チケットを買うなら、断然おトク!!
気軽に入会して、スタジアムで観戦しよう!

ルーキー

年会費

1,000 円

チケット優先販売

超優先販売の次に、チケットを早く購
入できます。

WEB事前申込み

ファン感謝デー
チケット購入権

会員証

抽選

来場プレゼント

会員証認証

ホームゲーム
の ファンクラ
ブブース来場
回数が1・2・3・
8回 目 の 認 証
時にファンクラブオリジナルアクリル
ボールチェーンキーホルダーをプレ
ゼントします。

会報誌「Grafan」

選手たちのプライベートな一
面を掲 載している会 報 誌を
WEBにて閲覧いただけます。

募集期間、ファンクラブ入会
手続き時にお申し込みいただ
けます。

グランパスくんをモチーフにした
限定特典が盛りだくさんの
特典パッケージをご用意しました!

グランパスファンの証！ 毎年変わるデザインのカードにお名前
と会員番号を印字して、あなただけの会員証をお届けします。

WEB事前申込み

新体制発表会 応募権

早期入会特典

※参加希望者が多数の場合は抽選となります。

シーズンチケット購入権

2021シーズンのチーム始動にあたり開催
する、新体制発表会にご応募いただけます。

WEBSHOP送料無料

1会員につき、1席のシーズンチケッ
トをご購入できます。

ファン感謝デーのチケットを購入でき
ます。

6 ,6 0 0円以上購入いただくと、お届
け送料が無料になります。

ホームゲームチケット5％OFF

1 , 0 0 0円で最大3, 8 0 0円相当の指定席で観戦でき
る特典招待券に加え、ユニフォームやチケットの割
引特典も受けられ、来場プレゼントももらえます!

WEB事前申込み

上層階指定席招待券1枚

お好きな試合で、上層階（2・3・4階）
指定席およびホームゴール裏指定席
の中からお好きな席種を選んで使え
るシリアルキーがついてきます。

※A指定席2階を除く。

オフィシャル
カード入会権

グッズ先行販売

Jリーグチケット・試合会場チケット売場
でチケットが割引価格で購入できます。

5,000 円

決済手数料

https://nagoya-grampus.jp/fan/fanclub/

会費お支払い方法

無料

数量限定先着申込み制

クレジットカード

220円

いつ入会しても、
年会費は同じ!
早く入会した
ほうがおトクなんだわ！

コンビニ

無料

グランパスくん
パック購入権

年会費

WEB事前申込み

ユニフォームなど、一番早く購入でき
る商品があります。

マイページ
コンテンツ

【発行：トヨタファイナンス株式会社】

Information

ファンクラブ会員さま限定
ページ！ イベントに応募し
たり、オリジナル壁紙をダウ
ンロードできます。

ファンクラブ会員しか持つことがで
きない、オリジナルデザインのクレ
ジットカードにお申込みいただけます
（18歳以上の方のみ）
。

ユニフォーム
10％OFF

メールで各種ファ
ンクラブに関する
イベントや情報な
どをお届けします。

FanClub

オーセンティックユニフォー
ムとレプリカユニフォーム、
ネーム＆ナンバー加工が割
引価格で購入できます。

法

現金

●特典の画像はすべてイメージです。特典の商品自体や商品カラーが予告なく変更となる場合があります。 ●各特典の注意事項は、裏表紙でご確認ください。
●予定は変更になる可能性があります。 ●チケットの最大価格は2020シーズン基本価格より算出しております。2021シーズンのチケット価格は変更となる場合がございます。

方

パソコン・スマートフォンからお申込みできます。
https://club.nagoya-grampus.jp/gw/register/

ホームゲーム開催日にファンクラブブースにお越しください。新規入会の場合は、
右ページの入会申込書をご記入のうえお持ちいただくと、お手続きがスムーズです。

ファンクラブ入会方法 入会受付は2021/ 8/31（火）まで

簡単
&
オススメ

WEB

スタジアム

●スタジアム来場予定がない場合、インターネット環境がなくWEBからの手続きができない場合には、チケットストア（052-308-8855／平日11：00～15：00）までお問い合わせください。
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キリトリ

キリトリ

入会申込書

20

記入日

キリトリ

年

月

グランパスファンクラブ会員規約

日

（2020年1月1日～）

グランパスファンクラブ事務局 宛 : 私はグランパスファンクラブ会員規約を承諾し、グランパスファンクラブに入会します。

株式会社名古屋グランパスエイト（以下「当社」）は、名古屋グランパスを応援していただく皆様のために、
「グ
（以下「当会」
）を運営し、会員になっていただいた皆様に対して、様々な特典を提供さ
ランパスファンクラブ」
せていただきます。ファンクラブ事務局（以下「事務局」）は当社本社内に設置します。

ご連絡のつきやすい電話番号・メールアドレスをご記入ください。
（必須） ★事務局からご連絡させていただくことがありますので、
青枠の中をすべてご記入ください。

会員

コース
ご希望のコースを ◯で
囲んでください。

プラチナ

ゴールド

レギュラー

キッズ

（30,000 円）

（10,000 円）

（2,500 円）

（2,500 円）

男

性別
お名前

電話番号

生年
月日

女

19

年

20

月

会員証

日

会員には、事務局が会員証を交付します。会員証は、会員証に印字された会員ご本人のみが、事務局が定
める有効期間中に限り、利用できるものとします。なお、会員証は第三者に貸与・譲渡・名義変更すること
はできません。
会員証を紛失・破損された場合、事務局所定の手続きにより再発行いたします。再発行手数料として、
1,000円＋消費税がかかります。

会費

キリトリ

★

（1,000円）

〒
市

都 道

住所

① ② のどちらかは必須

ルーキー

入会 対 象 生年月日
2008 年 4 月 2 日 以降

西暦

フリガナ

フリガナ

当会に入会を希望される方は、本会則を承諾の上、希望する会員区分を明示して、事務局に入会申込書を
提出していただきます。事務局が入会を認めた方を正式会員（以下「会員」）とします。会員は、以下の資格を
満たしている方に限ります。
(1)日本国内に住所を有すること。
(2)未成年の方は親権者の同意があること。
(3)反社会的勢力（「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団ならびにその関係団体をいう）の組員、構
成員もしくは関係者に該当しないこと。
(4)その他事務局において、会員としてふさわしくないと判断した者でないこと。

区

府 県

郡

アパート・マンション名・部屋番号も省略せずにご記入ください。

★

★

① 自宅

② 携帯

( 1 ) 会員は事務局所定の入会金・年会費を事務局の定める方法により納めるものとします。納められた入
会金・年会費は、下記の事由がある場合、返金させていただきます。
① 会員の死亡、疾病その他のファンクラブサービスを受けることが不可能もしくは著しく困難な事情が生
じた場合
② 会員資格に基づくファンクラブサービスを受ける前に退会を申し出た場合
③ 会員資格の有効期間開始前に退会を申し出た場合
(2) 解約をお申入れの際にはお申入れの事情により、医師の診断書等解約事由のあることを証明する資料
の提出をお願いする場合があります。また、前項②および③による解約は、会員資格に基づき受領した物
品・特典を未使用の状態で返品いただいた場合に限ります(会員資格の有効期間開始前に提供される早期
入会特典含む)。なお、物品・特典の返送にかかる費用は会員が負担するものとします。
(3) 解約時には、会員が納めた会費から次の金額を控除した残額を返金させていただきます。
① 当会の運営に発生した費用
② 退会手続きにかかる事務手数料として1,000円＋消費税
( 4 ) 前3項にかかわらず、法令の定めにより入会無効・取消し・解除となる場合は、当該法令の定めるとこ
ろにより取り扱うものとします。

会員資格の有効期間

★

会員資格の有効期間は、1月1日から1 2月末日までとします。ただし、期間途中に入会された場合の有効
期間は、事務局が入会を認めた日からその年の12月末日までとします。有効期間の途中での会員区分の
変更はできません。

@

メールアドレス

会員資格の継続

A・B は該当する方のみご記入ください。

会員には、事務局から、事務局が定める期間に会員資格の継続のご案内をいたしますので、継続を希望さ
れる場合は、都度、継続のお手続きをして下さい。

スタジアム入会のみ使用

A. キャンペーン時は、紹介者情報をご記入ください。

ご紹介者

仮会員証

会員番号

招待券

ファンクラブガイドブック

保冷バッグ

退会

or ショルダーバッグ

会員は、当会への入会に際し、本会則に違反しもしくは会員証を不正利用した場合、または当会の行事もし
くは名古屋グランパスの試合開催時等において事務局または係員の指示に従わない場合、その他事務局
が当会の会員としてふさわしくないと認めた場合は、会員資格の有効期間中であっても当会を退会してい
ただきます。この場合、納入済みの入会金・年会費は「会費」(4)に準じて扱うものとします。

お名前

届出事項の変更

住所・電話番号など会員の届出事項に変更が生じた場合は、すみやかに事務局が定める方法で変更手続き
をとっていただきます。なお、届出事項の変更前に事務局からの送付物が不着になるなどの不便が生じた
場合でも、当社は責任を負いかねます。

B. グランパススクールに入校している方はご記入ください。

グランパスくんリュック or キッズシェルリュック or キッズフラップリュック

個人情報の取り扱いについて

キリトリ

スクール生
番号

シェルリュック or トートバッグ or フラップリュック

学年

スクール名

年生

事務局使用欄

キャンペーン

入会特典を受け取りました。
受領日：20

ご署名：

年

月

(1)個人情報の利用目的
入会申込書にご記入いただいた個人情報は、以下の利用目的に必要な範囲内でのみ利用させていただき
ます。
・チケット等の販売促進のための利用
・会員に対する各種特典・サービスの提供
・名古屋グランパスのスポンサーから会員に対する商品・サービスのご案内
・各種イベント、キャンペーン、懸賞等に関する諸連絡事項や当選可否等の通知、景品等の送付
・当社業務上必要な範囲における、部署間及び職員間の諸連絡事項の通知
・会員からの各種お問合せ、ご依頼、ご要望への対応
(2)個人情報の第三者への開示・提供について
以下の場合を除き、個人情報は第三者に開示・提供いたしません。なお、取得した個人情報を加工して、個
人を特定できない統計的なデータとして第三者に提供することがあります。
・事前に会員の同意をいただいた場合
・会員に対するサービスの提供などの際に一部業務を代理店、運送業者、決済業者などに委託する場合
・当社／Jリーグが適切と判断した第三者（主としてクラブやJリーグパートナーを指すが、これに限らない）が商品･サービ
ス等の広告案内等の販売促進活動を行うために提供する場合
・個人情報保護法その他法令で認められた場合
(3)個人情報の管理について
当社は、個人情報を開示、提供する業務委託先に対しては、機密保持契約の締結などを行うとともに、個人
情報を適切に管理するため厳正な指示・監督を行います。

