
賛 助 会 員 規 約
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年10月1日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般社団法人Miss SAKE
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和3年度第１回社員総会議決

第1条 （目的）
本規約は，一般社団法人Miss SAKE（以下「当法人」という。）定款第１３条の決議により設置する賛助会員制度の
運営等について必要な事項を定め，もって関係者の当法人に対する協力・理解を高めることにより，当法人の事業

活動の推進に資することを目的とする。

第2条 （資格）
賛助会員（以下「賛助会員L、賛助会員S、特別賛助会員」含む）とは，当法人の主旨に賛同し当法人の事業の円

滑な実施に協力しようとする者において，本規約 を承認の上，入会を申し込み，当法人が入会を認めた団体をい
う。

第3条 （入会申込）
1. 賛助会員になろうとする者は，本規約を全て同意の上，当法人所定の入会申込書に よって入会を申し込
む。

2. 賛助会員は，当法人代表理事の承諾を得て，加入するものとする。ただし，理由を明示することなく入 会を
拒否する場合がある。

第4条 （年会費）
1. 賛助会員は，次の年会費を納入するものとする。

　　プラチナ賛助会員：１口１,０００，０００円（税別）
ゴールド賛助会員：１口３００，０００円（税別）

シルバー賛助会員：１口１００，０００円（税別）

蔵元特別賛助会員：１口３００，０００円（税別）とし，１口以上を負担する。

2. 賛助会員は，いかなる理由であっても，当法人に年会費の減額・納入済の年会費の返還を請求すること が
できない。　

第5条 （資格取得）
1. 賛助会員の資格は，入会申込の承諾及び年会費納入が完了した日の翌日から，翌年同月末日まで継続す
る。

2. 賛助会員の資格は，前項に定める期間満了の３週間前までに翌年の年会費を納入することにより，更新 申
込の手続に代えることができる。

第6条 （脱退）
賛助会員が脱退しようとするときは，あらかじめ当法人に届出て脱退するものとする。なお，既に納入さ れた年会費
は返納しない。

第7条 （会員特典）
賛助会員は，当法人から，以下の特典を受けることができる。　

1. 当法人イベント招待及び、特別価格での提供
2. 御社名の露出
3. イベントでのブース及びサンプリング
4. Miss SAKEファイナリストキャスティング利用
5. 当法人パンフレットでの広告出稿
など。

詳細は別紙「賛助会員特典一覧」を参照

第8条（禁止事項）
賛助会員は以下に掲げる行為をしてはならない。



1. 賛助会員情報など当法人へ虚偽の申請を行う行為
2. 他の賛助会員，第三者もしくは当法人の財産及びプライバシーを侵害する行為，不利益や損害等を与え る
行為またはそれらの恐れがある行為

3. 当法人の許可なく当法人のロゴマーク，印刷物等を転用する行為
4. その他，当法人代表理事が不適切と判断する行為

第9条 （一身専属）
1. 賛助会員は，会員資格を譲渡・貸与・売買・質入することはできない。　
2. 賛助会員は，会員資格を第三者に利用させることはできない。

第10条 （資格喪失）
賛助会員は，次の各号の一に該当するときは，会員の資格を喪失する。　

1. 賛助会員が，当法人所定の退会届によって退会を届け出，当法人がこれを承認したとき　
2. 団体が消滅したとき　
3. 除名されたとき　

第11条 （変更届出）
1. 賛助会員は，当法人への届出内容に変更があった場合，速やかに当法人所定の手続きによって変更の届
出をする。　

2. 前項の届出がないことや届出が遅れたことによる賛助会員の不利益に対して，当法人は一切責任を負わ
ない。　

第12条 （除名）
当法人は，次の各号の一に該当する賛助会員を除名することができる。

1. 当法人の事業を妨げ又は妨げようとした賛助会員
2. 会費の納入を怠った賛助会員
3. 故意又は過失を問わず，当法人の信用を失わせるような行為をした賛助会員
4. 故意または過失を問わず，当法人の名誉を傷つけ，又は目的に反する行為を行った賛助会員
5. 自ら，ないし自らの役員，従業員等が暴力団，暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力（犯罪対策閣 僚
会議「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」における判断基準に準じる。）である 又はこ
れに属するおそれがあると当法人が認めたとき

6. 当法人の定款または本規約に対する違反があった賛助会員
7. 犯罪その他の信用を失う行為をした賛助会員 　　

第13条 （規約改正）　
本規約は，社員総会で過半数の議決を得ることで改正される。

第14条 （守秘義務）
賛助会員は当法人の許可を得ずに，会員として知り得た本法人の非公開情報等を会員期間はもとより資格 喪失後
も公開または使用することはできない。

第15条 （反社条項）
賛助会員は，賛助会員自身及び賛助会員の役員並びに従業員が，反社会的勢力に該当しないこと，および 次の
各号に該当しないことを表明し，かつ，将来にわたっても該当しないことを誓約する。

1. 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
2. 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
3. 自社，自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど ，
不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること



4. 反社会的勢力に対して資金等を提供し，または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係 を
有すること

5. 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

第16条 （その他）
賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は，代表理事が別に定める。

第17条 （管轄裁判所）
1. 本規約の解釈および適用については，日本国の法令に準拠する。　
2. 本規約について紛争が生じた場合は，当法人の所在地を管轄する地方・簡易裁判所を第一審の専属管轄
裁判所とする。　

附則 １　　この規約は，令和3年10月1日より施行する。



賛助会員特典一覧

プラチナ特別賛助会員：１口１,０００,０００円（税別）
ゴールド賛助会員：１口　３００,０００円（税別）
シルバー賛助会員：１口　１００,０００円（税別）
蔵元特別賛助会員：１口 ３００,０００円（税別）

「プラチナ賛助会員（Platinum supporting member） 」

1 Miss SAKE 最終選考会での権利
＊ ご招待席3席＋特別優待価格席のご用意
＊ バックボードパネルへの掲載
＊ 会場内ブース権（サンプリング含む）

2 ファイナリスト発表会での権利
＊ ご招待席3席＋特別優待価格席のご用意
＊ 会場内ブース権（サンプリング含む）

3 なでしこプログラムでのサンプリング権

4 Miss SAKEパンフレットへの広告出稿スペース（1ページ）権

5 Miss SAKEファイナリスト特別キャスティング権（1回、出演料・諸経費無料）
（ファイナリスト、同行者１名の交通費・宿泊費等の諸経費は別途必要となりますので予めご了承
下さい。）

6 Miss SAKEファイナリスト特別価格キャステイング権
（ファイナリスト、同行者１名の交通費・宿泊費等の諸経費は別途必要となりますので予めご了承
下さい。）

7 Miss SAKE公式サイトでの御社名掲載（リンク含む）権

8 Miss SAKE主催イベントへの特別招待権

「ゴールド賛助会員（Gold supporting member）」

1 Miss SAKE 最終選考会での権利
＊ ご招待席1席＋特別優待価格席のご用意
＊ 会場内ブース権（サンプリング含む）

2 ファイナリスト発表会での権利
＊ ご招待席1席＋特別優待価格席のご用意

3 Miss SAKEパンフレットへの広告出稿スペース（1/4ページ）権

4 Miss SAKEファイナリスト特別価格キャステイング権
（ファイナリスト、同行者１名の交通費・宿泊費等の諸経費は別途必要となりますので予めご了承
下さい。）

5 Miss SAKE公式サイトでの御社名掲載（リンク含む）権

6 Miss SAKE主催イベントへの特別招待権



「シルバー賛助会員（Silver supporting member）」

1 Miss SAKE 最終選考会での権利
＊ 特別優待価格席のご用意

2 ファイナリスト発表会での権利
＊ 特別優待価格席のご用意

3 Miss SAKEパンフレットへの広告出稿スペース（1/10ページ）権

4 Miss SAKEファイナリスト特別価格キャステイング権（1回）
（ファイナリスト、同行者１名の交通費・宿泊費等の諸経費は別途必要となりますので予めご了承
下さい。）

5 Miss SAKE公式サイトでの御社名掲載（リンク含む）権

6 Miss SAKE主催イベントへの特別招待権

「蔵元特別賛助会員」

7 Miss SAKE 最終選考会での権利
＊ ご招待席2席＋特別優待価格席のご用意
＊ 会場内ブース権（サンプリング含む）

8 ファイナリスト発表会での権利
＊ ご招待席2席＋特別優待価格席のご用意

9 Miss SAKEパンフレットへの広告出稿スペース（1/2ページ）権

10 Miss SAKEファイナリスト特別価格キャステイング権
（ファイナリスト、同行者１名の交通費・宿泊費等の諸経費は別途必要となりますので予めご了承
下さい。）

11 Miss SAKE公式サイトでの御社名掲載（リンク含む）権

12 Miss SAKE主催イベントへの特別招待権


