
サポーター募集 

一般社団法人日本アニマルピック委員会 

Animal Worid Cup 2020 in Tokyo実行委員会 

Animal World Cup 2020 in Tokyo開催をサポートして頂ける方を募集しています。 
公式ホームページ   サポーター枠へ企業名、または個人名を掲載させて頂きます。 

  
 
 
 

≪法人様 ：企業名の方のみ  1口 30,000円(税別)≫ 

≪個人様 ：個人名の方のみ  1口 10,000円(税別)≫ 

 



Animal World Cup 2020 in Tokyo サポーター（賛助会員）に関する規則 
 

(賛助会員) 
 第１条 Animal World Cup 2020 in Tokyo 実行委員会（以下当会という）の目的及び活動主旨に賛同して入会した
個人・団体・法人を賛助会員(以下会員という)とし、サポーターと呼称する。 

サポーターとしての期間は、2020年４月末日までとします。 
 

(入会申込) 
 第２条 当会に入会しようとする個人・団体・法人は、以下のＵＲＬ内のＷＥＢフォームにてお申込みください。 

        https://www.animalpic.or.jp 
(退 会) 
 第３条 退会は会員の自由意志とし、退会希望者は退会のための所要手続を行い、随時退会できる。 

        
(会 費) 
 第４条 会費は年会費とし、金額を次のとおりとする。会費は入会日より、2020年４月末日までとする。 

           一般会員   1口 10,000円    ／     法人会員   1口 30,000円 

 
一旦納入された会費は、理由のいかんを問わず返還しないものとする。年の途中で退会した場合の未経過分の会費も同様とする。 

  ※振込手数料は貴方にてご負担ください。 

  ※領収書は銀行振込み明細書をもって代えさせていただきます。 

サポーターとしての登録を申込みされる企業・団体につきましては、以下のとおりの登録審査を行います。 

Animal World Cup 2020 in Tokyo 実行委員会の設立の趣旨及び活動方針について十分に理解し、所定の誓約書を提
出して頂きます。 

サポーターとして相応しいかどうか委員会にて検討させて頂きます。 

委員会においてサポーターとして承認されました場合には、登録申込み企業・団体に対して書面にて登録承認通知を行うとともに、
サポーターとして登録いたします。 

登録が完了後、Animal World Cup 2020 in Tokyoサポーターとして、Animal World Cup 2020 in Tokyo 実行委員
会とともに人と動物の幸せを目的に真の共生を目指す推進をお願いいたします。 

 

【サポーターとしての遵守事項】 

Animal World Cup 2020 in Tokyo 実行委員会の設立の趣旨及び活動方針について十分に理解して頂きます。 

Animal World Cup 2020 in Tokyo 実行委員会における活動は、あらゆる企業・団体の商品・サービスの推奨、思想の流
布等の行為を行い、加担し、参加することはいたしませんので、その趣旨を十分に理解して頂きます。 

毎年12月末までに本年度の活動実績についての報告書と、次年度のAnimal World Cup 2020 in Tokyo 実行委員会動
の活動計画書あるいは概要書を作成提出して頂きます。 

その他、Animal World Cup 2020 in Tokyo 実行委員会においてサポーターとしての遵守事項として定めた事項 

サポーターの資格喪失サポーターとしての登録された支援企業・団体（以下「サポーター」）が、6条及び第8条の事項に該当また
はそれに準ずる行動・言動があり、Animal World Cup 2020 in Tokyo 実行委員会においてサポーターとしての適格性に欠
けるものと判断した場合、サポーター資格を喪失するものとし、Animal World Cup 2020 in Tokyoのホームページよりサポー
ター名を削除します。 

資格喪失の決定は、Animal World Cup 2020 in Tokyo 実行委員会の決定において行い、内容については異議無く承諾
して頂きます。同決定は書面をもって通知します。 
 

(特 典) 
 第５条 会員は次の特典を受けることができる。 
(1) Animal World Cup 2020 in Tokyo 実行委員会に関する情報提供 
(2)  Animal World Cup 2020 ㏌ Tokyo ロゴの使用 

   ※使用内容は、 ロゴ規定 をご確認ください。 

(3) 公式HPへ個人名、企業・団体名記載（希望者のみ）  

 

 

サポーター入会規約 

https://docs.google.com/forms/d/1lqj2FamemxcJoxDcIhYabuFExrE6zVP1cB0qWvPIOL0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1lqj2FamemxcJoxDcIhYabuFExrE6zVP1cB0qWvPIOL0/edit
https://docs.wixstatic.com/ugd/b86f5d_40c8cc84f5004a8e8149a9769a13e9bf.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/b86f5d_40c8cc84f5004a8e8149a9769a13e9bf.pdf


(禁止事項) 
第６条 会員は、次のことをしてはならない。 
(1) 当会の承諾なしに、当会支援のための街頭募金、街頭での入会勧誘を行うこと 
(2) 当会の承諾なしに、当会の名称・略称・マーク・ロゴタイプを使用して、名刺などの印刷物を制作したり、団体を結成し 
   たり、会合を開いたり、活動や調査を行うこと 
(3) 当会の承諾なしに、当会商品の販売活動を行うこと 
(4) その他、当会の名誉を傷つけ、信用を失墜させる行動をとること 
 
（不可抗力） 
第７条 天才事変等その他の不測の事態によりAWC大会が開催できなかった場合、もしくは開催途中に中止した場合は、
Animal World Cup 2020 in Tokyo 実行委員会はサポーターに対しその責を負わないものとします。 
 
(会員資格の喪失) 
第８条 会員は次の事由によってその資格を失い退会する。 
趣旨及び活動方針に反し、または反するおそれのある、または損なう、行為・言動 
企業・団体の商品・サービスの推奨、思想の流布等の行為を行い、加担し、参加することをしないという趣旨に反 し、一般人をして特定企業その
他団体の商品・サービスの推奨、思想の流布等の行為を行っていると誤認させ、または誤認させるおそれのある行為・言動 
Animal World Cup 2020 in Tokyo 実行委員会における活動を登録サポーターを含み特定の企業その他の団体の営利活動のために利用
し、または利用していると認められるような行為・活動 
Animal World Cup 2020 in Tokyo 実行委員会における活動に反し、またはAnimal World Cup 2020 in Tokyo 実行委員会および
登録サポーターに対し誹謗中傷し、あるいは誹謗中傷すると認められるような行為・言動公序良俗・強行法規に違反する行為 
登録サポーターについて、法律上の許認可を受けている場合、その許認可の取り消し等法律上の処分を受けた場合、または、法律違反を理由に
処罰を受けた場合 
前号と同じケースで法律上の処分・処罰を受けなかった場合でも、対象となった行為等が社会的に不相当なものである場合 
その他、Animal World Cup 2020 in Tokyo 実行委員会における活動をすることが相応しくない行為・言動 
サポーターの辞退についてサポーターの辞退を希望されることは自由です。ただし、その旨を文書にてAnimal World Cup 2020 in Tokyo 実行
委員会に提出をお願いいたします。 
サポーターを辞退した場合、あるいは資格を喪失した場合はAnimal World Cup 2020 in Tokyoのホームページ「サポーター（企業・団体）」
ページにおける記載を削除いたします。 
また、退会・資格喪失した登録サポーターは自ら公開しているホームページ上でのサポーターとしての掲載、その他サポーターと誤解される行為をする
ことはできません。 
サポーター（企業・団体）基準の内容の変更Animal World Cup 2020 in Tokyo サポーター（企業・団体）基準の内容は、Animal 
World Cup 2020 in Tokyo 実行委員会において任意に変更致しますが、登録サポーターは同変更内容については異議無く承諾するものとし
ます。 
 

(1) 所定の退会手続を完了したとき 
(2) 会費納入期限を1年が過ぎるも会費の納入がないとき 
(3) 死亡したとき 
(4) 転居、行方不明など所在の知れないとき 
(5) 理事会において第８条の事由により、除名の決議がなされたとき 
 
(除 名) 
第9条 会員が次の各項の一つに該当するときは、理事会の決議をもってこれを除名することができる。 
 
(1) 第６条に定める禁止事項に違反したとき 
(2) その他、当法人の活動趣旨に反する行動をとったとき、当法人の信用を失う行為があったとき 
 
(本規則の変更) 
第10条 本規則を変更しようとするときは、理事会の決議を経なければならない。 
 
登録変更 
Animal World Cup 2020 in Tokyoサポーター登録内容の変更について 
お名前、ご住所、電話番号、メールアドレス等、会員様情報に変更が生じた場合は事務局までご連絡下さい。 
 
（利用規約の改定について） 
第11条 本規約の内容につきましては、予告なしに改定される場合がございます 。 
なお、改定された内容についてはこのページ、または同等のページにてお客様にお知らせいたします。  
                                                                  以上 



 会社名/団体名（フリガナ）   

 代表役職  代表者名 

 担当者部署・役職  担当者名 

 〒   

  

 Tel.  Fax. 

 E-mail  Web 

  HP企業名掲載：   □希望     □希望しない    HP個人名掲載：    □希望       □希望しない 

サポーター申込書 

一般会員    法人会員 

お申込みいたします。 ※いずれかに○を付けてください。 

年   月   日 

【振込先】 
銀行名：三菱UFJ銀行 
支店：田町支店 
口座種別：普通 
口座名：アニマルワールドカップ 
口座番号：1669895 

会員 口数 金額 

      

一般会員   1口 10,000円     ／     法人会員   1口 30,000円 

※お振込口座名とお申込者名が異なる方は 
下記に お振込名を記載ください。 
 
振込名                        

Animal World Cup 2020 in Tokyo のHP内の 申込フォーム よりお申込みください。 
※HPよりお申込が出来ない方は、こちらの用紙にご記入いただきFAXにてお申込ください。 

Animal World Cup 2020 in Tokyo 実行委員会 御中 

FAX：03-5730-7734 

https://docs.google.com/forms/d/1lqj2FamemxcJoxDcIhYabuFExrE6zVP1cB0qWvPIOL0/edit

