
「立川・府中アスレティックフットボールクラブ」を運営する上で取得した個人情報（会員または資料
ご請求者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他各閲覧者固有の情報）は、NPO法人府中
アスレティックフットボールクラブ事務局が管理します。
◆業務上必要な情報提供、商品のご案内やご提供のほか、統計・マーケティング資料の作成、およ
び、当社事業に関連する企画開発に利用することがあります。 
◆閲覧者に無断で個人情報を収集し第三者に開示することはありません。但し、訴訟、調査等法律
により要求された場合には、閲覧者の承諾なく個人情報を開示することがあります。 
◆「立川・府中アスレティックフットボールクラブ」に関する接続状況等の統計的なデータを作成、公

表することがありますが、その場合においても閲覧者の個人情報自体は第三者に開示、公表いたし
ません。 
◆会員または資料ご請求者が自己の個人情報を記載したお問い合わせ等を電子メールにより送付
された場合には、当該お問い合わせ等の内容の確認、検討のため、必要な部門、担当者に当該メー
ルを転送することがあります。この場合においても当該個人情報は必要最低限の人員により管理さ
れ、特にご承諾のない限り、第三者には開示いたしません。なお、当社内の人員には当社が選任する
弁護士、弁理士、公認会計士等が含まれるものとします。
◆「府中アスレティックフットボールクラブ 公式ウェブサイト」よりリンクする第三者のインターネッ
トサイトにおける個人情報の取り扱いについては、当社は一切責任を負いかねます。各リンク先に
おける個人情報の取り扱いに関する定め等をご覧ください。

プラチナプラン 300,000円（税抜）
ゴールドプラン 100,000円（税抜）
シルバープラン 50,000円（税抜）
ブロンズプラン 30,000円（税抜）
ブラウンプラン 10,000円（税抜）

※1…アリーナ立川立飛で開催するホームゲーム全10試合で、関係者受付にてお渡しします。　※2…5月中旬の開
催を予定しています。　※3…2021年3月下旬の開催を予定しています。決まり次第公式HPにてお知らせいたします。  
※4…ご希望者のみとさせていただきます。 

　　　　　　　　　　会員種別 プラチナ ゴールド シルバー ブロンズ ブラウン
ホームゲームの
招待チケットをご提供※1 6枚 2枚 1枚   

キックオフパーティーにご招待※2 ● ● ● 
シーズン報告会ご招待※3 ● ● ●  
卓上カレンダープレゼント ● ● ● ● 
ホームゲーム会場に
コーポレートロゴを掲出※4 ● ● ● ● ● 　  

法人でお申し込みの場合はこちらもご記入ください。

Eメール
アドレス

電話番号

フリガナ

フリガナ

〒

貴　社　名

お　名　前
ご担当者名

（携帯電話可）

（携帯電話可）

ご住所

お申し込みカテゴリー □に□を入れてください。

□ ブロンズ □ ブラウン
□ プラチナ □ ゴールド □ シルバー

年会費のお支払い方法は、パンフレット表面をご確認ください。
※2営業日以内に連絡がない場合はお手数ですが、お電話またはEメールにて

NPO法人府中アスレティックフットボールクラブ 事務局までお問い合わせください。

各項目にご記入の上、FAX（042-369-8840）にてお送りください。

※必須

※必須

※必須

※必須

ホームゲーム会場内に氏名またはロゴを掲載

□ 希望する □ 希望しない

FAX送信先 042-369-8840

個人情報の取扱いについて

NPO法人府中アスレティックフットボールクラブ 事務局
〒183─0023 東京都府中市宮町3─15─3─103
TEL: 042─316─9299（平日10:00～18:00）FAX: 042─369─8840
Eメール: info@fuchu-athletic.com

公式ウェブサイト : http://www.fuchu-athletic.com/
公式twitterアカウント : @fuchu_athletic
公式facebookアカウント : fuchu.athletic

FAXで

お申し込み方法は以下の2通り

ホームゲーム会場で

お申し込みもお支払いも
その場で完結!!

お手続き完了後、協賛費の
お支払い方法などを

メールでご案内いたします。

裏面の申込書に
ご記入の上、FAX送信先まで

ご送信ください。

会場内の
ファンクラブブースで

随時受付中
2020/2021 フレンドリーパートナーメリット

協賛費のお支払い
お振込先

三菱UFJ銀行 府中支店  普通口座  ００５４２０９
口座名義：エヌピーオーホウジン
　　　　　フチユウアスレテイツクフツトボールクラブ

お申し込み月から
2021年3月31日まで

パートナーメニューと協賛費有効期間

お申し込み方法

目指すものは、地域の誇り。
それが私たちの使命。

立川・府中アスレティックFC
フレンドリーパートナー申込書

お申し込み日　　　　　年　　　月　　　日

立川・府中アスレティックFC
フレンドリーパートナーのご案内
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