
■第１条（目的）
　本規約は、おたる運がっぱを応援する 日本に居住する会員によって構成され、
おたる運がっぱのキャラクター活動を応援することを目的としています。

■第２条（会員規約）
　１. この会員規約（以下「本規約」といいます。）は、株式会社石井印刷（以下「当社」とい

います。）の提供する当会のサービスを、会員（第４条に定義します。）において利
用する一切の場合について適用するものとし、当会に入会した会員は、本
規約の内容を承諾したものとみなします。

　２. 当社が会員に対して行う第３条の通知および当社が本規約の他に別途定め
る当会の各サービスの利用規約等（以下、併せて「利用規約等」といいます。）は、そ
の名称の如何にかかわらず本規約の一部を構成するものとします。

　３. 本規約本文の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等の
定めが優先して適用されるものとします。

■第３条（会員への通知）
　当社は、随時、会員に対し、当社からの郵送物・メールおよび当社の運営する
ウェブサイト上への表示その他当社が適当と判断する方法により、必要な情報を
通知します。

■第４条（会員）
　本規約において「会員」とは、日本国内にて当会の指定する手続きに基づき、
本規約を承諾の上、当会所定の方法にて入会を申し込み、入会金および年会費を
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＜第２章　会員＞



納入した個人とします。会員は下記の条件をすべて満たすものとします。
　１. 入会の際に会員が申告する登録情報のすべての項目に関して、虚偽の申告

がないこと。
　２.日本国内に在住し、国内郵便で配達可能な所在地に住所を持つ者であること。
　３. 入会金500円・年会費3,000円 合計3,500円（税込）を、指定の方法で当会に入金

すること。
　４. 当会にて入手した、または入手しようとする商品やチケットもしくはチケッ

トに類する一切のものを第三者に転売した、あるいは転売しようとした事
がないこと。

　５.法人ではなく個人であること。
　６.個人で楽しむ以外の目的で会員の地位や権利を利用しないこと。

■第５条（入会の承認）
　１. 当社は、別途定める方法にて入会申し込みを受け付け、手続等を経た後に

会員証を送付することで入会を承認します。
　２. 未成年者は、入会にあたり親権者の承諾を得なければならないものとします。
　３. 当社は、当会への入会申し込みを行った者が、第４条 １.～６.にあてはま

らないと判断した場合、当会への入会を承認しない場合があります。
　４. 当社は、入会を承認した後であっても、承認した会員が前項各号のいずれ

かに該当することが判明した場合には、承認を撤回することができるもの
とします。

■第６条（会員特典）
　会員は次の各号の特典を受けることができるものとします。会員特典の内容は
随時変更されます。
　１.会員証の発行（入会時）

　２.会員特典プレゼント（年１回・入会時と継続時）

　３.会員専用メールマガジン発行（９月と３月の年２回予定）

　４.会員のみが視聴できる動画の閲覧
　５.イベントチケット先行販売枠の利用
　６.小樽紙匠堂 WEB SHOP での会員先行販売枠でのお買い物
　７.会員のみ所持可能なポイントカード（ぽ運とカード）の利用
　８. 小樽紙匠堂直販（小樽紙匠堂WEB SHOP・イベントでの物販ブース・石井印刷内 小樽

紙匠堂本店）で商品購入時のポイント（ぽ運と）獲得権
　９.ポイント（ぽ運と）特典オリジナル非売品獲得権
　10. グリーティングカード発行（会員様のお誕生日が近くなったら郵送）

　11. その他当会が定める特典

■第７条（会員証・ポイントカード）
　当会は会員に対して会員証を発行します。
　１. 会員証は初回郵送時の破損事故を除き、再発行はいたしません。破損した

場合、速やかに当会に連絡するものとします。
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　２. 会員証を再発行する場合、会員は再発行手数料500円を当会が別途指定する
方法で支払います。

　３.会員証は、他人への転売・貸与・譲渡はできません。
　４. ポイントカード（ぽ運とカード） （以下「ぽ運とカード」といいます。）は、入会時・継

続時・ポイント（ぽ運と）（以下「ぽ運と」といいます。）満了時に、新しいぽ運とカー
ドを発行します。

　５. 小樽紙匠堂直販（小樽紙匠堂WEB SHOP・イベントでの物販ブース・石井印刷内 小樽

紙匠堂本店）で商品購入の際、既定の金額毎にぽ運とシールをプレゼントし、
既定の枚数が貯まると、オリジナルプレゼントを進呈いたします。 その際、
ぽ運とカードは新しいカードに更新されます。

　６. ぽ運との獲得に期限はありません。会員の有効期間をまたいで既定の枚数
が貯まった場合は、ぽ運とカードを合算してプレゼントと交換することが
できます。

　７. プレゼントの交換期限は、有効会員資格期間満了日より３か月以内とさせ
ていただきます。

　８. プレゼントの交換請求ができるのは、会員本人のみとさせていただきます。
　９. 物販ブースでお買い物の際、会員の有効期間を確認させていただきます。

（WEB SHOPでお買い物の際は当社で有効期間を確認し、ぽ運とシールを発行いたします。）

　10. 紛失等により、ぽ運とカードを再発行する場合、会員は再発行手数料200円
を当会が別途指定する方法で支払います。

　11.ぽ運とカードは、他人への転売・貸与・譲渡はできません。

■第８条 （会費等）
　１. 会員は、入会時および次条に定める会員資格の有効期間の延長時に、別途

定める入会金および年会費（以下「会費等」といいます。）を当社に支払うものと
します。

　２.前項に定める会費等の支払い方法等は、当社が別途定めるものとします。

■第９条（会員資格の有効期間）
　１. ご入金をされた日（お振込みの場合お振込み日）がご入会日となります。初年度

はご入会日から１年後の当月末までが有効期間となります。

　２. 会員資格の継続を希望する会員は、期間満了日の１か月前までに次年度の
年会費を所定の方法にて入金する（必着）ものとし、入金が確認され次第、会
員期限が１年間延長されるものとします。

　　 ※ 期限前に更新手続きを頂いた場合でも、現在の有効期間満了日を基準に１年間の延長と

なります。

　３. 会員期限が終了した場合には会員資格が無効となります。期限内の継続手
続きをお忘れないようにしてください。また会員期限が切れてからの継続
手続きはできません。

　４. 当社は、前項の場合、有効期間の満了日以後再入会日までの期間に会員に発
送された郵便物やメールサービスの再送は基本的に行わないものとします。
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■第10条（会員の義務等）
　１. 会員は、当会から付与された会員証、会員番号、パスワード、ぽ運とカード、

ぽ運とシールを自己の責任で管理するものとし、これらの管理不十分、使
用上の過誤、第三者による使用等により会員に損害が生じた場合、当社は
一切責任を負わないものとします。

　２. 会員は、当会から付与された会員証、会員番号、ぽ運とカードおよびぽ運
とシールを当会に無断で第三者に貸与、譲渡、または名義変更等してはな
らないものとします。

　３. 会員は、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他入会申込時に当
社に届け出た内容に変更が生じた場合は、速やかに当社の指定する方法で
当社への届け出を行うものとします。

　４. 会員が、前項の届出等を怠った結果、当社からの告知等が会員に到達しな
かった場合、当社は一切責任を負わないものとします。

■第11条（禁止事項）
　会員は、当会の利用に際し次の各号の行為を行ってはならないものとします。
　１. 当会を通じて入手した全てのデータ、情報、文章、映像、イラスト等（以下、

併せて「データ等」といいます。）について、著作権法で認められた私的利用の範
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. キャラクター・スタッフその他の第三者の財産、プライバシーもしくは肖
像権を侵害すること、またはそのおそれのある行為をすること。

　３. キャラクター・スタッフその他の第三者を誹謗中傷し、その名誉または信
用を毀損すること、またはそのおそれを生じさせること。

　４. 会員特典により得られたチケット等の優先予約権、チケット、商品、特典
グッズ、その他会員としての資格に基づき有する権利をインターネットオー
クションにより第三者に転売する等、第三者に対し譲渡、貸与、名義変更
すること、または質権の設定その他の担保に供すること。

　５. キャラクター及びスタッフに対し連絡や面会を強要すること、または当社
に対しキャラクター及びスタッフへの連絡や面会を申し入れること。

　６. 当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（以下「営業活動」といいます。）を行うこと。

　７. 当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. 当会を利用して宗教の宣伝を含む宗教的行為、および宗教団体の設立・活動、
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当会の運営を
妨害する行為を行うこと。

■第12条（退会等）
　１. 会員は、当会の定めた会員猶予期間内に継続手続きを行わなかった場合、

自動的に当会から退会となります。
　２. 当社は、会員が退会するにあたり、会員が既に入金した会費および当会の
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サービスの利用料などの返還は一切行わないものとします。
　３. 会員は、会員特典による商品等の購入代金その他当会のサービスの利用料

につき、退会の時点で支払い義務が発生しているものについては、退会後
もなお支払い義務を免れないものとします。

■第13条（チケット等規約）
　当社が会員に対し販売または配布を行うチケット・ぽ運とカードおよびぽ運と
シール等（以下「チケット等」といいます。）の取り扱いについては、当社が別途定める
チケット等規約に従うものとします。

■第14条（サービス内容の変更等）
　１. 当社は、会員に対し事前に何らかの通知を行うことなく、当会の会員特典

その他サービスの内容を変更することができるものとします。
　２. 当社は、前項の場合、第３条に定める方法により事後に会員に対し通知を

行うものとします。

■第15条（サービスの停止等）
　１. 当社は、キャラクターの事情、当会の運営状況その他の予期できない事情

により、会員に対し事前に何らかの通知を行うことなく、当会のサービス
の全部または一部の提供を停止または中止することができるものとします。

　２. 当社は、前項の場合、第３条に定める方法により事後に会員に対し通知を
行うものとします。

■第16条（当会の解散）
　１. 当社は、キャラクターの活動状況その他の事情により当会の運営を継続し

難いと判断した場合には、当会を解散するものとします。
　２. 前項の場合、当社は会員に対し、既に入金済みの会費等の返還は行わない

ものとします。

■第17条（個人情報の取り扱い）
　当社は、以下の通り個人情報保護ポリシーを制定します。個人情報保護ポリシー
に従って会員の皆様の個人情報を慎重に取り扱い、プライバシーの保護に努めて
まいります。
＜個人情報保護ポリシー＞
　⑴法令の遵守
　　当社は、個人情報保護法その他関係する法令等を遵守いたします。

　⑵個人情報の収集
　　 当社が会員の皆様からご自身の個人情報を収集する場合には、利用目的を明

示しご承諾をいただいた上で、収集させていただきます。

　⑶個人情報の利用
　　 当社が会員の皆様の個人情報を利用するにあたっては、法律で定める場合を

＜第３章　その他＞
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除き、その目的の範囲を超えた利用はいたしません。

　⑷安全管理措置
　　 当社は会員の皆様の個人情報を厳重に管理し、不正アクセス・紛失・破壊・

漏洩等に対する予防措置および安全対策を講じます。

　⑸第三者提供の制限
　　 当社は、法令による場合等を除き、会員の皆様の個人情報を皆様のご承諾な

く第三者に提示・開示いたしません。

　⑹個人情報の開示・訂正等
　　 当社がお預かりする会員の皆様の個人情報に関して、皆様が個人情報の確認・

訂正等をご希望される場合には、法律の規則に則り、必要な範囲内において
速やかに対応いたします。

■第18条（損害賠償）
　会員は、当会の利用に関し、自己の責めに帰すべき事由により当社またはその
他の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います。

■第19条（免責）
　１. キャラクター・運営スタッフおよび当社は、当会のサービスに関し、いか

なる責任も負わないものとします。
　２.当会の運営および会員に関する質問は、当会のみにて受付けします。
　３. 会員に送られるすべての通知およびその他の文書は、登録された住所宛て

に郵送されるものとします。延着および未着の場合は当会まで電話にて連
絡してください。

　４. 申込期限のあるお知らせを確認しないまま期限を過ぎた場合、お申込みの
権利は消失します。受付締切り後のお問い合わせはお受けできません。

　５. 公演日が指定されたチケットなどの郵便物を不在等の理由で受け取らない
まま公演日を過ぎた場合はすべて無効となり、代金の返還はいたしません。

　６.イベント等の告知を SNS 等他の媒体と並行して発行する場合があります。
　７. イベント等を SNS 等メールマガジン以外の手段で告知した場合、会員が当

該媒体を受理できる環境にない場合であっても会員は何等異議を唱えるこ
とはできません。

　８. 当社主催のイベントではない場合等、当会で購入したチケットが他の経路
より入手されたチケットよりも前方の指定座席であるとは限らない場合が
あります。また、複数枚購入したチケットが希に、座席を連番や隣同士で
用意できない場合があります。

　９.金融機関による振替手続きの不備や事故に関して当社では責任を負いません。

■第20条（規約の変更）
　１. 当社は、会員に対し事前に何らかの通知を行うことなく、本規約の内容を

変更、追加、修正、削除することができるものとします。
　２. 当社は、前項の場合、第３条に定める方法により事後に会員に対し通知を

行うものとします。
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■第21条（協議事項）
　本規約に定めのない事項または本規約の解釈について疑義が生じた場合、会員
および当社は双方誠意を持って協議の上これを解決するものとします。

■第22条（管轄）
　会員および当社は、両者の間で本規約につき訴訟の必要が生じた場合、札幌地
方・家庭裁判所小樽支部を第一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。

付則：この規約は令和２年６月１日から施行します。

〒047-0028  北海道小樽市相生町８番13号
TEL.0134-23-8484　FAX.0134-33-8281　 
E -mail : gapadachiunnokai@gmail .com




