
シマノイベントメンバーズおよびシマノイベント参加に関する規約 

株式会社シマノ（以下「当社」といいます。）は、「シマノイベントメンバーズ」利用および

当社の実施するイベントへの参加に関する規約（以下「本規約」といいます。）を以下の通

り定めます。 

 

●第 1 章 総則 

第 1 条 （目的） 

本規約は、お客様に本件サービスをご利用いただく際、および本件イベントにご参加いただ

く際に、当社とお客様との権利義務関係を定めることを目的とします。 

 

第 2 条 （定義） 

本規約において使用する用語の定義は次の通りとします。ただし本規約の各条項において

特に定める場合を除きます。 

１）「本件サービス」とは、「シマノイベントメンバーズ」

（https://www.fishingeventjpmb.shimano.com/login/）（理由の如何を問わず、ドメイ

ンが変更されたものも含みます。）のことをいいます。 

２）「登録メンバー」：第９条の規定に従い、本件サービスの利用を申し込み、当社がこれを

承認した個人をいいます。 

３）「本件イベント」：当社が実施するイベントのことを総称していいます。 

４）「当社ウェブサイト」とは、当社が運営するウェブサイトをいいます。 

５）「イベント参加登録者」とは、第 14 条の規定に従い、本件イベントへの参加を申し込

み、当社がこれを承認した個人をいいます。 

６）「個別規約等」とは、本件サービスまたは本件イベントに関して、当社が当社ウェブサ

イトまたは当社が発行する宣伝媒体において公表する本件サービスまたは本件イベン

トに関するルールまたは注意事項を総称していいます。 

７）「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業もしくは団体または関係者、

その他の反社会勢力および反社会的勢力であった者を総称していいます。 

 

第 3 条 （本規約等の適用） 

1．お客様は、シマノイベントメンバーズのご利用および本件イベントへのご参加にあたり、

本規約にご同意ください。本規約は、本件サービスのご利用および本件イベントの参加に関

する一切の事項に適用されます。 

2．当社は、本規約とは別に、当社ウェブサイトに、個別規約等を定めることができるもの

とします。本規約の内容と個別規約等の規定内容が異なる場合には、個別規約等の規定が優

先して適用されます。 



３．お客様が本件サービスを利用し、本件イベントにご参加されるにあたっては、あらかじ

め本規約に同意いただいたものと見なします。 

 

第 4 条 （本規約の変更） 

１．関連法令の改正等、行政指導を受けた場合、経済情勢の変動、新サービスの展開、類似

サービスにかかる規約との統合、その他本件サービスの利用に関する事情に鑑み、本件サー

ビスの安定的かつ継続的な提供という本規約に基づく契約の目的を達成することが困難と

当社が判断した場合は、当社は、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、本規約を変更または

一部廃止することがあります。 前項の場合、当社はウェブサイト上での掲示その他の適切

な方法により周知し、当社が定めた効力発生日に効力が生じるものとします。 

２．前項の規定にかかわらず、法令の規定上登録メンバーの同意を必要とする変更を実施す

る場合には、当社は、当社所定の手続きにより登録メンバーの同意を得るものとします。 

 

●第 2 章 本件サービスおよび本件イベント 

第 5 条 （本件サービスおよび本件イベントの内容） 

１．本件サービスは、日本国所在者を対象として以下のサービスを提供します。 

１）本件イベント情報のご案内 

 電子メール、ウェブサイト、郵送などによりご案内いたします。  

２）本件イベントのエントリー受付（キャンセルの受付、その他付随する手続きを含みます。） 

 電子メール、ウェブサイト、郵送などによりご案内いたします。 

３）その他本件イベントの実施に関連するサービス 

２．本件イベントの内容は、当社ウェブサイト上で記載いたします。 

 

第 6 条  (本件サービスおよび本件イベントの内容の変更、終了) 

１．当社は、本件サービスおよび本件イベントの全部または一部について内容を変更し、ま

たは本件サービスの提供もしくは本件イベントの開催を終了することができます。 

２．当社が本件サービスの提供または本件イベントの開催を終了する場合、当社は登録メン

バーに事前に通知するものとします。 

 

第 7 条 (本件サービスの一時停止および中断) 

１．当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、登録メンバーの承諾なしに当該

登録メンバーによる本件サービスの利用を一時的に停止できるものとします。 

１）登録メンバーが登録した電話、電子メール・郵送による連絡がとれない場合 

当社から電話による連絡をする場合、03-6625-5520 から架電するものとします。 

電子メールにより案内をする場合、entry@fishingeventjp.shimano.com から案内するもの

とします。 



２）登録メンバーに送付した郵便物が返送されてきた場合 

３）登録メンバーが本規約または個別規約等のいずれかの条項に違反した場合  

４）前各号の他、本件サービスの停止および中止をするやむを得ない事由がある場合 

２．当社は、次の各号のいずれかの事態が生じた場合、登録メンバーに事前に通知すること

なく、一時的に本件サービスの全部または一部を中断することがあります。 

１） 本件サービスの運用のための設備の保守の必要がある場合 

２）停電、火災等、社会インフラの障害により本件サービスが提供できない場合 

３）天災、戦争、暴動、疫病の蔓延等の不可抗力で本件サービスの提供ができない場合 

４）法令に基づく措置により本件サービスが提供できない場合 

５）その他、運営上、技術上の理由により本件サービスの中断が必要であると当社が判断し

た場合 

 

第 8 条  (本件サービスおよび本件イベントの中止) 

1．当社は、当社ウェブサイト上に事前に告知または e メールで登録メンバーに事前に通知

することにより、本件サービスおよび本件イベントの全部または一部の提供を中止できる

ものとします。 

2．本件イベントが、当社の責によらない事由、自然災害や悪天候、公共交通機関の麻痺、

暴動、感染症、疫病、伝染病等の不測かつ突発的な事由により中止となる場合は、全額返金

いたします。ただし、記念品を受け取られる場合は、記念品を除外した額を返金するものと

します。 

3．当社は、登録メンバーまたはイベント参加登録者に対して、本件サービスおよび本件イ

ベントの中止に起因して生じた損害に関して、前項に定める返金義務のほか、一切の責任を

負わないものとします。 

 

●第 3 章 本件サービスの利用登録等 

第 9 条  (本件サービスの利用登録) 

１．お客様が本件サービスの利用を希望する場合には、本規約に同意し、かつ当社が定める

一定の情報（以下「登録事項」といいます。）を当社所定の方法により提供することにより、

本件サービスの利用を当社に申込むものとします。 

２．当社は、前項の規定に基づき登録申し込みを行ったお客様に対して、本件サービスを提

供することが相当であると判断した場合には、当該お客様を本件サービスの提供対象者と

して登録し、その旨を当該お客様に対して当社所定の方法により通知するものとします。 

３．当社による本件サービスの提供は、前項に基づく登録の完了後より開始されます。 

４．お客様が 20 歳未満の場合、保護者の同意を得て本件サービスの利用を申し込むものと

します。 

５．当社は、お客様が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録および再登録



を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。 

１）当社に提供した登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記または記入漏れがあった場 

 合 

２）未成年者、成年被後見人、被保佐人、または被補助人のいずれかであり、法定代理人、

後見人、保佐人または補助人の同意を得ていなかった場合 

３）反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味しま

す。）である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営もしくは経営に

協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると

当社が判断した場合 

４）過去当社との契約に違反した者またはその関係者であると当社が判断した場合 

５）第 13 条に定める措置を受けたことがある場合 

６）その他、登録を適当でないと当社が判断した場合 

５．本条に基づく本件サービスへの利用登録の完了は、本件イベントへの参加登録の完了を

意味するものではなく、かつ参加機会を保証するものでもありません。本件イベントへの参

加には、第 14 条に基づく参加登録手続きが必要となります。 

６．本サイトをご利用される際の推奨環境は以下の通りとなります。 

【PC】推奨ブラウザ（Windows） 

Microsoft Edge （最新版） 

Mozilla Firefox （最新版） 

Google Chrome （最新版） 

 

【PC】推奨ブラウザ（Mac(Macintosh)） 

Safari （最新版） 

 

【スマートフォン】推奨 OS 

 Android（最新版） 

iPhone（最新版） 

 

【スマートフォン】推奨ブラウザ(Android) 

Google Chrome （最新版） 

 

【スマートフォン】推奨ブラウザ(iPhone) 

Safari （最新版） 

※フィーチャーフォンには対応しておりません。あしからずご了承ください。 

 

第 10 条 (ID およびパスワードの管理) 



１．登録メンバーは、自己の責任において、本件サービスの利用のための ID およびパスワ

ードを適切に管理および保管するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、

名義変更、売買等を一切してはならないものとします。 

２．ID またはパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損

害に関する責任は登録メンバーが負うものとします。 

３．登録メンバーは、自己の ID およびパスワードが第三者に利用されている場合、もしく

はそのおそれがある場合、またはパスワードを失念した場合には、ただちに当社に通知し、

当社の指示に従うものとします。 

 

第 11 条  (変更の届け出) 

１．登録メンバーは、登録事項に変更が生じた場合には、すみやかに当社が別途定める方法

で、変更内容を当社に届け出るものとします。  

２．登録メンバーが前項に定める義務を怠ったことにより登録メンバーが被った不利益に

ついては、当社は一切責任を負いません。 

 

第 12 条  (退会) 

登録メンバーが本件サービスの利用を終了することを希望する場合には、当社の所定の手

続きにより退会手続きを行うものとし、手続きが完了した時をもって、当該登録メンバーは

登録メンバーとしての資格を喪失し、以後当社は本件サービスの提供を行う義務を負わな

いものとします。なお、メンバーが死亡した場合には、当該メンバーは本件サービスの登録

メンバーとしての資格を失うものとします。 

 

第 13 条  (除名) 

当社は、登録メンバーが、次の各号のいずれかに該当した場合には、何らの通知、催告をす

ることなく、当該登録メンバーの登録を失効させ、登録を削除することができます。 

1) 第 21 条の禁止行為を行った場合 

2) 当社への届け出内容に虚偽があった場合 

3) 第７条第 1 項第１号又は第２号に該当する状態が 6 ヶ月以上継続した場合、または第７

条第１項第３号もしくは第４号に基づく利用中止措置から 6 ヶ月以上経過した場合 

4) その他、当社が登録メンバーとして不適当と判断した場合- 

 

●第 4 章 本件イベントへの参加登録等 

第 14 条 （本件イベントへの参加登録） 

１．登録メンバーが本件イベントへの参加を希望する場合には、当該登録メンバーは、当該

本件イベント、本規約および個別規約等の内容を事前に十分に確認した上で、当社所定の方

法により参加申込みを行うものとします。 



２．当社は、前項の規定に基づき参加申込みを行った登録メンバーが、本件イベントに参加

することが相当と判断した場合には、当該登録メンバーを本件イベントへの参加登録者と

して登録し、その旨を当該登録メンバーに対して当社所定の方法により通知するものとし

ます。ただし、参加申し込みを行った登録メンバー数が、本件イベントに関し当社が定めた

参加定員を超過する場合には、抽選その他当社所定の方法により本件イベントへの参加者

登録者を決定するものとします。 

３．前項の規定に基づき参加登録が認められた参加登録者のみが、本件イベントに参加する

ことができるものとします。 

４．20 歳未満の登録メンバーが本件イベントへの参加申し込みをする場合には、保護者の

同意を得て行うものとします。 

 

第 15 条 (譲渡禁止) 

参加登録者が本件イベントに参加できる権利は、当該参加登録者の一身に専属するものと

し、参加登録者はこれを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等を一切し

てはならないものとします。 

 

第 16 条 （参加登録の取消し） 

１．お客様都合によるキャンセルルールは個別規約等で別途定めるものとします。 

２．第 14 条第３項の規定にかかわらず、当社は、参加登録者が第 12 条の規定に基づき登

録メンバーとしての資格を喪失した場合、第 13 条各号に定めるいずれかの事由に該当した

場合、第 18 条に定める義務に違反した場合、第 21 条に定める禁止事項を行った場合、も

しくは行うおそれがあると当社が判断した場合には、参加登録者の本件イベントへの参加

を拒むことができ、参加登録者はこれに一切異議を述べないものとします。 

 

●第 5 章 登録メンバーおよび参加登録者の責任 

第 17 条 (設備等の準備、維持) 

本件サービスの利用に必要となる機器、ソフトウェア、その他の設備、および回線利用契約

の締結、インターネット接続サービスへの加入、その他本件サービスの利用に必要となる一

切の必要な準備、ならびにその維持は、登録メンバーが自己の費用と責任で行うものとしま

す。 

 

第 18 条 (参加料の支払い等) 

１．当社が本件イベントの参加料を定めた場合には、参加登録者は当社が定めた期限内にこ

れを全額支払うものとします。 

２．参加登録者は、本件イベントに参加するために必要な装備品等を自己の費用と責任にお

いて準備するものとします。 



３．参加登録者は、傷病、事故、紛失等に対し、自己の責任において本件イベントに参加す

るものとします。ただし、当社は、自己の判断により参加登録者のために保険契約に加入す

ることができ、その場合には個別規約等で参加登録者に告知するものとします。 

 

第 19 条 （第三者との紛争解決等） 

１）登録メンバーは、本件サービスの利用および本件イベントの参加を通じて自己が当社ま

たは第三者に対して発信する情報の内容及び当該情報発信により生じた結果につき、一切

の責任を負うものとします。 

２）参加登録者が、他の参加登録者、その他の第三者から要求、クレーム等を受け、または

他の参加登録者、その他の第三者に対して要求、クレーム等がある場合には、参加登録者は

自己の責任の負担で、これらの要求、クレーム等、およびこれに起因する紛争を処理解決す

るものとし、当社に一切迷惑または損害を与えないものとします。 

 

第 20 条  (営業活動の禁止) 

参加登録者は、当社が承認した場合を除き、本件イベントを通じて営業活動(営利を目的と

した一切の行為、およびその準備行為、予備行為を含みます)を行ってはならないものとし

ます。 

 

第 21 条  (禁止行為) 

登録メンバーは、本件サービスの利用または本件イベントへの参加に関連して、以下の各号

の行為を行ってはならないものとします。 

1) 他者の著作権、商標権、特許権、その他の知的財産権を侵害する行為、もしくは侵害を

可能ならしめる行為 

2) 他者の財産権、プライバシーもしくは肖像権等の人格権を侵害する行為、もしくは侵害

を可能ならしめる行為 

3) 犯罪的行為、または犯罪に結びつき、あるいは結びつくおそれのある行為 

4) 虚偽情報の流布行為 

5) 猥褻、児童ポルノ、児童虐待に相当する画像、文書等を当社または他の登録メンバーに

送信する行為、または本件イベント会場において頒布・掲示する行為 

6) 本件サービスによって閲覧できるネット上のコンテンツの改ざん、消去行為 

7) 名義を偽って本件サービスを利用する行為 

8) ウィルス等の有害なプログラムの送信行為、あるいは受信可能な状態におく行為  

9) 本件サービスまたは本件イベントの運用を妨げ、または妨げるおそれのある行為 

10) 当社、本件サービス、本件イベント、他の登録メンバー、または本件イベントの協賛者、

景品提供者等の関係者の信用、財産を毀損し、または毀損するおそれのある行為 

11) その他法令に違反する行為、または公序良俗に反する行為 



12）本件サービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為 

13）本規約の他の条項または個別規約等に違反・抵触する行為 

14）本件サービスの他の参加者の情報の収集 

15) その他当社が不適当と判断する行為 

 

第 22 条 (電子メールの受・発信) 

１．登録メンバーは、登録メンバーとして当社と電子メールの受・発信を行う場合、登録事

項と同一のメールアドレスを使用するものとします。 

２．登録事項と異なるメールアドレスにて受・発信を行った場合、当該登録メンバーに不利

益、損害が発生しても、当社はその責任を負わないものとします。 

３．当社からの電子メールに返信を行う場合、指定の方法により返信するものとします。 指

定と異なる方法にて返信を行った場合、当該登録メンバーに不利益、損害が発生しても、当

社はその責任を負わないものとします。 

４．メンバーがメール受信を停止する場合は、マイページまたは受信したメールから配信停

止の手続きを実施するものとします。ただし、本件イベント運営に関する重要なメールはメ

ール受信が停止中の場合も配信されるものとします。 

 

第 23 条 （損害賠償） 

登録メンバーは、本規約または個別規約等への違反、その他本件サービスの利用および本件

イベントの参加に関連して当社に損害を与えた場合、当該損害を賠償するものとします。 

 

●第 6 章 著作権・知的財産権 

第 24 条 (知的財産権) 

1．本件サービスおよび本件イベントに関連して当社から提供される一切のコンテンツの著

作権、商標権、特許権、意匠権、その他の知的財産権は、当社または当社が許諾を受けた権

利者に帰属し、日本の著作権法その他の法律により保護されています。 

２．本件サービスへの利用登録または本件イベントへの参加は、当社から提供されるコンテ

ンツ（以下、本件コンテンツといいます。）の知的財産権の譲渡、使用許諾または利用許諾

をなすものではありません。 

３．当社の事前の書面による承諾を得ることなく、以下に定める行為を禁止します。 

（１）本件コンテンツの販売、転売および商業目的での利用 

（２）本件コンテンツの改変、複写および複製等 

 

●第 7 章 個人情報の保護 

第 25 条  (個人情報の取扱い) 

1．当社は、以下のメンバーの個人情報を収集し、それぞれ以下の目的で利用します。 



項目 収集する個人情報の項目 利用目的 

基本情報 氏名、郵便番号・住所、生年

月日、電話番号、メールアド

レス 

 

 

 

 

本件サービスおよび本件イ

ベントの運用、本件イベン

トに関する情報提供、本件

イベ ント参加時の保険加

入、記念品等の郵便物の送

付、イベント後のアンケー

ト送付、緊急時の連絡、その

他本件イベント運営等 

氏名、住所の都道府県まで 当社ウェブサイト等でのイ

ベント結果の報告・公表、そ

の他本件イベント運営等 

※イベント結果の報告・公

表に際しては、参加登録者

の氏名と都道府県のみ使用

いたします。 

決済情報 請求およびクレジットカー

ド情報 

決済手続き 

家族情報 20 歳未満の参加者の保護者

情報 

保護者の同意の確認、緊急

時の連絡等 

製品情報 個人が使用する製品情報 大会結果の報告、当社製品

の開発や販売促進活動等 

喫煙情報 喫煙情報（決勝戦出場者の

み） 

宿泊先手配等 

本件イベントの写真・動画 本件イベントへの参加の様

子が撮影された写真・動画 

大会の結果報告、当社によ

る今後の大会告知、当社の

広告宣伝等 

Cookie 等 クッキー情報 本件サービスの構成、内容

の改善および最適化、新た

なサービスの開発のため 

 

２．登録メンバーは、本件イベント開催中に当社が撮影・記録した大会の映像・写真・記事・

記録等（氏名・都道府県・肖像等を含む）が当社ウェブサイト、印刷物、マス媒体等に利用

されること、その著作権・掲載権・利用権が当社に帰属することを予め承諾するものとしま

す。  

3．決済代行会社への個人情報の取扱いの委託について 



取得した個人情報のうち決済情報は、クレジットカード決済代行会社に提供するものとし

ます。 

提供先：GMO ペイメントゲートウェイ株式会社（クレジットカード決済代行会社） 

利用目的：商品代金の決済 

与信処理にあたっては、専用回線を利用し、暗号化を施して安全に伝送を行っております。 

取得したクレジットカード情報は暗号化した状態でクレジットカード決済代行会社が保管

するものとします。（弊社は保管致しません。） 

保管期間及び保管期間経過後の情報の削除に関しては、法令及び上記 クレジットカード決

算代行会社のルールに基づきます。 

４．個人情報の取扱いに関するお問い合わせ 

当社は、提供された個人情報の開示、訂正、利用の停止、消去その他の個人情報の取扱い

に関するお問い合わせに対し、合理的な範囲で速やかに応じます。ご希望される場合にはお

手数ですが、下記お問合せ窓口へお問合せください。 

シマノエントリーセンター 

電話：03-6625-5520 （10:00～17:00 土日祝祭日を除く） 

５．株式会社シマノおよびグループ会社のプライバシーポリシー本文については下記をご

参照ください。 

https://www.shimano.com/jp/privacypolicy.html 

 

第 26 条 (登録情報) 

登録メンバーが本件サービスに登録した情報については、当社および当社が本件サービス

および本件イベントの運営を委託する業務委託先が保有するものとします。 登録メンバー

が本件サービスに登録した情報については、当社が定める期間の経過、情報量の超過、設備

の保守管理上の必要性、本件サービスの運営上の必要性、メンバー規約違反の疑い、その他

当社の判断により、当社は、登録メンバーに事前の通知をすることなく削除することができ

るものとします。ただし、このことは、当社が削除義務を負うことを意味するものではあり

ません。 

 

第 27 条 （cookie 情報の取扱） 

登録メンバーのブラウザから当社に cookie と呼ばれる情報が提供されます。 

登録メンバーはブラウザの設定を変更することによって、cookie を有効にしたり無効にし

たりすることができます。 

登録メンバーがブラウザ上で cookie の機能を無効にしても本件サービスは閲覧することが

できます。 

ただし、cookie を無効にすると高度なカスタマイズ機能の一部が使えなくなり、イベント申

込等が実施できなくなる為、cookie については有効な状態で本件サービスの閲覧をお願い



いたします。 

 

●第 8 章 その他 

第 28 条 （免責） 

１．当社は、本件サービスおよび本件イベントが登録メンバーの特定の目的に適合すること、

期待する機能・商品価値・正確性・有用性を有すること、登録メンバーに適用のある法令ま

たは業界団体の内部規則等に適合すること、継続的に利用できること、および不具合が生じ

ないことについて、明示または黙示を問わず何ら保証するものではありません。 

２．当社は、登録メンバーが本件サービスに登録した情報の消失(当社による削除を含む)、

他者による改ざんに関し、当社に故意または重過失がある場合を除き、付随的損害、間接損

害、逸失利益に関わる損害について賠償する責任を負わないものとします。 

３．当社は、当社の責（故意または重過失を除く）に帰すべき事由により、本件サービスお

よび本件イベントに関してお客様に発生した損害、損失、不利益等（当社の故意または重大

な過失がある場合を除く）について、お客様に現実に生じた通常かつ直接の損害（従って、

特別な事情から生じた損害は含まない）に限り、その責任を負います。なお、当社の故意ま

たは重過失により本件サービスに関してお客様に損害が発生した場合、当社は関係法令に

従いその責任を負います。 

４．当社は、お客様による ID、パスワード等の不適切な管理やご使用により、お客様に生

じた損害については、第２項または第３項に基づく責任を除き、一切責任を負いません。登

録メンバーが当社の管理するサーバーに保存しているデータについて、当社ではバックア

ップの義務を負わないものとし、当社のサービスの保守や改良などの必要が生じた場合に

は、当社はサービスの保守や改良などに必要な範囲で複製等することができるものとしま

す。 

 

第 29 条  (管轄裁判所) 

本規約および個別規約等に関連して発生した、登録メンバーと当社間の紛争については、大

阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とするものとします。 

 

第 30 条 (準拠法) 

本規約および個別規約等に関する準拠法は日本法とします。 

 

2022 年 3 月 15 日制定 

 

以  上 

 


