
Vereinsanschrift : FC BASARA MAINZ japanischer Fußballclub e.V., An der Wied 21, 55128  Mainz 
Internet : http://basara-mainz.com     E-Mail : contact@basara-mainz.com 

 

 

 

 

 
FCバサラマインツ協賛会 バサラフロインデ 

2015/2016 シーズン会員募集 
 

2015年 12月 1日 

 

 

FC バサラマインツでは個人協賛会員、バサラフロインデ 2015/2016 シーズン会員を募集しています。 

 

FCバサラマインツはその名の通り、ドイツはマインツの地で戦うフットボールクラブです。岡崎慎

司(サッカー日本代表)と山下喬（現チーム会長）を中心に、2014年に創設しました。創設初年度の

2014/2015シーズンはドイツ 11部に参戦し見事優勝。今季はドイツ 10部を戦い、2015/2016シーズ

ン前半戦を終え首位を走っております。 

 

今季の目標はもちろん 9部への昇格ですが、来季、その先と更なる未来を見据えています。また、

もう一つの目標として、この FC バサラマインツから「世界に通用する人材の輩出」を掲げています。

チームの目標と同時に選手個人には、海外サッカーでの最初のステップとして FCバサラマインツで

チャンスを掴み、更なる上部カテゴリーに羽ばたいて欲しいと考えています。 

 

しかしまだ創設 2年目で、練習環境などのハード面も整備段階です。まだドイツ国内外から選手サ

ポーターを、強く惹きつけるまでには至っておりません。チームの更なる飛躍を、そしてバサラマ

インツで成長した選手が、将来ブンデスリーガや Jリーグ、日本代表として世界に羽ばたくことを

目標に、皆様のサポートを賜りたく存じます。 

 

詳細は下記にございます。何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

FCバサラマインツ 

会長 山下喬 
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会費 

会費 
4,500 円（振込手数料別）※入会金及びシーズン半期分 

次年度からは通年 5,000 円 

有効期限 入会日から 2016 年 6 月 30 日まで 

対象 
日本在住の個人（海外居住の方は contact@basara-mainz.com までご

連絡下さい。別途ご案内致します。 

 

 お申し込み及び入会方法 

インターネット 

下記会員規約をお読み頂き、「FC バサラマインツ協賛会 バサラフロイ

ンデ 2015/2016 会員申込フォーム」

https://docs.google.com/forms/d/1bDteFO6blUrqHtgza22na0vRoze5i

OTAUUPkOwoKOiI/viewform 

をご記入下さい。 

当会で確認後、お振込方法（銀行振込のみ）をご案内致します。 

 

会員特典 *…初年度のみ **…初年度のみ、次年度以降は別特典 

会員特典 

岡崎慎司アドバイザー直筆サイン入り FC バサラマインツステッカー** 

会員番号の付与* 

オリジナル会員証の交付* 

バサラフロインデ会員専用 Facebook ページへのご招待 

岡崎慎司アドバイザーからのビデオメッセージ(上記会員専用ページ内) 

季報（年 2 回予定） 

2015/2016 バサラフロインデ募集要項 
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FCバサラマインツ日本協賛会 

バサラフロインデ ヤーパン会員規約 

 
2015年 12月 1日制定 

 

「FC バサラマインツ日本協賛会 バサラフロイン

デ ヤーパン」にご入会頂く前に、以下の会員規

約を必ずお読み下さい。この規約に同意頂けない

場合は、大変申し訳ございませんが当会へのお申

込みを受付けることが出来ません。また、ご入会

頂いた会員は、全てこの会員規約に同意されたも

のとさせて頂きます。 

 

第 1条 総則 

・当会の名称は、「FC バサラマインツ協賛会 バサ

ラフロインデヤーパン」(以下協賛会)称し、ドイ
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ツ語では（Basara Freunde Japan）と表示します。 

 

第 2条 目的 

・当会は、FCバサラマインツを応援することを通じ、海外で活躍する日本人の育成及び会員同士の親

睦を深めることを目的とします。 

 

第 3条 会員 

・会員は、前 2条の趣旨に賛同し、所定の申込手続きを経て会員となるものとします。 

・会員は、「日本在住個人会員」に所属するものとします。 

 

第 4条 会員期間 

・会員期間は、当年 7月 1日～翌年 6月 30日までとします。 

 

第 5条 入会 

・会員は、本規約の内容を承諾の上、別途定める方法で入会申込を行い、当会が入会を認めた方とし

ます。会員は、以下の資格を満たしている方に限ります。 

ア) 日本国内に住所を有すること 

イ) 未成年の方は親権者の同意があること 

ウ) 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 

 

 

第 6条 会員資格の失効 

・会員期間内であっても、会員が下記いずれかに該当した場合、協賛会は当該会員の資格を失効させ

ることができます。この場合、支払い済みの年会費等については、協賛会は当該会員に対して、返

還の義務を一切負わないものとします。 

ア)当該会員が本規約に違反した場合 

イ)当該会員の入会申込書の記載内容に重大な虚偽があった場合 

ウ)当該会員の社会的信用が著しく低下した場合 

エ)その他、協賛会が当該会員を会員として不適格であると判断した場合 

 

 

第 7条 会員特典 

・会員は、協賛会が設定する各種特典について、協賛会が指定する方法により受けることができます。 

・各種特典について、追加、変更が生じた場合は、事務局所定の方法で会員に通知するものとします。 

 

第 8条 届け出事項の変更 

・会員の個人情報等に変更があった場合は、当該会員は、速やかに届け出るものとします。 

・前項に該当する届け出がない為、またはその届け出内容が不十分である為、当会からの通知または

その他の送付物が延着、または未着となった場合は、当該送付物が通常到着すべき時に会員に到着

したものとみなし、協賛会はその責任を負わないものとします。 

 

第 9条 退会 

・会員は会員期限内でも、本規約を解除し退会することができます。ただしこの場合、支払い済みの

年会費等について、事務局は当該会員に対して返還の義務を一切負わないものとします。 

http://basara-mainz.com/
mailto:contact@basara-mainz.com


Vereinsanschrift : FC BASARA MAINZ japanischer Fußballclub e.V., An der Wied 21, 55128  Mainz 
Internet : http://basara-mainz.com     E-Mail : contact@basara-mainz.com 

・会員期限終了とともに退会する場合は、前項に準じた届け出を行うものとします。 

 

第 10条 個人情報の取扱い 

・会員の個人情報は FCバサラマインツにおける、個人情報保護の方針に従い管理いたします。 

・当会は、会員に対する情報（会員の氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、電子メールアドレス）

を、以下の利用目的で取得することが出来るものとします。 

ア)当会における記念品等を発送、特典を提供するため 

イ)アンケート、問い合わせ、苦情対応実施のため 

ウ)会員個人を特定することができない形式により対外統計資料として提供するため 

・当会は、会員情報を、次の項目の何れかに該当する場合を除き、会員の同意を得ないで第三者（当

社が本会に関する業務を委託するもの及びその再委託先を除く。）に対して提供しないものとしま

す。 

ア)法令に基づき請求される場合 

イ)公的機関から請求される場合 

ウ)個人情報保護法その他の法令により認められる場合 

 

第 11条 附則項目の追加 

・当会は、本規約に対し、必要に応じて自由に附則項目を追加する事が出来るものとします。 
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