オリックス･バファローズ オフィシャル ファンクラブ BsCLUB ２０２０年会員規約

「BsCLUB」 オリックス・バファローズ オフィシャルファンクラブ
TEL.0570-01-8862（平日9：00〜17：00）〒550 - 0023 大阪市西区千代崎3-北2-30

メールアドレス：info@orixbuffaloes.jp

※無料会員は以下すべてのキャンペーンの対象外となります。

京セラドーム大阪：SS指定席以下<予定>、ほっともっとフィールド神戸：ネット裏指定席以下<予定>（2019年9月現在の座席名称）

継続入会キャンペーン

【内外野自由席券】両球場の共通内外野自由席券となります。
指定席引換券の
注意事項
指定席引換券・
内外野自由席券の
共通注意事項

BsCLUBに継続入会いただいた方には、
継続年数に応じてBsポイントを付与します。

※前売券先行購入期間中の引き換え、事前予約はできません。
※引き換え方法については決定次第球団公式ホームページ等にてお知らせします。
※上記各チケットは京セラドーム大阪・ほっともっとフィールド神戸のオリックス主催1軍試合でご利用いただけます
（地方振替試合など一部対象外試合が発生する場合あり）。※有効期間は公式戦開幕からレギュラーシーズン終了
まで（オープン戦、セ・パ交流戦、地方主催試合、
クライマックスシリーズ、日本シリーズは除く）です。※一部対象外
となる席種がございます。

（2020年6月30日までに継続入会された方が対象となります。）

2019年

★対象試合・席種・2020年度のチケット価格・詳細は、決定次第球団公式ホームページ等にてお知らせします。

Bsポイントを貯めよう！

飲食購入で貯まる！
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申込まで

12/31

2020年

1/15

1/31

アプリ会員証選択 ボーナスポイント
2020年オリックス主催1軍オープン戦内外野自由席券1枚つき
[一部対象外試合あり]

ネームプレート掲出サービス
継続入会キャンペーン

チケット購入で貯まる！

こ こ で し か 見 ら れ な い プ レ ミ ア ム な 情 報 を キ ャ ッ チ！

★ポイント付与率・ポイントプログラム詳細・ポイント交換受付場所等については球団公式ホームページ等にてお知らせします。
バファローズ プレミアム ボック ス（BPB）は、オリックス・
バファローズ公式モバイルサイト有料会員の方はそのまま継続
してご利用できます。

その他イベント ・ サービスはこちら！
ファンクラブデーの開催！

CLUB STADIUMが利用できる！

選手サイン会・選手写真撮影会の開催！

ビジター応援デーを開催！

★詳細は決定次第、球団公式ホームページ等にてお知らせします。
※レギュラー会員・ジュニア会員・スタジアム会員・Bsわんにゃんクラブ会員はCLUB STADIUM利用サービス対象外となります。
2020年より
廃止となる
サービス等一覧

◆京セラドーム大阪4番ゲート内側・11番ゲート内側のiPad端末によるカード会員証来場ポイント受付
◆カード会員証の球場窓口受取サービス

◆プラチナ会員入会記念チケット内外野自由席券18枚

◆ゴールド会員入会記念チケット内外野自由席券4枚

◆WEB入会キャンペーン(自動継続)

◆会員種別「プレミアムメンバー」

お申込み方法
インターネット
受付期間

直営店

2019年11月18日午前10時
〜2020年8月31日（予定）

球団公式ホームページ・モバイルサイトからお申し込みいただけます。

★パソコン https://www.buffaloes.co.jp
★スマートフォン https://sp.buffaloes.co.jp/
オリックス・バファローズ

球

場

受付期間

●京セラドーム大阪

●ほっともっとフィールド神戸

2020年3月上旬
〜2020年8月31日（予定）

各球場の「ファンクラブ受付」にて、申込書にご記入のうえ、年会費を
添えてお申込みください。

受付期間

●Bs SHOP

●B-WAVE

2019年11月下旬
〜2020年6月30日（予定）

※京セラドーム大阪でのオリックス主催オープン戦及び1軍公式戦試合日は
Bs SHOPでは受付しておりません。左下記載の球場受付へお越しください。

バファローズ直営店店頭にて、
申込書にご記入のうえ、年会費を添えてお申込みください。

郵便局
受付期間
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2 019年

入 会キャンペーンスケジュール

前売券が早く購入できる！

シーズンシート・
回数券購入で貯まる！

500ポイント
2,000ポイント

※2018年度・2019年度・2020年度に継続入会の方が対象となります。※詳細は追ってお知らせします。

会員お一人様につき1試合4枚までBsCLUB会員価格で購入できる！

グッズ購入で貯まる！

3 年目
10年目〜

ネームプレート掲出サービス

充実のチケットサービス！

来場でポイントが貯まる！

300ポイント

2 年目

4〜9年目 1,000ポイント

BsCLUBに3年以上継続入会いただいた会員でご希望の方は
京セラドーム大阪内にネームプレートを掲出します。

会員共通サービス
観戦チケットが割引に！

オリックス・バファローズオフィシャルファンクラブ

入会キャンペーン一覧（アプリ会員証選択キャンペーン以外）

入会記念チケットについて
【指定席引換券】事前に指定席券に引き換えてご利用ください。

通常キャンペーン

4.会員が本規約に違反したとき、
その他当社において会員として不適切と認めたときは、
当該会員に
事前に通知することなく、
退会の処分を行う場合があります。
但し、
年会費は返却致しません。
【年会費】
第16条 第8条の有効期間に対応する本会の年会費は、会員種別に応じて別途定めるものとします。
また、年会費以外の利用料金の支払いを要する有料サービスを行う場合、
当社は、別途その
利用料金を定めて会員に対して明示します。
2.会員は、前項に定める年会費等を当社の定める方法により支払うものとします。有効期間が
延長された場合、延長された有効期間に対応する年会費等を当社の定める方法により支払う
ものとします。
3.当社は、
第21条に定める場合を除き、
理由の如何を問わず年会費を会員に対して返却致しません。
4.第1項の年会費の支払いに必要な振込み手数料その他の費用は、
会員の負担とします。
【その他のサービス】
第17条 その他のサービスに関しては、
当社が別途定めることとします。
2.電子メール、
送付物等が会員の事情または、
会員が契約する携帯電話会社及び電気通信事
業会社の事情等により会員に到達しない場合でも、
当社は、
何らの責任を負わず、
サービスに関
する受付期間延長等の対応等を致しません。
【自己責任の原則】
第18条 会員は本サービスの利用に関して一切の責任を負うものとし、
当社に対して何等の迷惑また
は損害を与えないものとします。
2.本サービスの利用に関連して、
会員が第三者に対して損害を与えた場合、
または会員と第三
者の間で紛争を生じた場合、
当該会員は、
自己の責任と費用でこれを解決するものとし、
当社は
一切の責任を負わないものとします。
3.会員は、
他者の行為に対する要望、
疑問もしくはクレームがある場合は当該他者に対し、
直接
その旨を通知するものとし、
その結果については、
自己の責任と費用をもって処理解決するもの
とします。
4.当社は、
本会及び本サービスの利用により発生した会員の損害一切に対し、
第5項に定めるも
のを除き、
いかなる責任をも負わないものとし、
一切の損害賠償義務から免れるものとします。
5.当社の責めに帰すべき事由により会員に損害が生じ、
これについて当社が損害賠償責任を負
う場合、
損害賠償金額は、
当該会員の支払った年会費の1年分を限度とします。
【営業活動の禁止】
第19条 会員は、本会及びサービスを利用して、営利を目的とした行為及びその準備を目的とした行為
を行ってはならないこととします。
【その他の禁止事項】
第20条 第20条 会員は、次の行為を行わないものとします。
（1）
当社または第三者の著作権、
商標権等の知的所有権を侵害する行為、
又はそのおそれがある行為
（2）
第三者の財産、
プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれがある行為
（3）
第三者になりすまして本会に入会する行為
（4）
他の会員になりすましてサービスを利用する行為
（5）
会員証、
会員番号、
当選はがき、
当選メール、
プレゼント商品等を第三者に譲渡する行為
（6）
当社又は第三者を誹謗中傷する行為
（7）
当社又は第三者に不利益を与える行為またはそのおそれがある行為
（8）
本会の運営を妨げるような行為
（9）
全各号の他、
本規約、
法令または公序良俗に違反する行為、
もしくはそれらのおそれがある行為
（10）
全各号の行為を第三者に行わせる行為
（11）
当社が不適当と判断する行為
（12）
会員証を他人に貸与する行為
（13）
Bsポイントを不正に取得および不正に交換・使用する行為
【本会の終了】
第21条 当社は、3ヶ月前までに会員に対して告知することにより、
当社の裁量で本会を閉会し、会員に
対するサービスの提供を中止することができます。
2.前項の場合、本会及び本サービスの利用により会員又は第三者が被った損害等に関し、
一切の責任及び損害賠償義務を負わないものとします。但し、会員資格の有効期間の満了前
に閉会した場合には、閉会の日から会員資格の有効期間の満了日までの期間に相当する会費
を日割りで計算して返還します。
【準拠法】
第22条 本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、
日本法が適用されるものとします。
【専属的合意管轄裁判所】
第23条 当社及び会員は、
当社と会員との間で本規約、本会及びサービスの利用に関して訴訟の必要
が生じた場合、大阪地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するもの
とします。
【Bsポイント付与について】
第24条 当社は、会員に対し、
当社が指定したサービスの利用や商品の購入時等に当該会員の種別に
応じ当社指定のBsポイントを付与するものとします。
当社は、Bsポイント取得の基準、対象と
なるサービス・商品等、付与するポイント数、
その他、Bsポイントに関する事項を随時かつ任
意に見直すことができるものとします。
2.Bsポイントは会員本人にのみ付与し、代理の方への付与は致しません。Bsポイントの付与
時に当社所定の本人確認を行う場合があります。本人である旨の確認ができない場合には、
Bsポイントの付与をお断り致します。
3.Bsポイントは、
当社所定の会員のBsポイント口座に記録されることで付与されます。会員が
ポイント付与となるサービスの利用、商品の購入を行った場合であっても、
当社指定の手続き
に従い、
当該BsポイントがBsポイント口座に記録された後でなければ会員は当該Bsポイント
を利用することができないものとします。
なお、
当社は、
当該Bsポイントの記録の時期を会員
に保証するものではありません。
4.会員は、Bsポイントを会員を含む第三者間で共有、合算、貸与、交換および譲渡することは
できません。同一会員が複数の会員資格を有している場合は、
当該会員は、複数の会員資格
に基づき複数のBsポイント口座に記録されているBsポイントを統合、移転、
または交換等を
することはできず、
また、複数のBsポイント口座に記録されているBsポイントを合算してグッズ
等への交換に供することはできません。
5.Bsポイントは、当該Bsポイントの取得にかかるサービスの利用日又は、商品の購入日が
属する年度（年度は当年2月1日〜当年11月末を意味する）
が有効であり、有効期限経過後
は、
当該Bsポイントは、失効するものとします。
ポイントの有効期限は、会員資格の有効期限
が延長された場合でも、延長されません。
6.当社はBsポイントの換金は致しません。
7.サービスの利用や商品の購入を取り消された場合には、
付与したBsポイントも取り消します。
取り消されたBsポイントをグッズ等に交換済みの場合には、
当社は、
グッズ等の返還を求める
ことができるものとします。
8.当社は、上記のポイント付与に関して、本規約で禁止している諸行為その他の不正が判明
した場合は、付与したポイント及び会員資格を取り消すことができます。
【Bsポイントのグッズ等への交換】
第25条 会員は、付与されたBsポイントを、所定の手続き及び条件に従い申込を行うことにより、
当社
所定のグッズ等に交換することができるものとします。
2.Bsポイントにより交換可能なグッズ等、交換比率（交換商品、会員の種別により異なること
があります。）、交換をお申込頂く期限、
その他交換に関する条件等については、
当社が定める
ところに従うものとし、
当社は、
いつでも当該条件等を任意に変更できるものとします。
3.Bsポイントの交換対象となっているグッズ等にはその数量が限定されているものがあり、
交換をお申込頂いても交換に応じかねることがあります。その場合、当社は何ら責任を負う
ものではありません。
4.Bsポイントのグッズ等交換の申込は、
当該Bsポイントを保有している会員本人からの申込
に限定されるものとし、
それ以外の方からの申込はできません。
ただし、会員が未就学児の場
合には、
その親または法的保護者が申込に関する手続きを行うことができます。
5.Bsポイントの交換グッズ等の申込時には、
当社所定の本人確認を行います。
本人である旨の
確認ができない場合には、
申込をお断り致します。
6.会員が、Bsポイントと交換で取得したグッズ等については、
いかなる形でも第三者へ譲渡し
たり、売却したり金品と交換したりすることを禁止します。
7.有効期限の設定のあるグッズ等については、必ず有効期限内にご利用ください。
【Bsポイントの付与・利用の一時停止】
第26条 コンピュータの障害等でBsポイント付与や利用が一時的にできなくなる場合でも、当社は
いかなる責任も負いません。
【グッズ等の紛失・盗難等】
第27条 当社は、会員が取得した全てのグッズ等について、紛失・盗難その他理由の如何を問わず再提
供の義務を負いません。
また、
グッズ等の発送以降、配送中に生じた遅延、紛失、損害等のあら
ゆる事故により会員がグッズ等を利用できない状況となった場合でも、
当社はそれを補償す
るいかなる責任も負いません。
【Bsポイントの払い戻し】
第28条 交換されたグッズ等については、その理由の如何を問わずBsポイントの払い戻し、換金、返
還、返品、他のグッズ等への変更を行いません。
また、
当社は会員がグッズ等を利用しなかった
ことに関連し、
その理由の如何に問わず、
いかなる責任も負いません。
【特定会員へのキャンペーン】
第29条 積算Bsポイント、居住地、
その他本会への参加条件の違いにより、
ボーナスBsポイント、
その
他のキャンペーン等を、特定の会員にのみ提供する場合があります。
【自動継続】
第30条 有料会員は、
自動継続を当社に申請された場合は、有料会員資格を自動継続することができ
ます。
その場合、更新される会員種別は、会員の意思により前年度と変更することができます。
前年度から制度変更がある場合は別の種別となります。
また、
ジュニア会員（中学生以下限
定）
が次年度に高校生以上になる場合はレギュラー会員で継続されます。
2.有料会員は、
自動継続をいったん当社に申請された場合、改めて自動継続しない旨の申請
をされるまで、
自動継続されることを了承するものとします。
【無料会員】
第31条 無料会員は、他の有料会員とサービス内容、Bsポイント付与基準、
その他サービス内容が異
なります。
2.無料会員は原則自動継続となります。
3.無料会員が退会を希望する場合は、
当社所定の手続きをすることにより、本会を退会するこ
とができます。
【免責事項】
第32条 次の各号に規定する事由により当社の業務が停止した場合、
当社はその責を負わないものと
します。
（1）天災等の不可抗力の場合
（2）通信事業者、
電気供給事業者、
配送業者その他当社の委託先の責に帰すべき事由がある場合
（3）
システムの整備・点検の場合
（4）
その他やむを得ない事情がある場合
【問合せ先】
第33条 本規約についてのお問合せ、
また本規約に基づく通知は、次の宛先までお願いします。
〒550-0023 大阪市西区千代崎3-北2-30
「オリックス･バファローズオフィシャルファンクラブBsCLUB事務局」
TEL：0570-01-8862
（平日 9:00〜17:00）
ホームページ：http://www.buﬀaloes.co.jp
電子メールアドレス：info@orixbuﬀaloes.jp
附則 本規約は、2019年10月1日から施行します。
個人情報の取扱いについては当社プライバシーポリシーに基づき適法かつ公正な方法で
収集を行うとともに、適切に利用、管理、保護させていただきます。
プライバシーポリシー
詳細については球団ホームページ等でご確認ください。

アプリ会員証選択

【適用範囲】
第1条 本規約は、
オリックス野球クラブ株式会社（以下「当社」
といいます。）
が運営する
「オリックス･
バファローズオフィシャルファンクラブ BsCLUB」
（以下
「本会」
といいます。
）
に関して、
第5条
に定める会員及びメンバー（以下「会員」
といいます。）
による利用の一切に適用されるものと
します。
【本規約の範囲】
第2条 当社が、
本規約の他に試合観戦契約約款を含めた別途定める各サービスの利用規約等本規約
（以下総称して
「利用規約等」
といいます。）
も、
その目的の如何にかかわらず、本規約の一部を
構成するものとします。
2.本規約本文の定めと、利用規約等の定めとが異なる場合は、
当該利用規約等の定めが優先
して適用されるものとします。
【本規約の内容及びサービスの変更】
第3条 当社は、本規約及び本会のサービス
（以下、各種のサービスを含み
「本サービス」
といいます。）
の内容を、会員の了承を得ることなく、随時変更することができ、会員は予めこれを承諾するも
のとします。
2.本規約及び本サービスの内容の変更等に関する当社から会員に対する通知は、
当社が別途
定める場合を除き、
当社の公式ホームページ及び公式モバイルサイトに表示した時点から、
その効力を生じるものとします。
【当社からの通知】
第4条 当社は、
公式ホームページ及び公式モバイルサイトの表示により、
会員に対し随時必要な事項
を通知します。
2.前項の通知は、当社が当該通知の内容を公式ホームページ及び公式モバイルサイトに
表示した時点より、効力を生じるものとします。
【会員】
第5条 本規約における会員とは、第6条所定の本会への入会申込を行い、
当社が入会を承認したも
のをいいます。
なお、
当社からの配送物の発送先住所は日本国内に限るため、
日本国内に住所
を有しない方は、
当社からの配送物の受け取り等本サービスの全部または一部の提供が受け
られないことに入会時に同意したものとみなします。
【入会】
第6条 会員は本規約の内容を承諾の上、別途定める方法で入会申込を行い、
当社が入会を認めた方
とします。
【入会の取消】
第7条 当社は、会員が次の各号の何れかに該当していることが判明した場合、
当社は、
その会員登録
を抹消し、
当該会員の会員資格を取り消すことができるものとし、
その場合、年会費を返却し
ません。
また、
それまでに会員が取得したBsポイントは無効となります。
（1）入会申込内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れ等がある場合
（2）入会申込者が実在しない場合
（3）入会申込者が法人、団体等である場合
（4）入会申込者による入会申込が複数ある場合
（5）入会申込者による入会申込の目的が、
いわゆるダフ屋行為（入場券等の不当な売買行為）
又はショバ屋行為
（座席等の不当な占拠行為）
である、
若しくは入会申込者がいわゆるダフ屋行為
又はショバ屋行為の常習者であると当社が認める場合
（6）入会申込者がいわゆる暴力団組員、構成員や関係者であると当社が認める場合
（7）
過去に入会及び退会を繰り返しており、
それらが不適切なものであると当社が判断した場合
（8）本会の年会費の決済方法として、入会申込者が指定した決済手段が無効である場合
（9）入会申込をした時点で利用料金の支払いを怠っている場合又は過去に利用料金の支払いを
怠ったことがある場合
（10）過去に本会の利用承認が取り消され、
または除名処分とされている場合
（11）本規約に違反した場合
（12）不正入場等、
当社の定める利用規約等に違反した場合
（13）Bsポイントを不正に取得及び不正にグッズ等と交換した場合
（14）入会申込者が日本プロフェッショナル野球組織が定める
「試合観戦契約約款」
の販売拒否
事由に該当する者および入場拒否事由に該当する者である場合
（15）
その他、会員として不適当であると当社が認める場合
【有効期間】
第8条 会員資格の有効期間は、2020年2月1日から2020年11月末日までとします。
但し、前記期間中に入会の手続きを行われた方の有効期間は、入会日より2020年11月
末日までとします。但し、第30条の定めにより、
または会員の希望により、延長される場合
があり、延長後の有効期間も同様に延長される場合があります。
【会員サービス】
第9条 会員は当社主催試合観戦チケット購入時と当社の主催試合のある時の京セラドーム大阪、
ほっともっとフィールド神戸において、
当社所定の会員サービスを受けることができます。
【会員証】
第10条 カード型の会員証（以下「カード会員証」
といいます。）
とモバイル端末を利用してバーコード等
を表示することにより会員の地位を表象する会員証（以下「アプリ会員証」
といいます。）
を総
称して会員証といいます。
2.当社が第6条の入会を承認する場合、カード会員証またはアプリ会員証どちらか1枚を
発行致します。
3.会員証は、
ご本人に限り利用可能とします。
但し、
カード会員証を選択した会員は、
すみやかに
署名欄に自己の署名を行わなければなりません。
4.会員証は、会員による本サービスの利用に際して必ずご提示頂くこととし、当該ご提示が
ない場合、本サービスを受けることができないこととします。
5.会員は会員証の紛失、
盗難等の場合、
直ちに
「BsCLUB事務局」
宛に連絡するものとします。
6.前項のうち、
カード会員証の紛失、盗難等に伴い、会員がカード会員証の再発行を希望す
る場合、再発行手数料1,000円（税別）を当該ご希望者にご負担頂くことにより、当社は、
カード会員証を再発行致します。但し、再発行時においてカード会員証受渡し等にかかる
その他全ての費用は会員の負担とします。
7.カード会員証からアプリ会員証へ変更を希望する場合、当社が公式ホームページ及び
公式モバイルサイトに表示した指定の方法でのみ無償で変更致します。変更後、カード会
員証は無効となり使用することができません。
8.アプリ会員証からカード会員証へ変更を希望する場合、当社が公式ホームページ及び
公式モバイルサイトに表示した指定の方法でのみ変更致します。
カード会員証発行に際し
て発行手数料1,000円
（税別）
を当該ご希望者にご負担頂くことにより、
当社は、
カード会員証
を発行致します。変更後、
アプリ会員証は無効となり使用することができません。
【会員番号・パスワード及び使用の停止等】
第11条 会員は、
当社が会員に付与する会員番号、
パスワードの管理責任を負うものとします。
2.会員番号及びパスワードの管理不十分、
使用上の過誤、
第三者の使用等による損害の責任は
会員が負うものとし、
当社は一切責任を負いません。
3.会員は、
パスワードを第三者に知られた場合、
または会員番号またはパスワードが第三者に
使用されている疑いのある場合には、
直ちに当社にその旨連絡するとともに、
当社の指示がある
場合にはこれに従うものとします。
4.会員は、
定期的にパスワードを変更する義務があるものとし、
その義務を怠ったことにより損害
が生じても当社は一切責任を負いません。
5.当社は、
次の各号の一に該当する場合、
当該会員の了承を得ることなく、
当該会員に対して設定・
発行した会員番号の使用を停止する場合があります。
（1）電話、
FAX、
電子メール、
郵便等の手段により会員と連絡を取ることができない場合
（2）
第三者により会員番号が不正に使用されている場合、
またはその恐れがあると当社が認める場合
（3）
第7条に定める会員資格の取消事由に該当する恐れがあると当社が認める場合
（1）
その他当社が緊急性が高いと認める場合
6.当社が前5項の措置を取ることにより当該会員が本サービス及び付帯サービスを利用すること
ができず、
それにより会員に損害が発生した場合、
当社は一切の責任を負わないものとします。
【譲渡等の禁止】
第12条 会員は会員証、会員番号、
パスワード及び本規約に基づく会員としての地位を、
いかなる第三
者（以下「第三者」
といいます。）
に対しても貸与、譲渡、売買、使用承諾、名義変更、質権の設定
その他の担保に供する等の行為はできません。
【会員個人情報の変更】
第13条 会員は、入会手続きにおいて登録した住所、電話番号、電子メールアドレス等の内容に変更が
生じた場合は、遅滞なくその内容をハガキ等の郵便物、電子メール等により
「BsCLUB事務
局」宛に届け出ることとします。
2.会員は、
電話連絡により前項の届出を行うことができないこととします。
3.会員は、
その住所変更に際して郵便局に対して転居届を提出する等、
当社から会員宛の送付物
の送付先である住所地の変更手続に細心の注意を払うものとし、送付物の再発送が必要と
なった場合、
発送料金等をすべて負担するものとします。
4.婚姻等による姓の変更等、
当社が特別に承認した場合を除き、
会員は、
入会申込時の届出内容
である氏名を変更することはできないものとします。
5.入会申込時の届出内容及び第1項の変更届出に関する責任は全て会員が負うものとし、
それ
らが原因となり発生する情報、
送付物等の不到達その他の不利益に関して、
当社は一切の責任
を負いません。
6.2回以上にわたり送付物が会員に届かない場合、
当社では、
その原因が解決されるまで送付物
の発送を停止致します。
【会員情報】
第14条 当社は、会員に対する情報（会員の氏名、住所、電話番号、性別、生年月日、電子メールアド
レス、本サービスの利用履歴等会員に関する情報（以下「会員情報」
といいます。））を取得
することができるものとします。
2.当社は会員情報を以下の利用目的で利用することができるものとします。
（1）本会における記念品等商品を発送するため
（2）本会のサービスを提供するため
（3）
当社または第三者の商品、
サービス等に関する広告、
お知らせその他の情報を会員宛に
電子メール、郵便等により送付するため
（4）本人確認のため
（5）問い合わせ、苦情対応のため
（6）
アンケートの実施のため
（7）懸賞、
キャンペーンの実施のため
（8）会員個人を特定することができない形式により対外統計資料として提供するため
（9）個人情報保護法その他の法令により認められる方法により利用するため
3.当社は、会員情報を、次の項目の何れかに該当する場合を除き、会員の同意を得ないで
第三者（当社が本会に関する業務を委託するもの及びその再委託先を除く。）
に対して提供し
ないものとします。
（1）法令に基づき請求される場合
（2）公的機関から請求される場合
（3）
その他サービスの運営上必要であると当社が判断する場合
（4）個人情報保護法その他の法令により認められる場合
4.当社は、会員に対し、
当社又は第三者の広告又は宣伝等のために電子メールその他の広告
宣伝物を送信・送付することができるものとします。
【退会】
第15条 会員は、随時、所定の手続を行い、
カード会員証の場合は当社に返還することにより、
アプ
リ会員証の場合は当社が会員証使用停止手続を行うことにより、本会を退会することが
できますが、退会と同時にその諸権利を失うものとします。
但し、年会費は返却致しません。
2.会員資格は、
一身専属のものとし、
当社は、
会員の死亡を知り得た時点をもって、
当該会員から
前項の手続きがあったものとして取扱います。
3.前2項の場合、
当社は、
会員の相続人等に対して年会費を返却致しません。

※払込手数料はお客様負担となります。

2019年11月下旬
〜2020年6月30日（予定）

払込取扱票に必要事項をご記入のうえ、年会費を添えて郵便局窓口
にてお申込みください。

※京セラドーム大阪・ほっともっとフィールド神戸でのオリックス主催オープン戦
及び1軍公式戦開催時開催球場のみ。

受付期間については変更になる場合がございます。予定数に達した場合、受付期間中であっても受付を終了する場合がございます。

月額330円（税込）

アクセス方法

https://sp.bu ffaloes.co. jp/
オリックス・バファローズ
公 式 サイトにアクセス 後 、下 記 手 順 で お 進 みください 。
バファロ ーズトップ

エンタメ

BPB

QRコードで
簡単アクセス

6/30

入会 案内
WE ARE ALWAYS WITH BUFFALOES

2020
年度

２０２０年度
ＢｓＣＬＵＢは…

充実の

カード会員証
イメージ

２０２０年度は入会時に
「アプリ会員証」か「カード会員証」のどちらかを選択いただく必要があります。

!

※エクストラプレミアムメンバー・スタジアム会員・無料会員はアプリ会員証となります。
※ジュニア会員はカード会員証となります。

❷
プラチナ会員
ゴールド会員（カード会員証選択の会員）
レギュラー会員（アプリ会員証選択の会員）
ジュニア会員

スタジアム会員

無料会員

❸

※チケットお渡し方法は２０２０年２月下旬頃に球団公
式ホームページにてお知らせします。

エクストラB

エクストラB

プラチナC・D

プラチナB・D

ゴールドD

ゴールドC

B

❺

デザインは
近日公開！

※詳細は後日、球団公式ホームページ等でお知らせします。

便利！

❸

レギュラー会員

無料会員

●対象年齢：5歳以上
●プレイ人数：2人
●使用電池：なし
●サイズ[W42.2×H12.7×D42.2cm]

●バスタオル（今治タオル）
［W120×H60cm］
［グレー］
●マフラータオル［W110×H20cm］の2点セット

年会費

円

★お申込み時にいずれかのサイズまたは割引券を選択
してください。

エクストラB

エクストラA・B

エクストラA・B

プラチナD

プラチナA・B・C・D

プラチナA・B・C・D

レギュラー

ゴールドA

ゴールドB

ゴールドA・B・C・D

スタジアムC

❷「エクストラプレミアムチケット」つき

2020
オリジナルプラクティスTシャツ
●こども Lサイズ
（着丈62cm、身幅50cm）
●こども Sサイズ
（着丈52cm、身幅43cm）

★お申込み時にどちらかのサイズを選択してください。

アプリ会員証注意事項

2020ハイクオリティユニフォーム
2,000円割引券について

※アプリとは「オリックス・バファローズ公式アプリ」のことを指し
ます。アプリ会員証を選択するには「オリックス・バファローズ
公式アプリ」をインストールいただく必要があります。
※アプリ会員証とカード会員証の両 方を所 持・利 用 することは
できず、例えばカード会員証をご選択の場合はアプリ会員証を
ご利用いただけません。
※入会後にカード会員証からアプリ会員証に変更した場合、アプリ
会 員 証 選 択 ボーナスポイント・２０２０年オリックス主 催１軍
オ ー プン 戦 内 外 野自由 席 券１枚 つきサービスの 対 象 外とな
ります。
※プラチナ会員・ゴールド会員・レギュラー会員でアプリ会員証選
択ご希望の場合、インターネット入会のみとなりますのでクレ
ジット決済またはコンビニ決済のどちらかとなります。
※スタジアム会員の年会費支払方法はインターネットの場合クレ
ジット決済またはコンビニ決済のどちらか、球場入会の場合クレ
ジット決済または現金払いのどちらかとなります。

※直営店(Bs SHOP・B-WAVE)もしくは公式オンラインショップで2020ハイクオリティユニフォーム
(サードユニフォーム) 購入時にのみ割引券として利用できます。(ホーム・ビジター・イベント
ユニフォームは対象外です。)
※球団が指定した選手のみご購入いただけます。対象選手については後日、球団公式ホームページ
にてお知らせします。
※レギュラー会員(送料込)ご選択の方は本券をご選択いただけません。
※スタジアム会員Cコースは本券をご選択いただけません。
※状況により、選手やサイズによって品切れとなる場合がございますのでご了承ください。
※他の割引企画・割引券、各種商品券との併用はできません。
※本券はいかなる場合も再発行いたしません。
※本券は換金できません。
※詳細は球団公式ホームページをご覧ください。

❶入会記念品（2アイテムセット）

コラボウェア
コラボボストンバッグ

❷Aコース：内外野自由席券1枚つき

オーセンティックユニフォーム

オリジナル野球盤

コラボウェア

オリジナルタオルセット

B・C・Dコース：指定席引換券2枚つき

コラボボストンバッグ

オリジナルユニフォーム

❹CLUB STADIUM利用（試合開始〜）

来場ポイント

（営業開始〜）

※ご利用方法詳細等は後日、球団公式ホームページ等でお知らせします。

❻指定席券・自由席券が一般当日価格の半額

※利用方法など詳細は2020年2月中旬頃ご案内します。
※京セラドーム大阪・ほっともっとフィールド神戸でのオリックス主催
1軍オープン戦・公式戦の内外野自由席チケットとなります。
※オリックス主催1軍セ・パ交流戦については、下段外野指定席また
は上段C指定席に利用できる引換券を9枚アプリ内に付与します。
※チケットの転売行為、営利目的で他人にチケットを譲渡する行為
は禁止されれております
※チケット利用に関してBsCLUB 事務局が 不正行為を確認した
場合、当該会員を退会させることがあります。
※スマートフォン紛失などによる再発行は、いかなる場合も受付いた
しかねます。
※2020年度より対象指定席への引換は廃止となりました。

（一部席種対象外）

※詳細は同封の案内をご覧ください。

ジュニア会員

（お一人様一回限り）Bコースのみ

※2020年シーズン中の試合前に選手からエクストラプレミアムメンバー
限定のオリジナルグッズを手渡しします。
※日程や開催球場など詳細は後日お知らせします。

対象
❶入会
記念品

プラチナ会員

裏

表

入会記念品注意事項
★会員種別・コースによって選択で
きる入会記念品が異なります。
※画像はイメージのため、デザイン・
サイズ等が変更となる場合がござ
います。
※ユニフォームデザインについては
2019年11月24日 以 降、球 団 公
式ホームページ等でお披露目予定
です。
※入会記念品は数量限定のため、ご
希望にそえない場合がございます。
また受付終了によりご希望の会員
種別・コースに入会いただけない
場合がございます。
※各入会記念品については不良品
以外の返品・交換はできかねます
のでご了承ください。

Bコース

年会費

（税込）

中学生以下

（2020年4月2日時点）

プラクティスTシャツ
またはオリジナルサコッシュ

オリジナルユニフォーム

・アプリ
・カード
❷指定席引換券8枚つき
❸第2次前売券先行ランク
❹CLUB STADIUM利用

1,500円

（試合開始〜）

Cコースはインターネット入会限定！

コラボボストンバッグ

Dコース

年会費

オリジナルユニフォーム

Dコースはインターネット入会限定！

（税込）

（税込）

❶入会記念品（5アイテムセット）

オリジナル野球盤

オリジナルタオルセット

コラボウェア

オリジナルタオルセット

オリジナルユニフォーム

コラボボストンバッグ

オリジナルユニフォーム

❶入会記念品（3アイテムセット）

コラボウェア

チケット購入
ポイント付与率

※2020年度より年会費を改定しました。
何卒ご理解賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

（税込）

入会記念品
配送ご希望の場合

(送料込年会費

2,500円

（税込）

)

❸第6次前売券先行ランク

インターネットでの入会受付開始でさらにお手軽に入会しやすく！
！

スタジアム会員

オリジナルタオルセット

38,000 51,000
年会費

来場ポイント

※利用方法など詳細は2020年2月中旬頃ご案内します。 ※京セラドーム大阪・ほっともっとフィールド神戸でのオリックス主催1軍公式戦の内外野
自由席チケットとなります。 ※内野自由席が満席の場合は外野自由席へのご入場となります。内・外野自由席がすべて満席となった場合は立見でのご観戦、
またはご入場をお断りする場合がございます。 ※オリックス主催1軍セ・パ交流戦は対象外となります。 ※ご本人様のみ利用することができます。
※本券はシーズン中に実施予定の「前売限定グッズ付チケット
（前売購入特典）」の対象外となります。 ※チケットの転売行為は禁止されております。

❶入会記念品（3アイテムセット）

オリジナルタオルセット

Cコース

)

年会費

（税込）

❶入会記念品（2アイテムセット）

グッズ購入
ポイント付与率

（税込）

1試合につき1枚、内外野自由席券をお渡しします[オープン戦、セ・パ交流戦、地方開催試合、
クライマックスシリーズ、
日本シリーズは除く]

※年会費には入会記念品の送料を含んでおります。
※2020年度より入会記念チケット「内外野自由
席券18枚」は終了させていただきました。

30,000 35,000
Aコース

4,000円

オリジナルユニフォーム

チケットがフリーパスになりパワーアップ！
！

❾選手からオリジナルグッズ手渡しイベント NEW!

Aコース「5,000ポイント」付与
Bコース「10,000ポイント」付与

(送料込年会費

（インターネットでの入会または自動継続入会の方のみ「内外野自由席券1枚」、
「オンラインショップクーポン(500円)1枚」のどちらか1つ選択いただけます。）

※抽選の申込方法など詳細は同封の案内をご覧ください。

※一部試合・席種は先行購入の対象外となります。

入会記念品
配送ご希望の場合

❸アプリ会員証選択：第5次前売券先行ランク カード会員証選択：第6次前売券先行ランク

❽新人選手入団発表記者会見（2019年12月予定）の
参加権利（事前申込・抽選制）

❹アプリ会員証選択ボーナスポイント

（税込）

チケット購入
ポイント付与率

❷内外野自由席券1枚つき

※参加費はご本人様・同伴者共に別途お客様負担となります。
※参加人数は2名様（ご本人様＋1名）
までとなります。

（1試合2枚まで）

3,000円
❶入会記念品

❼球団激励パーティ―（2020年3月予定）の
参加権利（有料）Bコースのみ

❸第1次前売券先行ランク

オリジナルユニフォーム

オリジナルユニフォーム

❷内外野自由席フリーパスつき

BsCLUB
オリジナルサコッシュ

●ネイビー ×ホワイト
●サイズ[W27×H21cm]

年会費

❶入会記念品（2アイテムセット）

❸アプリ会員証選択：第3次前売券先行ランク カード会員証選択：第4次前売券先行ランク

※ジュニア会員はどちらか1つのアイテム選択となります。

?

年会費

・アプリ
・カード

❺CLUB STADIUM利用

※ポイント付与タイミングは2020年3月下旬頃を予定しています。

ジュニア会員

Dコース

※入会には「オリックス・バファローズ公式アプリ」をインストールすることが必須となります。
アプリをダウンロードできない方はご入会いただけません。
（カード会員証発行はできません。
）
※抽選の申込方法など詳細は同封の案内をご覧ください。

1試合につき1枚、内外野自由席で利用できるチケット
[セ・パ交流戦、地方開催試合、地方振替試合、
クライマックス
シリーズ、日本シリーズは除く]

●Oサイズ（着丈83cm、身幅64cm）
●L サイズ（着丈79cm、身幅60cm）
●Mサイズ（着丈75cm、身幅56cm）
●Sサイズ（着丈71cm、身幅52cm）
●2020ハイクオリティユニフォーム2,000円割引券

オリジナルユニフォーム

（6アイテムセット）

（税込）

ポイント

ゴールド会員

応援に欠かせない王道アイテム！

Cコース

オリジナルタオルセット

❶入会記念品

グッズ購入
ポイント付与率

?

※来場ポイント登録時の通信には別途通信料がかかり、お客様のご負担となります。
※京セラドーム大阪4番ゲート内側・11番ゲート内側のiPad端末によるカード会員証来場ポイント受付は廃止となりましたのでご了承ください。
※登録方法など詳細は後日、球団公式ホームページ等でお知らせします。

プラチナ会員

定番の今治バスタオル＆
マフラータオルセット！

❹

※入会記念チケットやファンクラブガイドは配送ではなくアプリ表示となります（入会記念品以外の配送はございません）。

スタジアム会員

ボールが空中を飛ぶ！
大人も子どもも楽しめる野球盤！

コース

オリジナルユニフォーム
Dコースはインターネット入会限定！

グッズ購入
ポイント付与率

（2アイテムセット）

円

●ネイビー×シルバー
サイズ[W43×H28×D15cm]

★お申込み時にいずれかのサイズを選択してください。

年会費

❶入会記念品（2アイテムセット）

オリジナルタオルセット

年会費

❷

※ジュニア会員・スタジアム会員・無料会員を除く。
※ポイント付与タイミングは2020年3月下旬頃を予定しています。

年会費

オリジナル野球盤
オリジナルユニフォーム

❶入会記念品

（税込）

アプリのみ

UP!

※エクストラプレミアムメンバー・ジュニア会員・スタジ
アム会員・無料会員を除く。

エクストラプレミアムメンバー

●Ｏサイズ ●Ｌサイズ ●Ｍサイズ ●Ｓサイズ
※サイズ詳細については球団公式ホームページをご確認ください。

UP!

[一部対象外試合あり]

❶

★お好きな背番号
（選手）
のユニフォームをお選びい
ただけます。

Bコース

年会費

名様

Aコース

※年会費には入会記念品の送料を含んでおります。
※2020年度より入会記念チケット
「内外野自由席券4枚」
は終了させていただきました。

Aコース
❶入会記念品（2アイテムセット）

年会費

レギュラー会員

事前申込・抽選制

※年会費には入会記念品の送料を含んでおります。

エクストラB

ゴールド会員（アプリ会員証選択の会員）

（カード会員証選択の会員）

?

合計

エクストラ
500
プレミアムメンバー 限定

ボストンバッグ・ショルダーバッグ・
ハンドバッグの3WAYバッグ！

ト
ーネッ
インタ 定！
入会限

★受注生産となるためお申込み後、90日程度お届け
にお時間がかかります。
※詳細はお申込み後にお知らせします。

エクストラプレミアムメンバー

薄手で軽くおしゃれな
デサントウェアがBsCLUB初登場！

ポイント

❶

お得！

選手着用品と同じ素材・仕様
本物を求める人の必須アイテム！

ゴ ー ルド会 員
ポイント

アプリ会員証
イメージ

2020年度の会員種別はこちら

チケット購入ポイント付与率がパワーアップ!

❶入会記念品
内外野自由席券1枚つき
外野自由席券1枚つき
オリジナルユニフォーム
指定席引換券1枚つき

無料会員について

年会費については2020年チケット料金発表と同時期にお知らせします。
※前売券先行ランクの対象外となります。一般販売よりチケット購入できます。
※入会には「オリックス・バファローズ公式アプリ」
をインストールすることが必須となります。
アプリ
をダウンロードできない方はご入会いただけません。
（カード会員証発行はできません）
※スタジアム会員は2020年3月以降、インターネット
［新規・継続入会両方受付］または京セラ
ドーム大阪・ほっともっとフィールド神戸（オリックス主催1軍試合開催時・開催球場のみ）の球場
ファンクラブ受付［新規入会のみ受付］でのみ入会を受付する予定です。

※無料会員はインターネットでのみ入会を受付します。
※無料会員についての詳細は球団公式ホームページをご覧ください。

