
私はMUSIC PARTYの規約を承諾の上、MUSIC PARTYの入会申込を致します。また
、私が提出した個人情報が(株)ディスクガレージの責任の下、 MUSIC PARTYの運営
管理サービス提供の目的に限り利用されることを承諾します。

ご本人様自署

アンケート 可能な範囲でご回答ください。 ご回答による入会審査への影響はありません。

ご
署
名 (

必
須)

フリガナ

フリガナ

(姓) (名)
性別

男性
女性

学生　 会社員　 主婦
アルバイト　　その他

19　　　年　　　月　　　日

お
名
前

ご
住
所

電
話
番
号
携
帯
電
話

生
年
月
日

ご
職
業

ご本人様印

携帯電話のない方は
平日昼間の連絡先を
記入

チケットの予約に必要です

お申込日  　 　　　年　　月　　日

注意　MUSIC PARTYは会員ご本人様がコンサートへ行く目的でチケットをご購
入頂くための会です。オークション出品などあらゆる手段によるチケットの転売、それ
を目的とする入会およびチケット申込を一切禁止しています。（規約第三条参照)

NML100201TRMRNW

好きなアーティスト　（複数回答OK）

MUSIC PARTYをどちらで知りましたか？
□コンサート会場のチラシ　 □ディスクガレージのフリーペーパー
□ディスクガレージのHP　 □コンサート会場のアンケート 
□ディスクガレージのメルマガ □友人・知人から聞いた
□その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

※訂正箇所には二重線で消して、必ず訂正印(お届け印)を押して書き直して下さい。
※書類に不備があった場合、入会手続きが翌月以降に持ち越される場合があります。

記入が終わったら、もう一度確認
　　　CHECK１　必要項目に記入漏れ、記入間違いはありませんか？
　　　CHECK２　お届け口座の印鑑は間違いありませんか？
　　　CHECK3　署名を忘れていませんか？

申込書あて先

民間金融機関またはゆうちょ銀行のいずれかをご記入下さい。

● ご入会者本人名義の口座のみとなります。
● お届け印が不確実な場合は、必ず金融機関にご確認下さい。
● 統廃合などによる支店名・コードの変更にご注意下さい。
● フリガナ記入漏れにご注意下さい。

(枠線で切り取り貼り付け可)

ご入会を心よりお待ちしております。

ディスクガレージ 有料会員サービス「MUSIC PARTY」への
入会申込みは下記「申込方法」と入会規約をご確認下さい。

〒150-6024
YGP局私書箱5026号
株式会社ディスクガレージ MP係  ※住所不要  

15

会員証とお手紙が届いたら、

〆切後〆切月の下旬に会員証とお手紙をお送りします。

キリトリセンで切り取り、入会申込書を郵送。



【ディスクガレージ ミュージックパーティー会員規約】(2019/10/1 改訂) 

株式会社ディスクガレージは個人が当社主催のコンサートを利用することを目的とした会員組

織 MUSIC PARTY を組織・運営し、その会員規約につき、下記の通り定める。 

 

第 1 条（会員の定義） 

MUSIC PARTY の会員（以下、会員という）とは、下記に該当する者をいう。 

 

ディスクガレージ MUSIC PARTY 会員規約（以下、本規約という）を承認し、かつ株式会社ディ

スクガレージ（以下当社という）が MUSIC PARTY（以下、MP という）への入会を承諾した個人。 

 

第 2 条（会員の種別） 

1.最初の会報を発送してから別途定める方法に基づく入会金及び年会費の当社への支払いが完

了するまでは準会員といい、入会金及び年会費の当社への支払い完了後は会員という。 

2.当社の指定する期日までに入会金と年会費の両方もしくはそのどちらかの支払いがない者に

対しては、入会申込は無効とし当社は会報送付やチケット送付等の債務を何等負わず、また、

それまでに支払われた金員は一切返還しない。 

 

第 3 条（会員資格） 

1.会員は下記の条件を全て満たすものとする。 

(1) 日本国内に在住し、国内郵便で配達可能な所在地に住居を持ち、MP の登録住所に指定して

いること。 

(2) 法人ではなく個人であること。 

(3) 既に会員登録をしていないこと。又は同一個人で複数の会員登録をしていないこと。 

(4) 住所や電話番号を同一と当社がみなす世帯では、たとえ別名義であっても 3 名以上の会員

の登録がないこと。 

(5) 入会金・年会費・チケット購入代金を指定の期日までに指定の方法で当社に入金すること。 

(6) MP にて入手した、又は入手しようとするチケットもしくはチケットに類する一切のものを、

オークションや委託販売サイトなども含むあらゆる手段で第三者へ転売した、あるいは転売し

ようとしたことがないこと。 

(7) 会員本人名義の金融機関の取引可能な普通預金口座を保有し、第 4 条の入会金・年会費自

動引き落とし用の口座として登録指定していること。 

(8) 会員の地位や権利を第三者に貸与又は譲渡をしないこと。 

(9) 過去に強制的に MP を退会処分にさせられたことが無いこと。 

(10) 個人でコンサートを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。 

(11) 当社が必要と判断した場合には、当社の求めに応じ身分証明書またはその写しを当社に提

示すること。 

(12) 会員が申告した内容に偽りがないこと。 

(13) 入会時点での年齢が満 20 歳以上であること。入会時点での満年齢が 20 歳未満の場合は親

権者などの法定代理人の同意と責任の元で入会すること。 

2.入会時に前項の条件を満たさない者は入会をすることができない。また、入会後に前項の条

件を満たさなくなった会員もしくは準会員は何等催告無く即時に会員の地位や一切の権利・債

権を自動的に失い、強制的に退会処分とする。退会処分とされた会員もしくは準会員は当社に

対し何等異議を唱えることはできず損害賠償請求の権利も一切行使できない。 

3.会員もしくは入会申込をした者が本条第一項の各条件を満たしている場合でも、別途当社が

判断し入会を認めない場合や会員を退会処分とする場合がある。その場合も当該会員に対し前

項が適用される。 

 

第 4 条（入会金・年会費） 

1.MP の入会金は 524 円とし年会費は 3667 円とする。 

2.入会金及び年会費の入金方法は、会員及び準会員本人名義の金融機関の口座から自動引き落

としにより支払われるものとする。 

3.当社は前項の口座自動引き落としを株式会社アプラス等の代金収納代行会社に業務委託して

代行させるものとし会員はこれらの収納代行会社からの引き落としを認めるものとする。 

4.入会金・年会費は、理由の如何を問わず一切返金しない。 また、会員が退会した場合、退会

時点が会員の有効期限内であっても入会金・年会費は一切返金しない。 

 

第 5 条（会員の有効期限と継続） 

1.会員の有効期限は 1 年間とする。但し、この期間には準会員である期間を含む。 

2.当社指定の入会申込書が記入上の不備のない状態で当月 15 日までに当社に届いた場合は、翌

月 1 日より会員の有効期限が開始される。入会金及び年会費は翌月 27 日（休日の場合は翌営業

日）に会員の指定する金融機関の口座より自動引き落としされる。 

3.会報で指定する継続手続の期日までに、会員から退会の申し出が無い場合、有効期限を延長

する意思表示と見なし、会員期限満了月の前月 27 日（休日の場合は翌営業日）に会員の指定す

る金融機関の口座より年会費が自動引き落としされる。年会費の口座引き落としが問題なく完

了した場合は会員の有効期限は自動的に 1 年間更新され、以後毎年同様に自動的に更新される。 

 

第 6 条（会員証・会員番号及びパスワード） 

1.当社は会員に対して MP 会員証を発行する。 

2.会員証は、他人への転売・貸与・譲渡はできない。 

3.会員が会員証を紛失、また破損した場合には速やかに当社に連絡すること。 

4.会員証は原則として再発行しない。但し、故意でない紛失・汚損又は破損等で当社が再発行

を認める場合はこの限りではない。会員証再発行の場合、会員は 250 円を当社が別途指定する

方法で支払うものとする。 

5.公演会場で当社又は当社が委託する者が会員に対し会員証及び身分証明書の提示を求めるこ

とがあるので公演会場へはこれらを必ず携帯すること。また会員証及び身分証明書の提示を求

められた会員はこれに応じるものとし、応じない場合、又は不携帯の場合は公演会場より退出

させる場合がある。退出させられた会員はチケット代の払い戻しやその他の賠償請求をするこ

とはできないものとする。 

6.当社は、会員に対し会員番号を発行する。また、パスワードは入会手続きが完了後、会員本

人により登録を行い、当社に届け出るものとする。 

7.会員は、会員番号及びパスワードを第三者に漏洩しないよう、善良なる管理者の注意をもっ

て管理責任を負うものとする。 

8.会員の不注意、過失により会員番号・パスワードが第三者に漏洩した場合や、第三者の会員

番号・パスワードの使用により会員もしくは第三者に発生した損害は会員が負うものとし、当

社は一切の責を負わないものとする。 

 

第 7 条（申込書記載事項の変更 

1.会員の氏名・住所・電話番号・金融機関口座等、申込書記載内容に変更が生じた場合は遅滞

なく当社 MP 係へ届け出るものとする。 

2.会員から前項の届け出がなく、会報やチケット等の当社からの送付物等が延着及び未着とな

った場合は、当社は一切の責を負わない。 

 

第 8 条（告知媒体） 

1.会員への販売受付公演等の告知・その他連絡事項等は原則として会員専用ウェブサイトで行

う。但し、メール又はその他の媒体・手段をもって告知・連絡事項を案内する場合がある。 

2.会報の発送は毎月 1 日～3 日頃とする。但し、年末年始、休日等の場合はこの限りではない。 

3.当社が会報以外の手段で告知した場合、当該媒体を受理できる環境に会員が無い場合であっ

ても会員は何等異議を唱えない。 

4.会報が延着、及び未着の場合は速やかに当社まで電話にて連絡すること。会報等にて指定す

る締め切り日までに連絡の無い場合は、届いたものとみなす。 

5.会報の発送日は原則として前号の会報に記載して告知するが、事前の催告無く告知媒体を変

更する場合がある。 

6.当社はウェブサイトやメール等の他の媒体をもって会報とする場合や、会報をウェブサイト

やメール等に移管していく場合がある。 

7.会員は、当社から会員へ告知する全ての媒体上の情報を他のあらゆる媒体に転載することや、

会員以外の第三者に漏洩することはできない。 

 

第 9 条（退会） 

1.会員が MP からの退会を希望する場合、会報等で指定する継続手続の期日までに会報等で指定

する方法で当社へ通知すれば、有効期限満了後または退会手続き完了後の会報送付を停止し会

員の権利・地位を失う。但し、会員が本規約第 3 条 2 項もしくは 3 項により強制的に退会させ

られた場合はこの限りでなく、強制退会処分を以って会員の権利・地位を即時に失い、以降一

切の役務の提供を受けることはできない。また強制退会処分の時点で購入申込もしくは既に代

金の支払われたチケットがあった場合、そのチケットでの入場の権利が無効となる場合があり、

支払われた代金が返金される場合がある。 

2.退会の場合は、支払い済みの入会金・年会費は一切返金しない。 

 

第 10 条（チケット予約・購入） 

1.会員は、会員専用ウェブサイト等で販売受付を告知する公演のチケットを会員本人の入場を

目的とする場合に限り予約・購入することができる。 

2.会員がチケット予約・購入が可能な公演は、会員専用ウェブサイトの他、メール等の媒体・

手段をもって告知する場合がある。 

3.チケット予約・購入は、各告知媒体にて指定する方法で申し込むものとする。 

4.当社主催公演であっても MP で販売受付の無いものがある。また、公演によっては購入枚数制

限等の購入条件や購入制限がつくものがある。 

5.MP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の座席であるとは限らず、

又、座席・整理番号は抽選で決定され、申込の先着順ではないことを会員は承諾し、これに何

等異議を唱えない。 

6.申込方法や入金方法に関しては、会報や告知物を参照の上、正しい方法で申込・入金するこ

と。 

7.当社運営のチケット・オンラインサイト「GET TICKET」を利用した申込の場合、会員は｢GET 

TICKET｣ご利用規約及び「付帯規定 チケット販売」に従うものとする。 

8.チケットの購入申込後又は入金後のキャンセルや枚数等申込内容の変更はできない。 

9.チケットの購入申込に関し、指定の期間外での送金、及び必要事項の記入漏れ、金額違い等、

当社が指定した事項が守られていない場合は全て申込が無効となり、チケットの予約も無効と

なる。その場合は送料等を差し引いた金額を返金する。 

10.購入申込期間中であっても当社の販売予定枚数に達した場合、会員はチケットを購入できな

い場合がある。 

11.チケット代金を返金する場合は、一般発売後の返金となる場合もある。 

12.会員は本条の各項に基づく返金につき事前に承諾したものとし何ら異議を唱えない。 

 

第 11 条（チケットの再発行） 

当社が発送後のチケットは理由の如何を問わず再発行はしない。 

 

第 12 条（チケットの発送） 

チケットの発送は、通常は公演日の 2 週間前であるが、公演日の 1 週間前になっても返金もな

くチケットも未着の場合は、入金した際の受領証を用意の上、当社 MP 係まで電話にて問い合わ

せすること。但し、公演によっては当社がダフ屋行為等の二次売買を防止する目的で故意に公

演日直前に送付する場合があり、会員はこれを了承するものとする。 

 

第 13 条（座席及びお子様） 

1.会場によっては安全を確保するため座席から立ち上がって鑑賞することを禁止する座席が設

定されている場合がある。座席の抽選結果によっては、会員は立ち見禁止の座席を購入する場

合があり会員はこれを了承するものとする。 

2.MP で複数枚購入したチケットが稀に、座席を連番で用意できない場合があることを会員は事

前に了承するものとする。 

3.原則として、公演の入場者が 3 歳以上の場合はチケットが必要となる。但し、公演によりチ

ケットが必要になる年齢が違う場合がある。会員は幼児・児童等がチケット購入する場合は事

前に当社に確認すること。 

 

第 14 条（個人情報の取扱） 

1.当社は、会員よりご提供を受けた個人情報を下記の目的に利用する。尚、下記以外の目的で

個人情報を利用する場合は改めて目的を通知し、会員の同意を得るものとする。 

(1) チケット及び商品の販売ならびにそれに付随する情報提供 

(2) チケット及び商品または情報提供に関するユーザーサポート 

(3) その他の関連または付随するサービスの提供 

(4) 統計資料の作成 

 

かかる業務遂行の為に個人情報を利用すること、また、その為に必要な範囲で当社が個人情報

の一部を業務委託先に開示することに同意するものとする。かかる場合、当社は、業務委託先

に対して個人情報を他の第三者に開示、漏洩しない義務及び業務委託契約に定められた目的以

外で使用しない義務を課すものとする。 

2.当社は、次の何れかに該当する場合に、個人情報及び個人履歴の全部又は一部を会員の同意

を求めることなく、第三者に対して開示することができるものとする。 

(1) 法令に基づく場合 

(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある等、緊急を要する場合であって、か

つ当該会員本人の同意を得ることが困難であるとき 

(3) 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行す

ることに対して協力をする必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の

遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

3.当社は、自らが合理的と判断する範囲で、個人情報及び個人履歴を、その流出、消失、紛失、

不正なアクセス、改ざん、破壊等から保護するための措置を講じるものとする。 

4.会員からの下記の依頼に対して、当社は必要な確認をした上で、合理的な範囲内でかかる希

望に関し、これを実行するものとする。 

(1) 当該会員が提出した個人情報の内容確認 

(2) 当該会員が提出した個人情報の修正及び更新 

(3) 当該会員が提出した個人情報の利用及び開示に関する、既に行った同意の一部又は全部の

撤回 

(4) 当該会員が提出した個人情報の削除 

 

第 15 条（本規約の変更） 

本規約は事前の催告無く変更される場合がある。 

 

第 16 条（管轄裁判所） 

本規約に関し会員と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は東京地方裁判所を第一審専属的合

意管轄裁判所とする。 

 

付則 2009/1/1 一部改訂 

付則 2009/5/1 一部改訂 

付則 2012/8/21 一部改訂 

付則 2014/2/20 一部改訂 

付則 2015/3/1 一部改訂 

付則 2017/4/1 一部改訂 
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