
男性 ⼥性 どちらも
選ばない

Q ユニフォーム(HOME)のサイズをお教えください。

Q ユニフォーム(HOME)の名前/背番号の名⼊れを希望しますか︖

Q

Q ユニフォーム(AWAY)のサイズをお教えください。

Q ユニフォーム(AWAY)の名前/背番号の名⼊れを希望しますか︖

Q

Q ファンクラブ会員特典の受け取り⽅法をお選びください。 □　会場 □　配達

Q ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブからのお知らせを受け取りますか︖ □　受け取る □　受け取らない

Q B.LEAGE及び当クラブからのお知らせを受け取りますか︖ □　受け取る □　受け取らない

　B.LEAGUE会員規約内容をご確認の上 □　B.LEAGUE会員規約に同意します。

　ライジンングゼファーフクオカ公式ファンクラブ会員規約内容をご確認の上 □　ライジンングゼファーフクオカ公式ファンクラブ会員規約に同意します。

ライジングゼファーフクオカ 記⼊欄 お客様控え

電話番号
(どちらか)

ご⾃宅︓

携帯電話︓

ご本⼈様についてお伺いします。

メールアドレス
フリガナ

□メールアドレス登録をしない
※右記注意事項をご確認ください。

【メールアドレス⾮登録時の注意事項】
・WEBページのログインができないため「チケット購⼊、
マイページの利⽤等のWEBサービスの利⽤」
・クラブ及びリーグからのお知らせメールでの受信など、
WEBやメールサービスの利⽤ができません。

ご記⼊メールアドレス
の保持者

ご職業

メールアドレス

会社員　・　専⾨職　・　公務員　・　教職　・　⾃営業　・　学⽣　・　パート/アルバイト　・　主婦　・　その他

■「ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブ」からのお知らせ︓ファンクラブ⼊会特典としての、メールマガシンやお知らせ
※2021-22シーズンより「お気に⼊りクラブ」登録サービスを実施します。「ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブからのお知らせ」に
ご登録いただいた会員様は、⾃動的に「お気に⼊りクラブ」に登録されます。
登録後の詳細／解除⽅法については、サービス開始後のBリーグチケットのご利⽤ガイドラインをご確認ください。

■B.LEAGUEおよび当クラブからのお知らせ︓Bリーグおよび当クラブのチケット／グッズの購⼊履歴のあるお客様宛のお知らせ

①0回　　②1〜3回　　③4〜6回　　④7〜9回　　⑤10〜12回

⑥13〜15回　　⑦16〜18回　　⑧19〜21回

2021-22シーズン ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブ
新規ご⼊会申込書 [ ブラック会員(¥100,000) ]

(フリガナ)

ご⽒名(漢字)

個⼈情報についてお伺いします。

〒　　　　　－

※ご⼊会者様が未成年(＝20歳未満)の場合、保護者様の同意が必要となります。

ご住所

⻄暦　　　　　　　年(T・S・H　　　　年)　　　　⽉　　　　⽇⽣年⽉⽇

保護者⽒名

(フリガナ) 保護者同意欄

性別

□同意する

保護者様の会員ID※会員様の場合のみ

※不明の場合は空欄でも可能です。

※ー(ハイフン)や_(アンダーバー)、0(ゼロ)とo(アルファベットのオー)など、わかりやすくご記⼊いただきますようお願い致します。

□⼊会者ご本⼈様のメールアドレス □保護者様のメールアドレス

※⼊会者が「19歳以下の未成年で、メールアドレスをお持ちでない場合のみ」、保護者のメールアドレスでの登録ができます(※最⼤6名分まで)。
※成年（20歳以上）の⽅は必ず「ご⾃⾝のメールアドレスの記⼊」ください。お持ちでない場合は「メールアドレスを登録しない」を選択ください。
 　ご家族など代理の⽅のメールアドレスでを記⼊された場合は、会員登録の際にメールアドレスを登録できない場合がございます。

Q 2020-21シーズンの観戦回数をお教えください。
(当てはまる番号に〇をお願い致します。)

□　XS □　S □　M □　L □　XL □　2XL □　3XL □　4XL □　5XL

□　はい(Q※もご記⼊ください)　　  □　いいえ

希望名⼊れ⽂字(アルファベット)︓ 希望背番号(特殊⽂字不可)︓

□　XS □　S □　M □　L □　XL □　2XL □　3XL □　4XL □　5XL

□　はい(Q※もご記⼊ください)　　  □　いいえ

希望名⼊れ⽂字(アルファベット)︓ 希望背番号(特殊⽂字不可)︓



2020-21シーズンID:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

男性 ⼥性 どちらも
選ばない

Q ユニフォーム(HOME)のサイズをお教えください。

Q ユニフォーム(HOME)の名前/背番号の名⼊れを希望しますか︖

Q

Q ユニフォーム(AWAY)のサイズをお教えください。

Q ユニフォーム(AWAY)の名前/背番号の名⼊れを希望しますか︖

Q

Q ファンクラブ会員特典の受け取り⽅法をお選びください。 □　会場 □　配達

Q ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブからのお知らせを受け取りますか︖ □　受け取る □　受け取らない

Q B.LEAGE及び当クラブからのお知らせを受け取りますか︖ □　受け取る □　受け取らない

　B.LEAGUE会員規約内容をご確認の上 □　B.LEAGUE会員規約に同意します。

　ライジンングゼファーフクオカ公式ファンクラブ会員規約内容をご確認の上 □　ライジンングゼファーフクオカ公式ファンクラブ会員規約に同意します。

ライジングゼファーフクオカ 記⼊欄 お客様控え

希望名⼊れ⽂字(アルファベット)︓ 希望背番号(特殊⽂字不可)︓

□　XS □　S □　M □　L □　XL □　2XL □　3XL □　4XL □　5XL

□　はい(Q※もご記⼊ください)　　  □　いいえ

希望名⼊れ⽂字(アルファベット)︓ 希望背番号(特殊⽂字不可)︓

■「ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブ」からのお知らせ︓ファンクラブ⼊会特典としての、メールマガシンやお知らせ
※2021-22シーズンより「お気に⼊りクラブ」登録サービスを実施します。「ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブからのお知らせ」に
ご登録いただいた会員様は、⾃動的に「お気に⼊りクラブ」に登録されます。
登録後の詳細／解除⽅法については、サービス開始後のBリーグチケットのご利⽤ガイドラインをご確認ください。

■B.LEAGUEおよび当クラブからのお知らせ︓Bリーグおよび当クラブのチケット／グッズの購⼊履歴のあるお客様宛のお知らせ

□　はい(Q※もご記⼊ください)　　  □　いいえ

※ー(ハイフン)や_(アンダーバー)、0(ゼロ)とo(アルファベットのオー)など、わかりやすくご記⼊いただきますようお願い致します。

□メールアドレス登録をしない
※右記注意事項をご確認ください。

【メールアドレス⾮登録時の注意事項】
・WEBページのログインができないため「チケット購⼊、
マイページの利⽤等のWEBサービスの利⽤」
・クラブ及びリーグからのお知らせメールでの受信など、
WEBやメールサービスの利⽤ができません。

ご職業 会社員　・　専⾨職　・　公務員　・　教職　・　⾃営業　・　学⽣　・　パート/アルバイト　・　主婦　・　その他

ご本⼈様についてお伺いします。

Q 2020-21シーズンの観戦回数をお教えください。
(当てはまる番号に〇をお願い致します。)

①0回　　②1〜3回　　③4〜6回　　④7〜9回　　⑤10〜12回

⑥13〜15回　　⑦16〜18回　　⑧19〜21回

□　XS □　S □　M □　L □　XL □　2XL □　3XL □　4XL □　5XL

メールアドレス

⽣年⽉⽇ ⻄暦　　　　　　　年(T・S・H　　　　年)　　　　⽉　　　　⽇

ご住所

〒　　　　　－

電話番号
(どちらか)

ご⾃宅︓

携帯電話︓

※⼊会者が「19歳以下の未成年で、メールアドレスをお持ちでない場合のみ」、保護者のメールアドレスでの登録ができます(※最⼤6名分まで)。
※成年（20歳以上）の⽅は必ず「ご⾃⾝のメールアドレスの記⼊」ください。お持ちでない場合は「メールアドレスを登録しない」を選択ください。
 　ご家族など代理の⽅のメールアドレスでを記⼊された場合は、会員登録の際にメールアドレスを登録できない場合がございます。

ご記⼊メールアドレス
の保持者 □⼊会者ご本⼈様のメールアドレス □保護者様のメールアドレス

メールアドレス
フリガナ

※ご⼊会者様が未成年(＝20歳未満)の場合、保護者様の同意が必要となります。
(フリガナ) 保護者同意欄 保護者様の会員ID※会員様の場合のみ

保護者⽒名 □同意する
※不明の場合は空欄でも可能です。

ご⽒名(漢字)

2021-22シーズン ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブ
継続ご⼊会申込書 [ ブラック会員(¥90,000) ]

個⼈情報についてお伺いします。

(フリガナ) 性別



男性 ⼥性 どちらも
選ばない

Q ユニフォーム(HOME)のサイズをお教えください。

Q ユニフォーム(HOME)の名前/背番号の名⼊れを希望しますか︖

Q

Q ファンクラブ会員特典の受け取り⽅法をお選びください。 □　会場 □　配達

Q ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブからのお知らせを受け取りますか︖ □　受け取る □　受け取らない

Q B.LEAGE及び当クラブからのお知らせを受け取りますか︖ □　受け取る □　受け取らない

　B.LEAGUE会員規約内容をご確認の上 □　B.LEAGUE会員規約に同意します。

　ライジンングゼファーフクオカ公式ファンクラブ会員規約内容をご確認の上 □　ライジンングゼファーフクオカ公式ファンクラブ会員規約に同意します。

ご⽒名(漢字)

性別

2021-22シーズン ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブ
新規ご⼊会申込書 [ ダイヤモンド会員(¥60,000) ]

個⼈情報についてお伺いします。

(フリガナ)

電話番号
(どちらか)

ご⾃宅︓

携帯電話︓

※ご⼊会者様が未成年(＝20歳未満)の場合、保護者様の同意が必要となります。
(フリガナ) 保護者同意欄 保護者様の会員ID※会員様の場合のみ

保護者⽒名 □同意する
※不明の場合は空欄でも可能です。

⽣年⽉⽇ ⻄暦　　　　　　　年(T・S・H　　　　年)　　　　⽉　　　　⽇

ご住所

〒　　　　　－

ご本⼈様についてお伺いします。

※⼊会者が「19歳以下の未成年で、メールアドレスをお持ちでない場合のみ」、保護者のメールアドレスでの登録ができます(※最⼤6名分まで)。
※成年（20歳以上）の⽅は必ず「ご⾃⾝のメールアドレスの記⼊」ください。お持ちでない場合は「メールアドレスを登録しない」を選択ください。
　 ご家族など代理の⽅のメールアドレスでを記⼊された場合は、会員登録の際にメールアドレスを登録できない場合がございます。

ご記⼊メールアドレス
の保持者 □⼊会者ご本⼈様のメールアドレス □保護者様のメールアドレス

メールアドレス
フリガナ

メールアドレス

※ー(ハイフン)や_(アンダーバー)、0(ゼロ)とo(アルファベットのオー)など、わかりやすくご記⼊いただきますようお願い致します。

□メールアドレス登録をしない
※右記注意事項をご確認ください。

【メールアドレス⾮登録時の注意事項】
・WEBページのログインができないため「チケット購⼊、
マイページの利⽤等のWEBサービスの利⽤」
・クラブ及びリーグからのお知らせメールでの受信など、
WEBやメールサービスの利⽤ができません。

ご職業 会社員　・　専⾨職　・　公務員　・　教職　・　⾃営業　・　学⽣　・　パート/アルバイト　・　主婦　・　その他

希望名⼊れ⽂字(アルファベット)︓ 希望背番号(特殊⽂字不可)︓

ライジングゼファーフクオカ 記⼊欄 お客様控え

Q 2020-21シーズンの観戦回数をお教えください。
(当てはまる番号に〇をお願い致します。)

①0回　　②1〜3回　　③4〜6回　　④7〜9回　　⑤10〜12回

⑥13〜15回　　⑦16〜18回　　⑧19〜21回

□　XS □　S □　M □　L □　XL □　2XL □　3XL □　4XL □　5XL

□　はい(Q※もご記⼊ください)　　  □　いいえ

■「ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブ」からのお知らせ︓ファンクラブ⼊会特典としての、メールマガシンやお知らせ
※2021-22シーズンより「お気に⼊りクラブ」登録サービスを実施します。「ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブからのお知らせ」に
ご登録いただいた会員様は、⾃動的に「お気に⼊りクラブ」に登録されます。
登録後の詳細／解除⽅法については、サービス開始後のBリーグチケットのご利⽤ガイドラインをご確認ください。

■B.LEAGUEおよび当クラブからのお知らせ︓Bリーグおよび当クラブのチケット／グッズの購⼊履歴のあるお客様宛のお知らせ



2020-21シーズンID:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

男性 ⼥性 どちらも
選ばない

Q ユニフォーム(HOME)のサイズをお教えください。

Q ユニフォーム(HOME)の名前/背番号の名⼊れを希望しますか︖

Q

Q ファンクラブ会員特典の受け取り⽅法をお選びください。 □　会場 □　配達

Q ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブからのお知らせを受け取りますか︖ □　受け取る □　受け取らない

Q B.LEAGE及び当クラブからのお知らせを受け取りますか︖ □　受け取る □　受け取らない

　B.LEAGUE会員規約内容をご確認の上 □　B.LEAGUE会員規約に同意します。

　ライジンングゼファーフクオカ公式ファンクラブ会員規約内容をご確認の上 □　ライジンングゼファーフクオカ公式ファンクラブ会員規約に同意します。

ご⽒名(漢字)

性別

2021-22シーズン ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブ
継続ご⼊会申込書 [ ダイヤモンド会員(¥54,000) ]

個⼈情報についてお伺いします。

(フリガナ)

電話番号
(どちらか)

ご⾃宅︓

携帯電話︓

※ご⼊会者様が未成年(＝20歳未満)の場合、保護者様の同意が必要となります。
(フリガナ) 保護者同意欄 保護者様の会員ID※会員様の場合のみ

保護者⽒名 □同意する
※不明の場合は空欄でも可能です。

⽣年⽉⽇ ⻄暦　　　　　　　年(T・S・H　　　　年)　　　　⽉　　　　⽇

ご住所

〒　　　　　－

ご本⼈様についてお伺いします。

※⼊会者が「19歳以下の未成年で、メールアドレスをお持ちでない場合のみ」、保護者のメールアドレスでの登録ができます(※最⼤6名分まで)。
※成年（20歳以上）の⽅は必ず「ご⾃⾝のメールアドレスの記⼊」ください。お持ちでない場合は「メールアドレスを登録しない」を選択ください。
　 ご家族など代理の⽅のメールアドレスでを記⼊された場合は、会員登録の際にメールアドレスを登録できない場合がございます。

ご記⼊メールアドレス
の保持者 □⼊会者ご本⼈様のメールアドレス □保護者様のメールアドレス

メールアドレス
フリガナ

メールアドレス

※ー(ハイフン)や_(アンダーバー)、0(ゼロ)とo(アルファベットのオー)など、わかりやすくご記⼊いただきますようお願い致します。

□メールアドレス登録をしない
※右記注意事項をご確認ください。

【メールアドレス⾮登録時の注意事項】
・WEBページのログインができないため「チケット購⼊、
マイページの利⽤等のWEBサービスの利⽤」
・クラブ及びリーグからのお知らせメールでの受信など、
WEBやメールサービスの利⽤ができません。

ご職業 会社員　・　専⾨職　・　公務員　・　教職　・　⾃営業　・　学⽣　・　パート/アルバイト　・　主婦　・　その他

希望名⼊れ⽂字(アルファベット)︓ 希望背番号(特殊⽂字不可)︓

ライジングゼファーフクオカ 記⼊欄 お客様控え

Q 2020-21シーズンの観戦回数をお教えください。
(当てはまる番号に〇をお願い致します。)

①0回　　②1〜3回　　③4〜6回　　④7〜9回　　⑤10〜12回

⑥13〜15回　　⑦16〜18回　　⑧19〜21回

□　XS □　S □　M □　L □　XL □　2XL □　3XL □　4XL □　5XL

□　はい(Q※もご記⼊ください)　　  □　いいえ

■「ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブ」からのお知らせ︓ファンクラブ⼊会特典としての、メールマガシンやお知らせ
※2021-22シーズンより「お気に⼊りクラブ」登録サービスを実施します。「ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブからのお知らせ」に
ご登録いただいた会員様は、⾃動的に「お気に⼊りクラブ」に登録されます。
登録後の詳細／解除⽅法については、サービス開始後のBリーグチケットのご利⽤ガイドラインをご確認ください。

■B.LEAGUEおよび当クラブからのお知らせ︓Bリーグおよび当クラブのチケット／グッズの購⼊履歴のあるお客様宛のお知らせ



男性 ⼥性 どちらも
選ばない

Q ユニフォーム(HOME)のサイズをお教えください。

Q ユニフォーム(HOME)の名前/背番号の名⼊れを希望しますか︖

Q

Q ファンクラブ会員特典の受け取り⽅法をお選びください。 □　会場 □　配達

Q ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブからのお知らせを受け取りますか︖ □　受け取る □　受け取らない

Q B.LEAGE及び当クラブからのお知らせを受け取りますか︖ □　受け取る □　受け取らない

　B.LEAGUE会員規約内容をご確認の上 □　B.LEAGUE会員規約に同意します。

　ライジンングゼファーフクオカ公式ファンクラブ会員規約内容をご確認の上 □　ライジンングゼファーフクオカ公式ファンクラブ会員規約に同意します。

ご記⼊メールアドレス
の保持者

ご本⼈様についてお伺いします。

ライジングゼファーフクオカ 記⼊欄 お客様控え

メールアドレス
フリガナ

メールアドレス

□メールアドレス登録をしない
※右記注意事項をご確認ください。

【メールアドレス⾮登録時の注意事項】
・WEBページのログインができないため「チケット購⼊、
マイページの利⽤等のWEBサービスの利⽤」
・クラブ及びリーグからのお知らせメールでの受信など、
WEBやメールサービスの利⽤ができません。

ご職業 会社員　・　専⾨職　・　公務員　・　教職　・　⾃営業　・　学⽣　・　パート/アルバイト　・　主婦　・　その他

□⼊会者ご本⼈様のメールアドレス □保護者様のメールアドレス

※ー(ハイフン)や_(アンダーバー)、0(ゼロ)とo(アルファベットのオー)など、わかりやすくご記⼊いただきますようお願い致します。

Q

希望名⼊れ⽂字(アルファベット)︓ 希望背番号(特殊⽂字不可)︓

※⼊会者が「19歳以下の未成年で、メールアドレスをお持ちでない場合のみ」、保護者のメールアドレスでの登録ができます(※最⼤6名分まで)。
※成年（20歳以上）の⽅は必ず「ご⾃⾝のメールアドレスの記⼊」ください。お持ちでない場合は「メールアドレスを登録しない」を選択ください。
　 ご家族など代理の⽅のメールアドレスでを記⼊された場合は、会員登録の際にメールアドレスを登録できない場合がございます。

⽣年⽉⽇ ⻄暦　　　　　　　年(T・S・H　　　　年)　　　　⽉　　　　⽇

ご住所

〒　　　　　－

電話番号
(どちらか)

ご⾃宅︓

携帯電話︓

※ご⼊会者様が未成年(＝20歳未満)の場合、保護者様の同意が必要となります。
(フリガナ) 保護者同意欄 保護者様の会員ID※会員様の場合のみ

保護者⽒名 □同意する
※不明の場合は空欄でも可能です。

ご⽒名(漢字)

2021-22シーズン ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブ
新規ご⼊会申込書 [ プラチナ会員(¥30,000) ]

個⼈情報についてお伺いします。

(フリガナ) 性別

■「ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブ」からのお知らせ︓ファンクラブ⼊会特典としての、メールマガシンやお知らせ
※2021-22シーズンより「お気に⼊りクラブ」登録サービスを実施します。「ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブからのお知らせ」に
ご登録いただいた会員様は、⾃動的に「お気に⼊りクラブ」に登録されます。
登録後の詳細／解除⽅法については、サービス開始後のBリーグチケットのご利⽤ガイドラインをご確認ください。

■B.LEAGUEおよび当クラブからのお知らせ︓Bリーグおよび当クラブのチケット／グッズの購⼊履歴のあるお客様宛のお知らせ

2020-21シーズンの観戦回数をお教えください。
(当てはまる番号に〇をお願い致します。)

①0回　　②1〜3回　　③4〜6回　　④7〜9回　　⑤10〜12回

⑥13〜15回　　⑦16〜18回　　⑧19〜21回

□　XS □　S □　M □　L □　XL □　2XL □　3XL □　4XL □　5XL

□　はい(Q※もご記⼊ください)　　  □　いいえ



2020-21シーズンID:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

男性 ⼥性 どちらも
選ばない

Q ユニフォーム(HOME)のサイズをお教えください。

Q ユニフォーム(HOME)の名前/背番号の名⼊れを希望しますか︖

Q

Q ファンクラブ会員特典の受け取り⽅法をお選びください。 □　会場 □　配達

Q ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブからのお知らせを受け取りますか︖ □　受け取る □　受け取らない

Q B.LEAGE及び当クラブからのお知らせを受け取りますか︖ □　受け取る □　受け取らない

　B.LEAGUE会員規約内容をご確認の上 □　B.LEAGUE会員規約に同意します。

　ライジンングゼファーフクオカ公式ファンクラブ会員規約内容をご確認の上 □　ライジンングゼファーフクオカ公式ファンクラブ会員規約に同意します。

希望名⼊れ⽂字(アルファベット)︓ 希望背番号(特殊⽂字不可)︓

ライジングゼファーフクオカ 記⼊欄 お客様控え

Q 2020-21シーズンの観戦回数をお教えください。
(当てはまる番号に〇をお願い致します。)

①0回　　②1〜3回　　③4〜6回　　④7〜9回　　⑤10〜12回

⑥13〜15回　　⑦16〜18回　　⑧19〜21回

□　XS □　S □　M □　L □　XL □　2XL □　3XL □　4XL □　5XL

□　はい(Q※もご記⼊ください)　　  □　いいえ

■「ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブ」からのお知らせ︓ファンクラブ⼊会特典としての、メールマガシンやお知らせ
※2021-22シーズンより「お気に⼊りクラブ」登録サービスを実施します。「ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブからのお知らせ」に
ご登録いただいた会員様は、⾃動的に「お気に⼊りクラブ」に登録されます。
登録後の詳細／解除⽅法については、サービス開始後のBリーグチケットのご利⽤ガイドラインをご確認ください。

■B.LEAGUEおよび当クラブからのお知らせ︓Bリーグおよび当クラブのチケット／グッズの購⼊履歴のあるお客様宛のお知らせ

ご本⼈様についてお伺いします。

※⼊会者が「19歳以下の未成年で、メールアドレスをお持ちでない場合のみ」、保護者のメールアドレスでの登録ができます(※最⼤6名分まで)。
※成年（20歳以上）の⽅は必ず「ご⾃⾝のメールアドレスの記⼊」ください。お持ちでない場合は「メールアドレスを登録しない」を選択ください。
　 ご家族など代理の⽅のメールアドレスでを記⼊された場合は、会員登録の際にメールアドレスを登録できない場合がございます。

ご記⼊メールアドレス
の保持者 □⼊会者ご本⼈様のメールアドレス □保護者様のメールアドレス

メールアドレス
フリガナ

メールアドレス

※ー(ハイフン)や_(アンダーバー)、0(ゼロ)とo(アルファベットのオー)など、わかりやすくご記⼊いただきますようお願い致します。

□メールアドレス登録をしない
※右記注意事項をご確認ください。

【メールアドレス⾮登録時の注意事項】
・WEBページのログインができないため「チケット購⼊、
マイページの利⽤等のWEBサービスの利⽤」
・クラブ及びリーグからのお知らせメールでの受信など、
WEBやメールサービスの利⽤ができません。

ご職業 会社員　・　専⾨職　・　公務員　・　教職　・　⾃営業　・　学⽣　・　パート/アルバイト　・　主婦　・　その他

電話番号
(どちらか)

ご⾃宅︓

携帯電話︓

※ご⼊会者様が未成年(＝20歳未満)の場合、保護者様の同意が必要となります。
(フリガナ) 保護者同意欄 保護者様の会員ID※会員様の場合のみ

保護者⽒名 □同意する
※不明の場合は空欄でも可能です。

⽣年⽉⽇ ⻄暦　　　　　　　年(T・S・H　　　　年)　　　　⽉　　　　⽇

ご住所

〒　　　　　－

ご⽒名(漢字)

2021-22シーズン ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブ
継続ご⼊会申込書 [ プラチナ会員(¥27,000) ]

個⼈情報についてお伺いします。

(フリガナ) 性別



男性 ⼥性 どちらも
選ばない

Q レプリカユニフォームのサイズをお教えください。

Q ファンクラブ会員特典の受け取り⽅法をお選びください。 □　会場 □　配達

Q ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブからのお知らせを受け取りますか︖ □　受け取る □　受け取らない

Q B.LEAGE及び当クラブからのお知らせを受け取りますか︖ □　受け取る □　受け取らない

　B.LEAGUE会員規約内容をご確認の上 □　B.LEAGUE会員規約に同意します。

　ライジンングゼファーフクオカ公式ファンクラブ会員規約内容をご確認の上 □　ライジンングゼファーフクオカ公式ファンクラブ会員規約に同意します。

⽣年⽉⽇ ⻄暦　　　　　　　年(T・S・H　　　　年)　　　　⽉　　　　⽇

(フリガナ) 保護者同意欄 保護者様の会員ID※会員様の場合のみ

保護者⽒名 □同意する
※不明の場合は空欄でも可能です。

2020-21シーズン ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブ
ご⼊会申込書 [ ゴールド会員(¥12,000) ]

個⼈情報についてお伺いします。

(フリガナ)

ご⽒名(漢字)

※ご⼊会者様が未成年(＝20歳未満)の場合、保護者様の同意が必要となります。

性別

ご住所

〒　　　　　－

電話番号
(どちらか)

ご⾃宅︓

携帯電話︓

ライジングゼファーフクオカ 記⼊欄 お客様控え

□メールアドレス登録をしない
※右記注意事項をご確認ください。

【メールアドレス⾮登録時の注意事項】
・WEBページのログインができないため「チケット購⼊、
マイページの利⽤等のWEBサービスの利⽤」
・クラブ及びリーグからのお知らせメールでの受信など、
WEBやメールサービスの利⽤ができません。

ご記⼊メールアドレス
の保持者

メールアドレス
フリガナ

メールアドレス

※ー(ハイフン)や_(アンダーバー)、0(ゼロ)とo(アルファベットのオー)など、わかりやすくご記⼊いただきますようお願い致します。

□⼊会者ご本⼈様のメールアドレス □保護者様のメールアドレス

Q 2020-21シーズンの観戦回数をお教えください。
(当てはまる番号に〇をお願い致します。)

①0回　　②1〜3回　　③4〜6回　　④7〜9回　　⑤10〜12回

⑥13〜15回　　⑦16〜18回　　⑧19〜21回

□S □M □L □XL

※⼊会者が「19歳以下の未成年で、メールアドレスをお持ちでない場合のみ」、保護者のメールアドレスでの登録ができます(※最⼤6名分まで)。
※成年（20歳以上）の⽅は必ず「ご⾃⾝のメールアドレスの記⼊」ください。お持ちでない場合は「メールアドレスを登録しない」を選択ください。
　 ご家族など代理の⽅のメールアドレスでを記⼊された場合は、会員登録の際にメールアドレスを登録できない場合がございます。

ご職業 会社員　・　専⾨職　・　公務員　・　教職　・　⾃営業　・　学⽣　・　パート/アルバイト　・　主婦　・　その他

ご本⼈様についてお伺いします。

■「ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブ」からのお知らせ︓ファンクラブ⼊会特典としての、メールマガシンやお知らせ
※2021-22シーズンより「お気に⼊りクラブ」登録サービスを実施します。「ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブからのお知らせ」に
ご登録いただいた会員様は、⾃動的に「お気に⼊りクラブ」に登録されます。
登録後の詳細／解除⽅法については、サービス開始後のBリーグチケットのご利⽤ガイドラインをご確認ください。

■B.LEAGUEおよび当クラブからのお知らせ︓Bリーグおよび当クラブのチケット／グッズの購⼊履歴のあるお客様宛のお知らせ



2020-21シーズンID:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

男性 ⼥性 どちらも
選ばない

Q レプリカユニフォームのサイズをお教えください。

Q ファンクラブ会員特典の受け取り⽅法をお選びください。 □　会場 □　配達

Q ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブからのお知らせを受け取りますか︖ □　受け取る □　受け取らない

Q B.LEAGE及び当クラブからのお知らせを受け取りますか︖ □　受け取る □　受け取らない

　B.LEAGUE会員規約内容をご確認の上 □　B.LEAGUE会員規約に同意します。

　ライジンングゼファーフクオカ公式ファンクラブ会員規約内容をご確認の上 □　ライジンングゼファーフクオカ公式ファンクラブ会員規約に同意します。

ライジングゼファーフクオカ 記⼊欄 お客様控え

※ー(ハイフン)や_(アンダーバー)、0(ゼロ)とo(アルファベットのオー)など、わかりやすくご記⼊いただきますようお願い致します。

□メールアドレス登録をしない
※右記注意事項をご確認ください。

【メールアドレス⾮登録時の注意事項】
・WEBページのログインができないため「チケット購⼊、
マイページの利⽤等のWEBサービスの利⽤」
・クラブ及びリーグからのお知らせメールでの受信など、
WEBやメールサービスの利⽤ができません。

ご職業 会社員　・　専⾨職　・　公務員　・　教職　・　⾃営業　・　学⽣　・　パート/アルバイト　・　主婦　・　その他

ご本⼈様についてお伺いします。

Q 2020-21シーズンの観戦回数をお教えください。
(当てはまる番号に〇をお願い致します。)

①0回　　②1〜3回　　③4〜6回　　④7〜9回　　⑤10〜12回

⑥13〜15回　　⑦16〜18回　　⑧19〜21回

□S □M □L □XL

■「ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブ」からのお知らせ︓ファンクラブ⼊会特典としての、メールマガシンやお知らせ
※2021-22シーズンより「お気に⼊りクラブ」登録サービスを実施します。「①ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブからのお知らせ」にご登録いただいた会員様は、
⾃動的に「お気に⼊りクラブ」に登録されます。
登録後の詳細／解除⽅法については、サービス開始後のBリーグチケットのご利⽤ガイドラインをご確認ください。

■B.LEAGUEおよび当クラブからのお知らせ︓Bリーグおよび当クラブのチケット／グッズの購⼊履歴のあるお客様宛のお知らせ

メールアドレス

⽣年⽉⽇ ⻄暦　　　　　　　年(T・S・H　　　　年)　　　　⽉　　　　⽇

ご住所

〒　　　　　－

電話番号
(どちらか)

ご⾃宅︓

携帯電話︓

※⼊会者が「19歳以下の未成年で、メールアドレスをお持ちでない場合のみ」、保護者のメールアドレスでの登録ができます(※最⼤6名分まで)。
※成年（20歳以上）の⽅は必ず「ご⾃⾝のメールアドレスの記⼊」ください。お持ちでない場合は「メールアドレスを登録しない」を選択ください。
　 ご家族など代理の⽅のメールアドレスでを記⼊された場合は、会員登録の際にメールアドレスを登録できない場合がございます。

ご記⼊メールアドレス
の保持者 □⼊会者ご本⼈様のメールアドレス □保護者様のメールアドレス

メールアドレス
フリガナ

※ご⼊会者様が未成年(＝20歳未満)の場合、保護者様の同意が必要となります。
(フリガナ) 保護者同意欄 保護者様の会員ID※会員様の場合のみ

保護者⽒名 □同意する
※不明の場合は空欄でも可能です。

ご⽒名(漢字)

2020-21シーズン ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブ
継続ご⼊会申込書 [ ゴールド会員(¥11,400) ]

個⼈情報についてお伺いします。

(フリガナ) 性別



男性 ⼥性 どちらも
選ばない

Q ファンクラブ会員特典の受け取り⽅法をお選びください。 □　会場 □　配達

Q ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブからのお知らせを受け取りますか︖ □　受け取る □　受け取らない

Q B.LEAGE及び当クラブからのお知らせを受け取りますか︖ □　受け取る □　受け取らない

　B.LEAGUE会員規約内容をご確認の上 □　B.LEAGUE会員規約に同意します。

　ライジンングゼファーフクオカ公式ファンクラブ会員規約内容をご確認の上 □　ライジンングゼファーフクオカ公式ファンクラブ会員規約に同意します。

保護者⽒名 □同意する
※不明の場合は空欄でも可能です。

※⼊会者が「19歳以下の未成年で、メールアドレスをお持ちでない場合のみ」、保護者のメールアドレスでの登録ができます(※最⼤6名分まで)。
※成年（20歳以上）の⽅は必ず「ご⾃⾝のメールアドレスの記⼊」ください。お持ちでない場合は「メールアドレスを登録しない」を選択ください。
　 ご家族など代理の⽅のメールアドレスでを記⼊された場合は、会員登録の際にメールアドレスを登録できない場合がございます。

〒　　　　　－

電話番号
(どちらか)

ご⾃宅︓

携帯電話︓

会社員　・　専⾨職　・　公務員　・　教職　・　⾃営業　・　学⽣　・　パート/アルバイト　・　主婦　・　その他

ご本⼈様についてお伺いします。

2021-22シーズン ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブ
新規ご⼊会申込書 [ レギュラー会員(¥4,000) ]

個⼈情報についてお伺いします。

(フリガナ)

ご⽒名(漢字)

※ご⼊会者様が未成年(＝20歳未満)の場合、保護者様の同意が必要となります。

性別

⽣年⽉⽇ ⻄暦　　　　　　　年(T・S・H　　　　年)　　　　⽉　　　　⽇

(フリガナ) 保護者同意欄

ご住所

保護者様の会員ID※会員様の場合のみ

ライジングゼファーフクオカ 記⼊欄 お客様控え

□メールアドレス登録をしない
※右記注意事項をご確認ください。

【メールアドレス⾮登録時の注意事項】
・WEBページのログインができないため「チケット購⼊、
マイページの利⽤等のWEBサービスの利⽤」
・クラブ及びリーグからのお知らせメールでの受信など、
WEBやメールサービスの利⽤ができません。

ご記⼊メールアドレス
の保持者

メールアドレス
フリガナ

メールアドレス

□⼊会者ご本⼈様のメールアドレス □保護者様のメールアドレス

※ー(ハイフン)や_(アンダーバー)、0(ゼロ)とo(アルファベットのオー)など、わかりやすくご記⼊いただきますようお願い致します。

Q 2020-21シーズンの観戦回数をお教えください。
(当てはまる番号に〇をお願い致します。)

■「ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブ」からのお知らせ︓ファンクラブ⼊会特典としての、メールマガシンやお知らせ
※2021-22シーズンより「お気に⼊りクラブ」登録サービスを実施します。「ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブからのお知らせ」に
ご登録いただいた会員様は、⾃動的に「お気に⼊りクラブ」に登録されます。
登録後の詳細／解除⽅法については、サービス開始後のBリーグチケットのご利⽤ガイドラインをご確認ください。

■B.LEAGUEおよび当クラブからのお知らせ︓Bリーグおよび当クラブのチケット／グッズの購⼊履歴のあるお客様宛のお知らせ

①0回　　②1〜3回　　③4〜6回　　④7〜9回　　⑤10〜12回

⑥13〜15回　　⑦16〜18回　　⑧19〜21回

ご職業



2020-21シーズンID:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

男性 ⼥性 どちらも
選ばない

Q ファンクラブ会員特典の受け取り⽅法をお選びください。 □　会場 □　配達

Q ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブからのお知らせを受け取りますか︖ □　受け取る □　受け取らない

Q B.LEAGE及び当クラブからのお知らせを受け取りますか︖ □　受け取る □　受け取らない

　B.LEAGUE会員規約内容をご確認の上 □　B.LEAGUE会員規約に同意します。

　ライジンングゼファーフクオカ公式ファンクラブ会員規約内容をご確認の上 □　ライジンングゼファーフクオカ公式ファンクラブ会員規約に同意します。

Q 2020-21シーズンの観戦回数をお教えください。
(当てはまる番号に〇をお願い致します。)

①0回　　②1〜3回　　③4〜6回　　④7〜9回　　⑤10〜12回

⑥13〜15回　　⑦16〜18回　　⑧19〜21回

ライジングゼファーフクオカ 記⼊欄 お客様控え

■「ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブ」からのお知らせ︓ファンクラブ⼊会特典としての、メールマガシンやお知らせ
※2021-22シーズンより「お気に⼊りクラブ」登録サービスを実施します。「ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブからのお知らせ」に
ご登録いただいた会員様は、⾃動的に「お気に⼊りクラブ」に登録されます。
登録後の詳細／解除⽅法については、サービス開始後のBリーグチケットのご利⽤ガイドラインをご確認ください。

■B.LEAGUEおよび当クラブからのお知らせ︓Bリーグおよび当クラブのチケット／グッズの購⼊履歴のあるお客様宛のお知らせ

ご本⼈様についてお伺いします。

※⼊会者が「19歳以下の未成年で、メールアドレスをお持ちでない場合のみ」、保護者のメールアドレスでの登録ができます(※最⼤6名分まで)。
※成年（20歳以上）の⽅は必ず「ご⾃⾝のメールアドレスの記⼊」ください。お持ちでない場合は「メールアドレスを登録しない」を選択ください。
　 ご家族など代理の⽅のメールアドレスでを記⼊された場合は、会員登録の際にメールアドレスを登録できない場合がございます。

ご記⼊メールアドレス
の保持者 □⼊会者ご本⼈様のメールアドレス □保護者様のメールアドレス

メールアドレス
フリガナ

メールアドレス

※ー(ハイフン)や_(アンダーバー)、0(ゼロ)とo(アルファベットのオー)など、わかりやすくご記⼊いただきますようお願い致します。

□メールアドレス登録をしない
※右記注意事項をご確認ください。

【メールアドレス⾮登録時の注意事項】
・WEBページのログインができないため「チケット購⼊、
マイページの利⽤等のWEBサービスの利⽤」
・クラブ及びリーグからのお知らせメールでの受信など、
WEBやメールサービスの利⽤ができません。

ご職業 会社員　・　専⾨職　・　公務員　・　教職　・　⾃営業　・　学⽣　・　パート/アルバイト　・　主婦　・　その他

電話番号
(どちらか)

ご⾃宅︓

携帯電話︓

※ご⼊会者様が未成年(＝20歳未満)の場合、保護者様の同意が必要となります。
(フリガナ) 保護者同意欄 保護者様の会員ID※会員様の場合のみ

保護者⽒名 □同意する
※不明の場合は空欄でも可能です。

⽣年⽉⽇ ⻄暦　　　　　　　年(T・S・H　　　　年)　　　　⽉　　　　⽇

ご住所

〒　　　　　－

ご⽒名(漢字)

2021-22シーズン ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブ
継続ご⼊会申込書 [ レギュラー会員(¥3,800) ]

個⼈情報についてお伺いします。

(フリガナ) 性別



男性 ⼥性 どちらも
選ばない

Q ファンクラブ会員特典の受け取り⽅法をお選びください。 □　会場 □　配達

Q ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブからのお知らせを受け取りますか︖ □　受け取る □　受け取らない

Q B.LEAGE及び当クラブからのお知らせを受け取りますか︖ □　受け取る □　受け取らない

　B.LEAGUE会員規約内容をご確認の上 □　B.LEAGUE会員規約に同意します。

　ライジンングゼファーフクオカ公式ファンクラブ会員規約内容をご確認の上 □　ライジンングゼファーフクオカ公式ファンクラブ会員規約に同意します。

⽣年⽉⽇ ⻄暦　　　　　　　年(T・S・H　　　　年)　　　　⽉　　　　⽇

(フリガナ) 保護者同意欄 保護者様の会員ID※会員様の場合のみ

保護者⽒名 □同意する
※不明の場合は空欄でも可能です。

2021-22シーズン ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブ
新規ご⼊会申込書 [ ジュニア会員(¥3,000)※15歳以下 ]

個⼈情報についてお伺いします。

(フリガナ)

ご⽒名(漢字)

※ご⼊会者様が未成年(＝20歳未満)の場合、保護者様の同意が必要となります。

性別

Q

ご住所

〒　　　　　－

電話番号
(どちらか)

ご⾃宅︓

携帯電話︓

■「ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブ」からのお知らせ︓ファンクラブ⼊会特典としての、メールマガシンやお知らせ
※2021-22シーズンより「お気に⼊りクラブ」登録サービスを実施します。「ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブからのお知らせ」に
ご登録いただいた会員様は、⾃動的に「お気に⼊りクラブ」に登録されます。
登録後の詳細／解除⽅法については、サービス開始後のBリーグチケットのご利⽤ガイドラインをご確認ください。

■B.LEAGUEおよび当クラブからのお知らせ︓Bリーグおよび当クラブのチケット／グッズの購⼊履歴のあるお客様宛のお知らせ

※⼊会者が「19歳以下の未成年で、メールアドレスをお持ちでない場合のみ」、保護者のメールアドレスでの登録ができます(※最⼤6名分まで)。
※成年（20歳以上）の⽅は必ず「ご⾃⾝のメールアドレスの記⼊」ください。お持ちでない場合は「メールアドレスを登録しない」を選択ください。
　 ご家族など代理の⽅のメールアドレスでを記⼊された場合は、会員登録の際にメールアドレスを登録できない場合がございます。

ご本⼈様についてお伺いします。

ライジングゼファーフクオカ 記⼊欄 お客様控え

ご記⼊メールアドレス
の保持者

メールアドレス
フリガナ

メールアドレス

□メールアドレス登録をしない
※右記注意事項をご確認ください。

【メールアドレス⾮登録時の注意事項】
・WEBページのログインができないため「チケット購⼊、
マイページの利⽤等のWEBサービスの利⽤」
・クラブ及びリーグからのお知らせメールでの受信など、
WEBやメールサービスの利⽤ができません。

※ー(ハイフン)や_(アンダーバー)、0(ゼロ)とo(アルファベットのオー)など、わかりやすくご記⼊いただきますようお願い致します。

□⼊会者ご本⼈様のメールアドレス □保護者様のメールアドレス

①0回　　②1〜3回　　③4〜6回　　④7〜9回　　⑤10〜12回

⑥13〜15回　　⑦16〜18回　　⑧19〜21回
2020-21シーズンの観戦回数をお教えください。
(当てはまる番号に〇をお願い致します。)



2020-21シーズンID:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

男性 ⼥性 どちらも
選ばない

Q ファンクラブ会員特典の受け取り⽅法をお選びください。 □　会場 □　配達

Q ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブからのお知らせを受け取りますか︖ □　受け取る □　受け取らない

Q B.LEAGE及び当クラブからのお知らせを受け取りますか︖ □　受け取る □　受け取らない

　B.LEAGUE会員規約内容をご確認の上 □　B.LEAGUE会員規約に同意します。

　ライジンングゼファーフクオカ公式ファンクラブ会員規約内容をご確認の上 □　ライジンングゼファーフクオカ公式ファンクラブ会員規約に同意します。

ライジングゼファーフクオカ 記⼊欄 お客様控え

※ー(ハイフン)や_(アンダーバー)、0(ゼロ)とo(アルファベットのオー)など、わかりやすくご記⼊いただきますようお願い致します。

□メールアドレス登録をしない
※右記注意事項をご確認ください。

【メールアドレス⾮登録時の注意事項】
・WEBページのログインができないため「チケット購⼊、
マイページの利⽤等のWEBサービスの利⽤」
・クラブ及びリーグからのお知らせメールでの受信など、
WEBやメールサービスの利⽤ができません。

ご本⼈様についてお伺いします。

Q 2020-21シーズンの観戦回数をお教えください。
(当てはまる番号に〇をお願い致します。)

①0回　　②1〜3回　　③4〜6回　　④7〜9回　　⑤10〜12回

⑥13〜15回　　⑦16〜18回　　⑧19〜21回

■「ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブ」からのお知らせ︓ファンクラブ⼊会特典としての、メールマガシンやお知らせ
※2021-22シーズンより「お気に⼊りクラブ」登録サービスを実施します。「ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブからのお知らせ」に
ご登録いただいた会員様は、⾃動的に「お気に⼊りクラブ」に登録されます。
登録後の詳細／解除⽅法については、サービス開始後のBリーグチケットのご利⽤ガイドラインをご確認ください。

■B.LEAGUEおよび当クラブからのお知らせ︓Bリーグおよび当クラブのチケット／グッズの購⼊履歴のあるお客様宛のお知らせ

メールアドレス

⽣年⽉⽇ ⻄暦　　　　　　　年(T・S・H　　　　年)　　　　⽉　　　　⽇

ご住所

〒　　　　　－

電話番号
(どちらか)

ご⾃宅︓

携帯電話︓

※⼊会者が「19歳以下の未成年で、メールアドレスをお持ちでない場合のみ」、保護者のメールアドレスでの登録ができます(※最⼤6名分まで)。
※成年（20歳以上）の⽅は必ず「ご⾃⾝のメールアドレスの記⼊」ください。お持ちでない場合は「メールアドレスを登録しない」を選択ください。
　 ご家族など代理の⽅のメールアドレスでを記⼊された場合は、会員登録の際にメールアドレスを登録できない場合がございます。

ご記⼊メールアドレス
の保持者 □⼊会者ご本⼈様のメールアドレス □保護者様のメールアドレス

メールアドレス
フリガナ

※ご⼊会者様が未成年(＝20歳未満)の場合、保護者様の同意が必要となります。
(フリガナ) 保護者同意欄 保護者様の会員ID※会員様の場合のみ

保護者⽒名 □同意する
※不明の場合は空欄でも可能です。

ご⽒名(漢字)

2021-22シーズン ライジングゼファーフクオカ公式ファンクラブ
継続ご⼊会申込書 [ ジュニア会員(¥2,800)※15歳以下 ]

個⼈情報についてお伺いします。

(フリガナ) 性別


