
SFP MAG MEMBERS
このたびはSFP MAG会員にご入会・ご継続いただきありがとうございます。
ご利用の前に必ず会員規約をお読みくださいますようお願いいたします。
チケットのお申込み方法等その他詳細につきましては別途郵送する会報誌にてご確認ください。

サンデーフォークプロモーション
〒461-8522 名古屋市東区東桜2-12-8 TIビル

SFP MAG会員専用TEL052-320-9200（10:00～18:00）

SFP MAG会員規約

サンデーフォークプロモーションでは、会員への入会に際して以下のSFP MAG会員規約(以下「本規約」)を定めております。ご利用に際しては、規約への
同意を前提としておりますので必ず同意の上ご利用ください。
第1条　規約の適用
1. 本規約は、株式会社サンデーフォークプロモーション(以下「弊社」)が提供する各種チケット・商品販売サービス(以下「本サービス」)をお客様が利用す
るにあたりその利用の一切に適用します。2. 本規約に付随する各種個別規定は、本規約の一部を構成します。3.弊社は合理的な範囲・方法により、変更内
容及び効力発生時期を告知して、お客様の同意を得ることなく本規約および前項による個別規定を変更でき、お客様は予めこれを同意するものとします。
第2条　会員の定義
1. SFP MAG会員（以下、会員という）とは、次の(ア)(イ)(ウ)に該当するものをいいます。(ア) SFP MAG会員規約に同意した個人。(イ) 弊社がSFP MAG
会員への入会を承諾し、所定の入会金・年会費を支払っている個人。(ウ) カード会員においては所定の手続きにより入会申込み後、提携カード会社と弊社
が入会を承諾し、所定の入会金・年会費を支払っている個人。
第3条　会員資格
1. 会員は、下記の条件を全て満たしているものとします。(ア) 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つ個人であって、金券類の売買
を目的として古物商免許を有していないこと。(イ) 登録情報の全ての項目に関して虚偽(誤記または記入漏れを含む)が無いこと。(ウ) 既に会員登録をして
いないこと。又は同一個人で複数の登録をしていないこと。(エ) 入会金・年会費・チケット代金および付随する各手数料等を指定の期日までに指定の方法
で弊社に入金すること。また、意図的な不払い行為を行わないこと。(オ) 購入したチケット(もしくはチケットに類する一切のものを含む)を第三者に転売
したことがないこと、あるいは転売しようとしたことがないこと、将来に転売しようとしていないこと。(カ) 本サービスを利用するための地位や権利を第
三者に貸与または譲渡をしないこと。(キ) 過去に会員登録を削除されたことがないこと。(ク) 過去に弊社の各種サービスで強制退会処分またはそれに類す
る処分を受けていないこと。(ケ) 弊社が必要と判断した場合には、弊社の求めに応じ身分証明書またはその写しを弊社に提示すること。(コ) 個人でコン
サートを楽しむ以外の目的で本サービスを利用しないこと。(サ) 暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力の構成員またはこれらに準ずる者のいずれ
にも該当せず、かつ将来にわたっても該当することがないこと。およびこれらに該当する者のために本サービスを利用しないこと。(シ) 本規約をすべて承
諾していること。2. 弊社は、お客様が前項の条件を満たしていないことを確認した場合、利用状態の如何にかかわらず、本規約に従い必要な処分を行える
ものとします。
第4条　会費
1. 会員の入会金は1,500円(消費税込)、年会費は一般会員3,000円(消費税込)、カード会員4,000円(消費税込・クレジットカード年会費1,000円含む)とし
ます。入会の次年度以降は別途記載(https://www.sundayfolk.com/info/help/member/mag.html)する継続割引が適用されます。また両会員共に会報誌
購読料を含みます。2. 入会金・年会費は、理由の如何を問わず一切返金いたしません。 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
も年会費は一切返金いたしません。
第5条　会員の有効期限と継続
1. 会員の有効期限は1年間とします。2. 一般会員の会員資格継続を希望する場合は、有効期間の満了する月の10日消印までに弊社指定の払込通知票にて会
員資格の更新手続きを行わなければなりません。この場合、翌月1日より会員の有効期限が1年間更新されます。有効期間の満了後は自動的に退会となり、
再度入会が必要となります。その場合、退会までに得ていた継続割引の権利も消失します。3. カード会員の会員資格継続を希望する場合は、会員より退会
(カード解約)の申し出がない限り会員の指定する金融機関口座より年会費が自動引き落としされ、会員の有効期限が1年間更新されます。以降毎年同様に自
動更新となります。
第6条　弊社から会員への各種告知
1. 会員へのチケット販売公演等の告知・その他連絡事項等は、原則として会報誌にて行います。但しハガキ・又はその他の媒体・手段にて販売受付公演等
の告知やその他の情報告知・連絡事項等の告知を行う場合があります。2. 会報誌は毎月25日発行とし、会員の登録住所に発送します。会報誌が延着及び未
着の場合は速やかに弊社まで電話にて連絡すること。各月の末日までに連絡の無い場合は届いたものとみなし、チケットの申込みや会員の更新手続きができ
なかった等の補償はいたしません。3. 弊社は、その裁量により、会報誌と並行してインターネットのホームページや電子メール等の他の媒体を発行するこ
とができるものとします。4. 会員は、弊社から会員のみへの告知を目的として行った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をしてはなりません。
第7条　登録情報の有効性の維持管理
1. お客様は登録情報を、常に有効な状態であるよう維持していただくものとし、変更があった場合には、所定の手続きにより遅滞なく弊社に届け出るもの
とします。カード会員においては、提携カード会社へ届け出るものとします。2. 弊社はお客様が前項の届出を怠ったことによって被るいかなる損害(弊社か
らの通知または送付物の不到達等)について、弊社は一切の責任を負いません。また、前項の届出を怠ったことにより、弊社またはその他の第三者が被った
損害について、お客様は全ての責任を負うものとします。3. お客様は、登録情報に間違いがあった場合(住所や電話番号に誤りがあり正しく連絡が取れない
場合など)、必要な範囲内において、弊社が登録情報の一部を変更することをあらかじめ承諾します。
第8条　会員資格の停止・退会処分
1. 会員が、下記各号のいずれかに該当した場合には、弊社は、事前の催告無く、直ちに当該会員の会員資格を停止または強制退会処分を行うことができる
ものとします。(ア) 料金等の支払債務の履行遅滞または履行不能が発生した場合。(イ) 個別規定 チケット販売 第5条 に違反した場合。(ウ) 手段の如何を
問わず、会員サービスの運営を妨害した場合。(エ) 同一個人が会員資格を複数有していた場合。(オ) 本規約に違反した場合。(カ) その他、合理的な事由に
より会員として不適切と弊社が判断した場合。2. 強制退会処分となった場合、当該会員は、弊社に対する債務の全額を直ちに支払うものとし、当該会員が
申し込み、もしくは購入したチケットについて、下記の通り取り扱います。(ア) 購入申込は、処分の時点ですべて取り消されます。(イ) 予約中のチケット
があった場合は、当該チケット予約は無効とし、代替チケット等も用意しないものとします。(ウ) 既に代金の支払われたチケットについては、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ります。3. 強制退会処分は、当該会員の地位や一切の権利・債権を自動
的に失わせるものとし、支払い済みの年会費も一切返金しません。退会処分とされた会員は、退会処分について弊社に対し何ら異議を唱えず、損害賠償請求
の権利も一切行使しないことに同意するものとします。
第9条　情報の利用と管理、個人情報の取り扱い
1. 弊社は、会員などが本サービス上において登録される情報のうち、個人の特定が可能な状態の情報を除いて、これら情報の利用に係る一切の権利を有す
るものとし、登録者の承諾を得ることなく、第三者に提供できるものとします。2. 弊社は、別途掲示(https://www.sundayfolk.com/info/privacy.html)
する「個人情報の取り扱いに関して」および「個人情報保護に対する方針」に基づきお客様の個人情報を取扱うものとし、お客様も同意するものとします。
3. 弊社は、本サービス上でにおいて登録された情報を監視し、次の各号の一つにでも該当する場合には、登録者に断りなくこれを削除できるものとしま
す。また登録者が会員である場合には、規約に基づき必要な措置を講ずることができるものとします。(ア) 当該情報が弊社もしくは第三者の著作権等の権
利を侵害していると認められた場合、または名誉や信用を明らかに毀損していると認められた場合(イ) 当該情報が弊社もしくは第三者の著作権等の権利を
侵害している事実、または名誉や信用を明らかに毀損している事実の警告を当事者あるいは関係者より受け取った場合(ウ) 日本または適用ある外国の法令
に違反していると認められた場合(エ) 官公庁から削除するよう命令を受けた場合
第10条　禁止事項
お客様は、本サービスの利用にあたって、次の各号に規定する行為を行ってはならないものとします。(ア) 他のお客様、第三者または弊社の名誉、信用を
侵害する行為(イ) 他のお客様、第三者または弊社の著作権、財産権、プライバシーもしくはその他の権利を侵害する行為、及び侵害するおそれのある行為
(ウ) 前号の他、他のお客様、第三者または弊社に不利益もしくは損害を与える行為、及び与えるおそれのある行為(エ) 同一の個人が複数の会員登録を行う
行為、もしくは行おうとする行為(オ) 公序良俗に反する行為、もしくはそのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他の会員または第三者に提
供する行為(カ) 犯罪的行為、もしくは犯罪的行為に結び付く行為、またはそのおそれのある行為(キ) 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動またはこ
れに類する行為(ク) 性風俗、宗教、政治に関する活動(ケ) 弊社の承諾なく、本サービスを通じて、もしくは本サービスに関連して、利益を得るもしくは得
ようとする行為(コ) 本サービスで販売するチケットを転売するまたは転売しようとする行為、およびそれらを目的として本サービスを利用する行為(サ) チ
ケット代金および付随する手数料等、本サービスの利用によって生じる各種料金の意図的な不払い行為(シ) 本サービスの公正円滑な提供を妨げる、または
妨げるおそれのある行為(ス) 法令に違反する、または違反するおそれのある行為(セ) 本規約に違反する、または違反するおそれのある行為(ソ) その他、弊
社が不適切と判断する行為

第11条　免責事項
1. 弊社は本サービス内容の正確性確保に鋭意努めますが、お客様は本サービス内容およびお客様が本サービスを通じて得る情報等について、弊社がその完
全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行うものではないことをご了承いただきます。2. 弊社は、あるお客様の行為により他のお客様が被った損
害について一切の責任を負わないものとします。3. 本サービスの提供に関し、その遅滞、変更、中止もしくは廃止、またはその他本サービスに関連して発
生したお客様の損害について、弊社の責による事由がある場合を除き、弊社は一切の責任を負わないものとします。4. 弊社はお客様のプライバシーや秘密
保持に鋭意努めますが、お客様は、本サービスでのセキュリティ機能には自ずと限界があるため、弊社はお客様のプライバシーや秘密等を完全に保つことを
保証できないことを了解のうえ、本サービスを利用するものとします。
第12条　準拠法
1. 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第13条　合意管轄裁判所
1. 本サービスに関連して、お客様と弊社との間で紛争が生じた場合には当事者間において誠意をもって解決するものとします。2. 協議をしても解決しない
場合、名古屋地方裁判所または名古屋簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第14条　その他
1. お客様は、本規約に定めのない事項について、別途弊社の定めるところに従うものとします。2. 弊社の主催するコンサートは、すべて一般社団法人　コ
ンサートプロモーターズ協会のライブ・エンタテインメント約款に基づきます。(ライブ・エンタテインメント約款　http://www.acpc.or.jp/ )

個別規定　チケット販売
第1条　チケットの購入
1. 会員は原則として会員本人の入場を目的とし予約・購入することが出来ます。2. 原則として毎月25日に発行する会報誌にて受付を実施する公演を会員へ
告知します。3. 会員がチケット予約・購入が可能な公演は、会報誌の他、ハガキ等でも告知する場合があります。4. チケット予約・購入は、会報誌等の各
告知媒体にて指定する方法で申し込むものとします。5. 会員受付の購入可能枚数は公演により異なります。6. 弊社の主催公演であっても会員受付の無いも
のがあります。7. チケットの申込後、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ません。8. 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、弊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ります。その場合
は送料等を差し引いた金額を返金します。9. 万が一、会員席が定員に達した場合は厳正なる抽選の上、返金となる場合があります。10. 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があります。11. 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こととしま
す。
第2条　座席の決定および優良位置の不確約
1. 会員受付で購入したチケットは他の経路より入手されたチケットよりも優良な位置であることを確約するものではありません2. 座席・整理番号は抽選で
決定され、申込の先着順ではありません。座席が前後になる場合や通路を挟む場合がありますが、会員はこれを承諾し、何ら異議を唱えないこととします。
第3条　紛失・盗難
1. チケットはいかなる場合(紛失・盗難・破損等)でも再発行しません。
第4条　チケットの払い戻し
1. 興行の内容変更や中止等によりチケット料金の払戻しが行なわれる場合、弊社は、本サービスよりご購入いただいたお客様を対象に、払戻しをする事が
あります。(ア)  払戻しは、所定の期間内・場所・方法によりチケット券面額を限度として行います。払戻し期間を過ぎた場合や、チケットを紛失したり、
著しい汚損・破損等により判読不可能な場合は払戻しできません。また、交通費・宿泊費・通信費・各種手数料等の補償はいたしません。(イ)  払戻しは、
お申込みの会員ご本人に対してのみに行い、その他の方からのご返送や分割返送に関しましては、払戻しはいたしません。
第5条　転売目的での購入および転売行為の禁止、転売されたチケットについての免責
1. 弊社から購入したチケットは、営利を目的として第三者に転売し、または転売のために第三者に提供する行為が禁止されております。2. 弊社は、お客様
がチケット等を転売しようとして本サービスを利用しおよびチケット等を購入する行為を禁止しております。3. 弊社は、お客様が、チケット券面額を上回
る金額で第三者へ転売、または転売をしようとする行為、および転売をしようとして、オークションまたはインターネットチケットオークション等に出品す
る行為を禁止しております。ただし、弊社が公認するチケットリセールサービスを用いて第三者に譲渡する場合を除きます。4. 弊社は、弊社が提示する正
規の購入経路およびリセールサービス以外(「チケットショップ」や「購入代行業者」「ダフ屋」等)から購入されたチケットに起因するトラブルについて
は、一切の責任を負いません。5. 弊社は、営利目的の転売行為の防止および転売によるトラブル防止のため、事前の通告なく調査を行えるものとします。
6. 弊社は、調査によって営利目的の転売行為と認めた場合は、当該チケットを購入した利用登録者への注意、警告もしくは利用登録の削除、および当該チ
ケットの無効処理などの措置を行えるものとし、これら措置によって生じる一切の責任は当該チケット購入者が負うものとします。また、転売行為によっ
て、被害を被った方からの刑事告発により、法的な開示請求があった場合、当該チケット購入者にかかる情報を、本人に通知することなく、開示することが
あります。7. 弊社を含むチケット記載の興行主催関係者は、前各項により禁止されている行為によって流通したチケットの権利を無効にすることができま
す。無効になったチケットの権利は行使することができず、また、購入代金は一切返金されません。
第6条　チケットについての免責
1. チケット販売における弊社の責によらない事由により、お客様側に通知が未着もしくは不完全となった場合の損害については、弊社は免責されるものと
します。2. お客様が登録された住所等の登録済み個人情報の変更・更新の届出を怠ったため、または居所以外の住所を登録したために、弊社より発送した
チケットが本サービス登録上の住所に配達不可能な場合、弊社は何ら損害賠償の責を負いません。
第7条　その他
1. 上記に定めてある条項のほか、弊社以外の興行主催者が定める約款や規定がある場合はそれに準ずるものとします。当規定は、弊社の事業内容の変更等
により、事前通告なく条項を変更・追加する場合があります。

特定商取引法に基づく表記
「特定商取引に関する法律」第11条（通信販売についての広告）に基づき、以下のとおり明示します。
運営会社
名称 　　株式会社サンデーフォークプロモーション
住所 　　名古屋市東区東桜二丁目12番8号 TIビル
運営責任者　　遠藤　桂
営業時間　　10:00～18:00
商品価格　　会報誌に表記しております(消費税を含みます)。
商品代金以外に必要となる料金
チケット購入の場合
・1件のお申し込みにつき配送手数料 600円(税込) が必要です。不在等によりチケットが返却された場合の再配送については、再送手数料600円（税込）が
別途必要です。※公演により各種手数料は変動する場合もあります。
商品お受け取り方法
■簡易書留郵便の場合　・チケットは「簡易書留郵便」にて、原則、公演日の2週間前までに、ご登録先に発送します。　■当日会場にて引換えの場合　・
当日会場窓口にて、一般会員の方は会員証・払込通知票控え・ご本人の確認ができる身分証、カード会員の方は会員証・お申込み時の受付番号・ご本人の確
認ができる身分証をご提示のうえ、チケットをお引取りください。
お支払い方法と期限
■一般会員の方　・特別な場合を除いて郵便振替でのお支払いとなります。専用の払込通知票を使用の上、会報誌に記載の期限内に郵便局よりお振込みくだ
さい。　■カード会員の方　・特別な場合を除いてクレジットカードによる引き落としとなります。お引き落し日等は提携カード会社へご確認ください。
チケット販売・SFP MAG会員登録に伴う条件
・SFP MAG会員規約に準じます。ご利用の際はそれぞれの規約に同意されたものとします。・抽選販売の場合を除き、会員席が定員に達した場合は抽選の
上、返金となる場合があります。・販売地域は日本国内とします。・SFP MAG会員対象の抽選販売、先行販売は、SFP MAG会員のみのサービスです。ご利
用の前に、会員登録手続きを完了している必要があります。・SFP MAG会員の入会・更新時、お申込みから会員資格が有効になるまでの間に数日間要しま
す。
商品の変更、キャンセル、返品、払い戻しについて
・お客様の都合による申込み後の商品変更・ご注文の取り消しはできません。・不可抗力によって、興行が中止・延期となる場合の払い戻しは、所定の期間
内に限り、所定の方法にて行うものとします。なお払い戻しの対象は原則としてチケット券面額となります。

お問合せ先
株式会社サンデーフォークプロモーション
電話 052-320-9100
受付時間 10:00～18:00
※上記電話以外の方法によるお問合せには、一切お答え出来ませんのでご了承ください。
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