第12回居酒屋甲子園 エントリーシート （締切り3月24日（金）※入金含）

会社情報記入

（居酒屋甲子園ご担当窓口の方、ご請求書先）

1 記入日

2017年

月

日

2 会社・企業名
3 会社・企業名（カナ）
4 代表者名（社長）

※敬称略

5 担当者名

※今後メールでのやりとりをします

必須 6 ご担当者メールアドレス（ＰＣアドレス優先）
7 電話番号
8 ＦＡＸ番号
9 郵便番号
10 都道府県

※請求書・資料お送り先住所

11 区市町村・マンション名

店舗

12 参加される店舗数
13 自社ホームページＵＲＬ

□銀行振込

14 お支払い方法
15 お振込口座名義名（カナ）
16

※名義名を元に入金確認します

第12回参加約款に同意し、3月24日（金）までに
□同意し、期日までに入金致します。
指定の口座へお振込みを致します

印

※会社と店舗が同じ場所の場合でも、上下にご記入をおねがいします。

店舗情報

【 店舗目】

1 参加店舗名

※正式名称でお願いします

2 参加店舗名（カナ）
必須 3 店長名
4 電話番号
5 ＦＡＸ番号
6 郵便番号
7 都道府県
8 区市町村・マンション名
9 営業時間
10 定休日

席
円

11 席数
12 客単価
13 客層

□20代男性 □20代女性 □30代男性
□30代女性 □40代男性 □40代女性

14 ぐるなびページＵＲＬ

□ あり

□なし

15 ホットペッパーURL

□ あり

□なし

NPO法人居酒屋甲子園事務局 ＦＡＸ 03-3816-0255
□

お振込み口座：三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 （普）
口座番号 ３８０４７９１
トクヒ）イザカヤコウシエン

追

店舗情報

【

追加・新規店舗用紙

店舗目】

1 参加店舗名

※正式名称でお願いします

2 参加店舗名（カナ）
3 店長名
4 電話番号
5 ＦＡＸ番号
6 郵便番号
7 都道府県
8 区市町村・マンション名
9 営業時間
10 定休日

席
円

11 席数
12 客単価
13 客層

□20代男性 □20代女性 □30代男性
□30代女性 □40代男性 □40代女性

14 ぐるなびページＵＲＬ

□ あり

□なし

15 ホットペッパーURL

□ あり

□なし

店舗情報

【

店舗目】

1 参加店舗名

※正式名称でお願いします

2 参加店舗名（カナ）
3 店長名
4 電話番号
5 ＦＡＸ番号
6 郵便番号
7 都道府県
8 区市町村・マンション名
9 営業時間
10 定休日

席
円

11 席数
12 客単価
13 客層

□20代男性 □20代女性 □30代男性
□30代女性 □40代男性 □40代女性

14 ぐるなびページＵＲＬ

□ あり

□なし

15 ホットペッパーURL

□ あり

□なし

貴社名

NPO法人居酒屋甲子園事務局 ＦＡＸ 03-3816-0255
2店舗以上のお申込は、コピーしてご使用ください。

第12回居酒屋甲子園に関して

第12回居酒屋甲子園 エントリーについて ■第12回エントリー〆切
第12回のエントリーシートになります。ご記入の上、事務局までFAXを宜しくお願いします。 ■ご入金〆切
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合わせください。
■3月24日（金）
第12回居酒屋甲子園を一緒に、この業界を盛上げていきましょう！

① 参加完了までの流れ 【参加概要の確認と手続き方法】
ご担当者様
①こちらの資料を全て確認する。
（開催概要/会社情報シート/店舗情報シート/参加契約約款）
②参加契約約款を読む。
㊞をお忘れなく！
③会社情報をご記入。
④店舗情報をご記入。

② ご請求書の発行
事務局

第12回参加申込の御請求書をお送りします。
※会社情報にご記入いただきました住所、ご担当者様先宛にお送りします。

③ ご入金のお手続き
ご担当者様
第12回請求書または、下記お振込み先に
参加費をご入金ください 〆切：３月２４日

￥

注意：ただし、入金の確認ができない場合は
エントリーは取り消されますのでお気をつけください。

④ ご入金の確認
事務局

お振込み先：
1店舗/35000円

三菱東京UFJ銀行 渋谷支店 （普）
口座番号 ３８０４７９１
名義：特定非営利活動法人 居酒屋甲子園
トクヒ）イザカヤコウシエン

参加手続き完了
居酒屋甲子園ホームページの
『参加店舗一覧』ページにて店舗名（リンク）の掲載

居酒屋甲子園からのお知らせや、最新食情報・
勉強会情報などお得な情報をメールにて配信！
※ お申込の際に、メールアドレスを記載
戴いた方のみとなります。

居酒屋甲子園
情報配信

※2017年4月中に店舗名を
ホームページにアップ致します

-------------------------------------

■ＦＡＸをされる前に！■

【本申込書の記入もれはないですか？】
□
□
□
□
□

会社情報は全てご記入されましたか？
捺印はされましたか？
店舗情報は全てご記入されましたか？
ご担当名は書かれましたか？
メールアドレスはお間違いはないですか？

第12回居酒屋甲子園参加契約約款
特定非営利活動法人居酒屋甲子園（東京都文京区本郷3-3-11IPB御茶ノ水ビル9F 理事長・細川雄也(以下主催団体という）と参加店舗は、「共に学び、共に成長し、
ともに勝つ！」を理念に非営利活動である大会「第12回居酒屋甲子園」を共に成功させるために、以下の約条に合意する。本約款は、第1条の手続に
より成立する参加契約の契約条項となるものである。
第１条（参加契約）
1.主催団体が、平成29年11月14日に開催する「第12回居酒屋甲子園」
（以下、本大会という）に参加を希望する店舗は、以下のいずれかの方法で申込み
をする。
１）ホームページ上の所定の応募メールフォームによるメール申込み
２）ご案内パンフレットの申込フォームに記入しＦＡＸ申込み
３）事務局に直接電話による申込み
2. （契約）前項の参加店舗の申込みを、主催団体が受け付け、
参加費用を入金したときに参加契約（以下、本契約という）が成立するものとする。
3. 参加費用は、１店舗につき３５，０００円とする。
第２条（参加費用の支払い）
参加店舗は、主催団体の指定する銀行口座に、第１条記載の参加費用を請求書に
締切日までに必ず送金して支払うものとする。
送金がない場合は参加を取り消す。
第３条（参加店舗へのメリット提供）
主催団体は、参加店舗に以下のメリットを提供する。
1. 覆面調査のレポートの提供
2. 参加店舗、サポーター企業との交流
3. 予選会への参加、決勝に進出後の壇上でプレゼンの機会及び店舗プロモーション
ビデオの作成
4. ＨＰに掲載（リンク有）
5. その他関連するメリット
第４条（名称の使用等）
参加店舗は、主催団体の承認をえた場合本大会名とロゴを使用した広告活動を行う事が
できる。
主催団体は、参加店舗の名称を使い大会のプロモーション活動を行うことができる。
なお、本大会のトレードマークやロゴについての商標権、所有権はあくまで主催団体に
帰属する。
第５条（本大会の責任等）
主催団体は、本大会の企画等全てにつき裁量の自由を持つとともに、本大会実行と
管理について責任を持つ。

第６条（主催団体の大会運営）
主催団体は、本大会につき次の事項の実行を約束する。
1. 大会開催の全ての企画と運営に必要なスタッフと運営組織の編成
2. 主催団体として、大会ルール等の運営に関する事項の作成と周知
3. 本大会の公正な審判に必要な組織の任命
4. 財務、収支計画と実行
5. 報道関係の対応
6. その他大会実行に必要な関連事項
第７条（著作権等）
参加店舗の本大会中の発言、写真、ビデオ等の著作権は、全て主催団体に譲渡する
ものとし、その著作権を放棄する。参加店舗は主催団体の作成する本大会のＤＶＤ作
成・出版物・その他製作物に何らの異議がないことを確認する。
又、参加店舗は、主催団体がサポーター企業向け等に発行する文書等に、その店舗
情報が掲載されることを異議なく承認する。
第８条（大会メディア使用権）
参加店舗は、本大会中に作成された写真・ビデオその他のメディアについて、本大会終
了後もその宣伝活動の目的で使用することが出来る。
但し、主催団体に対し、事前に連絡するものとする。
第９条（契約の解約）
主催団体の債務不履行を理由とする解約以外の途中解約については、主催団体は
受領済みの参加費用は返還しないものとする。
第10条（不可抗力）
主催団体は、天災事変等その他の不測の事態により本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、参加店舗の被る損害に対し、その責を負わない
ものとする。
第11条（契約の成立と有効期限）
本契約の有効期間は、平成29年11月14日までとする。
第12条（連絡の伝達）
主催団体からの連絡事項は、居酒屋甲子園公式ホームページ、登録したメールアドレス
ＦＡＸ番号、TEL番号宛てのいずれかで伝達し、参加企業はこれを確認するものとする。
ＮＰＯ法人 居酒屋甲子園

