理、保管します。 

・個人情報の定義 

個人情報とは個人に関する情報であり、氏名、生年月日、性別、電話番号、電子メールアド

レス、職業、勤務先等、特定の個人を識別し得る情報をいいます。 

・個人情報の収集・利用 

甲は、以下の目的のため、その範囲内においてのみ、個人情報を収集・利用いたします。甲

による個人情報の収集・利用は、後援会会員の自発的な提供によるものであり、甲が以下に

定める方針に沿って個人情報を利用することを後援会会員が許諾したものとします。 

① 甲の後援会活動など、後援会会員に有益かつ必要と思われる情報の提供 

② 業務遂行上で必要となる甲からの問い合わせ、確認、およびサービス向上のための意見集

約 

③ 各種のお問い合わせ対応 

④ 甲からの各種情報の提供 

・甲が後援会会員の個人情報についての保存期間は、後援会会員終了後より１年間とします。 

・個人情報の第三者提供 

甲は、法令に基づく場合等正当な理由によらない限り、事前に本人の同意を得ることなく、

個人情報を第三者に開示・提供することはありません。 

・個人情報の管理 

甲は、個人情報の漏洩、減失、毀損等を防止するために、個人情報保護管理責任者を設置

し、十分な安全保護に努め、また、個人情報を正確に、かつ最新なものに保つよう、お預か

りした個人情報の適切な管理を行います。 

・情報内容の照会、修正または削除 

甲は、後援会員が甲に提供いただいた個人情報の照会、修正または削除を希望される場合

は、本人確認を行った後に合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。 

個人情報管理責任者： 〇〇〇〇 

以上 
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レパード玉熊ボクシングジム後援会規約 

 

第１条（名称） 

本会は、レパード玉熊ボクシングジム後援会と称する。  

 

第２条（目的） 

本会は、レパード玉熊ボクシングジム（以下、「玉熊ジム」という）を応援する会員によっ

て構成され、玉熊ジム方針に則り、 

①興行協力、寄付等による玉熊ジム運営支援 

②チケット購入等によるジム所属プロ選手の応援 

③若手プロ選手の育成協力 

④会員相互の親睦を深める 

ことを主な目的とする。 

 

第３条（組織） 

本会は前項の目的達成のため、レパード玉熊ボクシングジム後援会を設置し、公正誠実に

玉熊ジム後援活動を行う。  

 

第４条（役員） 

１．本会運営のために、以下の役員を置く。 

①会長   １名：本会を代表し、統括する。 

②副会長  ２名：会長を補佐し、会長が職務遂行が出来ない際はこれを代行する。 

③事務局長 １名：本会の事務全般を統括する。 

④会計   １名：本会の会計を行う。（事務局長が兼務可能とする。） 

⑤会計監査 １名：本会の会計を監査する。 

２．役員の任期は、２年間とする。 

３．なお、後援会会長が副会長、事務局、会計、会計監査に関して増減員、兼務の必要性

があると判断した場合はこの人数の限りでない。 

４．役員の再任及び選出については、玉熊ジム幹部（玉熊会長、金田隆コーチ、青山文彦

氏、斉藤早苗氏）の意見を参考にしながら現役員会が指名する。 

５．役員選出にあたっては、本人及び本人の関係者が反社会的勢力に関係すると認められ

た場合には即座に罷免されることとする。 
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第 5条（運営の意思決定） 

１．本会の運営は、玉熊ジム幹部（玉熊会長、金田隆コーチ、青山文彦氏、斉藤早苗氏）

の意見を参考にしながら役員会の総意にて決定される。 

２．運営方針については、第 8条記載の方法で会員に適宜通知する。 

 

第 6条（会員） 

本会は、前条の目的に賛同し、本会に対し入会申込を行い、本会が入会を承認した者を会

員とする。 

 

第７条（入会の承認） 

１．本会は、別途定める方法にて入会申込を受け付け、必要な審査・手続等を経た後に入

会を承認する。 

２．本会は、本会への入会申込を行った者が次のいずれかに該当すると判断した場合は、

本会への入会を承認しない場合がある。 

①本人及び本人の関係者が反社会的勢力に関係すると認められた場合 

②過去（入会申込をした時点を含む）に本規約の違反等により本会の入会承認が取り消さ

れ、または除名処分とされたことがある場合 

③入会申込の内容に虚偽の記載、誤記、または記入漏れがある場合 

④その他、本会が会員とすることを不適当と判断する場合 

 

第８条（会員への通知） 

１．本会は、会員に対し、郵便物、メール及び玉熊ジムのウェブサイト上への表示、その

他 本会が適当と判断する方法により、必要な情報を通知する。 

 

 第９条（会費） 

1. 会員は、本会に対し、以下に定める年会費を納めることとする。なお，納入方法等は、

本会が別途定めるものとする。  

   個人年会費１口 １万円  

            法人年会費１口 ３万円 

2. 会員は、次条に定める有効期限を延長して、会員資格を継続させる場合には、本会に

対し、有効期限が満了する日の前日までに、前項記載の年会費を納めることとする。   

3. 会員は、入会の時期にかかわらず年会費を納めることとし、本会に対して、入会の時

期に応じた年会費の償還を求めることができないこととする。  

4.  7月以降入会の場合は、当該年の会費は半額とする。 
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第 10条（会員資格の有効期限）  

1. 会員資格の有効期限は、当年 1月 1日から 12月 31日までの１年間とする。 

ただし、初年度の有効期限の始期は入会日からとし、終期は同じく 12月 31日までとする。 

2. 会員資格の継続を希望する会員で、第９条第１項のとおり終期満了前に年会費を納め

た会員については、会員資格を１年間延長する。継続希望会員が、半年会費を支払わない

場合は、退会とする。 

3. 会員資格の継続を希望する会員で、有効期限経過後に年会費を納入した会員について

は、納入した日から 12月 31日までを有効期限とする。  

4. 前項に該当する会員は、有効期限満了後、再入会日までの期間に実施された会員サー

ビスを受けることができない。 

 

第１1条（会員サービス） 

会員は、以下の会員サービスを受けることができる。詳細は別途定めることとする。 

①会員証の発行  

②オリジナルグッズの特別割引  

③玉熊ジムが興行する場合に試合チケットの先行予約や割引等 

④会報の発行 （メール等を含む） 

⑤玉熊ジムが興行する場合に試合パンフレット記名   

⑥懇親会案内送付  

⑦その他本会が定める会員サービス 

 

 第１2 条（会員の義務） 

1. 会員は、本会から付与された会員証、会員番号を自己の責任で管理することとし、第

三者の使用等により会員に損害が生じた場合であっても、本会は一切の責任を負わない。 

  

2. 会員は、入会申込書に記載された住所、電話番号等に変更が生じた場合、速やかに本

会に変更の届出を行うこととする。   

3. 会員が、前項記載の変更の届出を怠り、本会からの告知到達しなかった場合、本会は

一切の責任を負わないものとする。 

 

第１3条（禁止事項）   

①本会から入手した映像、音声、イラスト、データ等（以下、「映像等」という）について、

著作権法で認められた範囲を超えて、複製、販売、出版、放送可能化等のために利用する

こと。 

②玉熊ジム、選手その他の第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害、あるいは

侵害するおそれのある行為をすること。 
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③玉熊ジム、選手その他第三者を誹謗中傷し、その名誉または信用を毀損する、あるいは

毀損するおそれのある行為をすること。 

④会員サービスによって取得したチケット、グッズ等を、第三者に転売、貸与、名義変更

すること、または質権の設定その他担保に供すること。 

⑤選手に対し、連絡や面会を強要し、あるいは、本会に対し、選手への連絡や面会を申し

入れること。   

⑥本会を利用して、自己または第三者の営利を目的とした活動、およびその準備を目的と

した活動を行うこと。  

⑦本会を利用して、選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選

挙法に抵触する行為をすること。 

⑧本会を利用して、宗教の宣伝を含む宗教的行使、および宗教団体の設立、宗教団体への

加入等、宗教上の結社に関する行為をすること。  

⑨上記各号の他、法令または公序良俗に違反する行為もしくは本会の運営を妨害する行為

を行い、あるいは行う可能性があると役員会が判断した場合。 

⑩上記各号に抵触したと役員会が判断した場合、役員会は即座に注意を行うことができる。 

 

第 14条（除名） 

１．会員が第１3 条 10 項による注意をしたにも関わらず改善が見られない場合は、除名処

分とする。 

２．除名された場合は、直ちに強制退会となる。 

 

 第１5 条（退会等）  

1. 会員は、本会からの退会を希望する場合、本会に対し、所定の方法にて届け出ること

とする。  

2. 本会は、退会を希望する会員に対し、すでに納められた年会費等、本会に支払われた

いかなる金銭についても返還しないこととする。  

3. 退会を希望する会員が退会前に本会の会員サービスを受け、そのサービスに対し、退

会時点で支払義務が発生している場合には、退会を希望する会員は、退会前に支払の清算

をすることとする。 

 

第１6条（会員サービスの内容変更） 

1. 本会は、会員サービスの内容変更を行う際は、会員に対し事前に内容変更を通知する

こととする。 

2. 前項の場合、本会は、会員に対し、第 8条記載の方法で事前に会員に通知する。 

  

第１7条（会員サービスの停止等） 
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1. 本会は、本会の運営状況その他の予期せぬ事情により、会員に対し、事前に何らの通

知を行うことなく、会員サービスの全部または一部を停止、または中止することができる

こととする。  

2. 前項の場合、本会は、会員に対し、第 8条記載の方法で事後に会員に通知する。 

 

 第１8 条（解散） 

1. 本会は、玉熊ジムの活動状況その他の事情により当会の運営を継続しがたいと判断した

場合には、当会を解散することとする。 

2. 解散を決定する権限を有するのは、後援会長とする。 

3. 前項により、本会が解散した場合、本会は、会員に対し、すでに納められた年会費等

を返還しないこととする。  

4．解散時に後援会に残っている資金は玉熊ジムに寄付することとする。 

 

第１9条（損害賠償）  

会員は、本会の利用に際し、自己の責めに帰すべき事由により、本会または第三者に対し

て損害を与えた場合、これを賠償する責任を負う。 

 

 第 20条（規約の変更等）  

1.  本会が、本規約の内容を変更、追加、修正、削除等する場合は、玉熊ジム幹部（玉熊

会長、金田隆コーチ、青山文彦氏、斎藤早苗氏）の意見を参考にしながら行うこととする。 

2. 前項の場合、本会は、会員に対し、第 8条記載の方法で事前に会員に通知する。  

 

第 21条（個人情報保護） 

１．本会は、個人情報保護法その他の法令及び「個人情報の保護についての法律のガイド

ラン」その他のガイドラインを遵守して個人情報及び管理の適正な取り扱いを行うことと

する。 

２．本会の個人情報保護及びその運営については、別紙（個人情報保護について）規定す

るものとする。 

 

第 22条（後援会の連絡先） 

１．本会への連絡は、メールによるものとする。但し、緊急の場合は、事務局への電話と

なるが、対応に時間を要する場合もある。 

メール：leopardfanclub@outlook.jp 

（緊急時連絡先：090-2305-8227） 

 

 

mailto:leopardfanclub@outlook.jp
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附則 

1. 本規約は後援会発足時から施行する。 

2. 規約以外の案件実施については必要に応じ定め、第 5条記載の運営の意思決定に従う

こととする。 

 

以上 

 

2019年 6月 27日作成 

 


