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ビルボードライブ「クラブ・ビー・ビー・エル会員規約」新旧対照表 

平成 29 年 2 月 1 日付 2019 年 10 月 1 日付 

第 1条（名称） 

本会の名称は「クラブ・ビー・ビー・エル」と

し、株式会社阪神コンテンツリンク（以下「当

社」といいます。）は、第 3 条に定める会員費

を納入された会員に対し、本規約記載のサー

ビスを提供します。 

第 1条（名称） 

本会の名称は「クラブ・ビー・ビー・エル」と

し、株式会社阪神コンテンツリンク（以下「当

社」といいます。）は、第 3 条に定める会員契

約を締結した会員に対し、本規約記載のサー

ビスを提供します。 

第 2条（会員） 

1.入会申込 

会員になろうとする方は、本規約をご覧の上、

入会申込のフォームに記載する方法または電

磁的に記入する方法で入会申込を行ってくだ

さい。いずれの方法による場合も記入された

入会申込のフォームを「入会申込書」といい

ます。当社は､第 3 条に定める会員費（初期手

数料及び年会費）のクレジットカード会社に

よる立替払い承認後、当社の裁量により入会

を承認します。会員は、入会申込をした時点

で、本規約の内容に同意したものとみなされ、

当社が入会承認することにより会員と当社と

の間に本規約を内容とする契約が成立したも

のとします。なお、クレジットカード会社に

よる立替払いの承認を当社が確認できない場

合、その他本会の会員として不適当と判断さ

れる場合は、入会を承認できないことがあり

ます。また、同一個人で複数の会員資格を有

することはできません。 

 

2.入会承認の通知および会員証の送付 

(1)書面による入会申込に対して当社が入会

を承認した会員については、当社は、会員が

入会申込書に記載した住所宛に、会員番号を

記載した本会の会員証を送付します。これを

もって入会を承認する旨の通知とします。会

第 2条（会員） 

1.入会申込 

入会を希望する方は、本規約をご覧の上、当

社が指定する入会申込のフォームに記載する

方法または電磁的に記入する方法で入会申込

み（本規約に同意頂くことを含みます）を行

ってください。記入された入会申込のフォー

ムを「入会申込書」といいます。当社は､第 3

条に定める会員費（初期手数料及び年会費）

のクレジットカード会社による立替払い承認

後、当社の裁量により入会を承認します。当

社が入会承認することにより会員と当社との

間に本規約を内容とする契約（以下「会員契

約」といいます。）が成立したものとします。

なお、クレジットカード会社による立替払い

の承認を当社が確認できない場合、その他本

会の会員として不適当と判断される場合は、

入会を承認できないことがあります。また、

同一個人で複数の会員資格を有することはで

きません。 

 

2.入会承認の通知 

電磁的方法による入会申込に対して当社が入

会を承認した会員、および書面による入会申

込に対して当社が入会を承認した会員につい

ては、当社は、会員が入会申込時に記入した

メールアドレス宛に、入会を承認する旨の電
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員は、会員証を受領した日に会員資格を付与

されます。 

(2) 電磁的方法による入会申込に対して当社

が入会を承認した会員については、当社は、

会員が入会申込書に記入したメールアドレス

宛に、入会を承認する旨の電子メールを送付

することにより入会を承認する旨の通知を行

います。会員は、この電子メールを受領した

日に会員資格を付与されます。その後、当社

は、会員が入会申込書に記入した住所宛に、

会員証を送付します。会員が、会員証を受領

する前に来店される場合は、会員特典提供等

のためにご本人確認をさせていただく必要が

ありますので、入場時に当社スタッフに対し、

会員である旨をお申出ください。 

 

3.会員の種類 

(1)会員には「web プラン」会員と「情報誌プ

ラン」会員があります。すべての会員は、第 8

条記載の情報を含む本会に関連する情報をイ

ンターネットサイト上で閲覧することができ

ます。また当社は、入会申込書にメールアド

レスをご記入いただき、かつメールマガジン

の配信希望をご選択いただいた会員に電子メ

ールによりこれらの情報を送付し､｢情報誌プ

ラン」会員に情報誌「Billboard Live News」

（年 11 回発行予定）を送付します。 

(2)会員は、会員の種類を変更したい場合に

は、本会の会員事務局（第 21 条に記載してい

ます。以下「クラブ・ビー・ビー・エル会員事

務局」といいます。）宛にその旨を別途定める

様式の書面で通知することにより、会員の種

類を変更することができます。その場合の会

員費の取扱については、第 3 条第 3 項の定め

によります。 

子メールを送付することにより、入会を承認

する旨の通知を行います。会員は、この電子

メールを受領した日に会員資格を付与されま

す。 

 

3.会員の種類 

(1)会員には「web プラン」会員と「情報誌プ

ラン」会員があります。すべての会員は、第 7

条記載の情報を含む本会に関連する情報をイ

ンターネットサイト上で閲覧することができ

ます。また当社は、入会申込書にメールアド

レスをご記入いただき、かつメールマガジン

の配信希望をご選択いただいた会員に電子メ

ールによりこれらの情報を送付し､｢情報誌プ

ラン」会員に情報誌「Billboard Live News」

を送付します。 

(2)会員は、会員の種類を変更したい場合に

は、本会の会員事務局（以下「クラブ・ビー・

ビー・エル会員事務局」といいます。）宛にそ

の旨を当社が定める電磁的な方法で通知する

ことにより、会員の種類を変更することがで

きます。その場合の会員費の取扱については、

第 3 条第 3 項の定めによります。 

第 3条（会員費） 第 3条（会員費） 
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1.会員費 

(1)会員費は以下のとおりです。 

●web プラン 年会費 3,240 円＋初期手数料 

1,080 円 

●情報誌プラン 年会費 3,780 円＋初期手数

料 1,080 円 

（上記の金額は消費税を含んだ金額です。） 

(2)会員費は、第 19 条に定める場合を除き、

理由の如何を問わず、返金されません。 

 

2.会員費の支払方法 

会員費は、入会申込書記入のクレジットカー

ド会社により立替払いされ、クレジットカー

ド会社を通じて自動引落しされます。第 5 条

に定める更新拒絶期間満了前の退会の申し出

がない限り、次年度以降の年会費についても、

同様とします。 

 

3.会員の種類の変更と会員費の変更 

(1)会員が、第 5条に定める更新拒絶期間内に、

第 2 条第 3 項（2）の会員の種類の変更通知を

した場合には、会員の種類は、更新後の期間

の初日に変更し、変更の年度以降は､変更後の

会員の種類に応じた年会費が引き落とされま

す。 

(2)会員が、更新拒絶期間外に会員の種類の変

更通知をした場合には、会員の種類は、変更

通知がクラブ・ビー・ビー・エル会員事務局

に到達した日に変更し､（i）web プランから

情報誌プランへの変更の場合には、当該年度

についてさらに年会費 540 円（税込）が発生

し､（ii）情報誌プランから web プランへの変

更の場合には、既払いの年会費の返金はいた

しません。 

 

4.クレジットカード情報の変更 

(1)会員費は以下のとおりです。 

●web プラン 年会費 3,300 円＋初期手数料

1,100 円（いずれも税込） 

●情報誌プラン 年会費 3,850 円＋初期手数

料 1,100 円（いずれも税込） 

（上記の金額は消費税を含んだ金額です。） 

(2)一旦納入された会員費は、理由の如何を問

わず、返金できません。ただし、第 17 条１項

など本規約に返金の定めがある場合、並びに、

会員契約に法的な取消権が成立する場合を除

きます。 

 

2.会員費の支払方法 

会員費は、入会申込書記入のクレジットカー

ド会社により立替払いされ、クレジットカー

ド会社を通じて自動引落しされます。第 5 条

に定める更新拒絶期間満了前の退会の申し出

がない限り、次年度以降の年会費についても、

同様とします。 

 

3.会員の種類の変更と会員費の変更 

(1)会員が、第 5条に定める更新拒絶期間内に、

第 2 条第 3 項（2）の会員の種類の変更通知を

した場合には、会員の種類は、更新後の期間

の初日に変更となり、変更の年度以降は､変更

後の会員の種類に応じた年会費が引き落とさ

れます。 

(2)会員は、更新拒絶期間を経過した後に会員

の種類の変更通知をした場合には、原則とし

て、会員の種類変更はできません。ただし、

会員が下記の点に同意をした場合には、変更

通知がクラブ・ビー・ビー・エル会員事務局

に到達した日をもって、会員の種類変更を認

めます。 

（i）web プランから情報誌プランへの変更 

情報誌プランに関する追加年会費 550 円（税
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会員が当社に届け出たクレジットカード情報

に変更が生じかつ会員から当社に対し変更の

連絡がなかった場合には、当社は、会員への

連絡なしにクレジットカード会社に対し変更

後のクレジットカード情報を確認のうえ、変

更後のクレジットカード情報に基づき立替払

いを受けることがあります。 

込）を支払うことに同意した場合 

（ii）情報誌プランから web プランへの変更 

既払の情報誌プランの年会費と web プラン

の年会費との差額金の返金請求をしないこと

に同意した場合。 

 

4.クレジットカード情報の変更 

会員が当社に届け出たクレジットカード情報

に変更が生じかつ会員から当社に対し変更の

連絡がなかった場合には、当社は、会員への

連絡なしにクレジットカード会社に対し変更

後のクレジットカード情報を確認のうえ、変

更後のクレジットカード情報に基づき立替払

いを受けることがあります。 

第 4条（会員資格の有効期間） 

会員資格の有効期間は、当社が会員証を発送

した日の翌日から起算し、その 1 年後の当該

月の末日までとします。 

第 4条（会員資格の有効期間） 

会員資格の有効期間は、当社が送信した入会

を承認する旨の電子メールを会員が受領した

日から起算し、その 1 年後の当該月の末日ま

でとします。 

第 5条（更新） 

会員より当該年度の会員資格の有効期間の開

始日から満了の 2 ヶ月前（この期間を「更新

拒絶期間」といいます。）までに第 16 条に定

める退会のお申出がクラブ・ビー・ビー・エ

ル会員事務局に到達しない場合、更新希望と

みなしさらに 1 年間自動更新し、以後同様の

取扱をします。なお、特段の事情がない限り、

クラブ・ビー・ビー・エル会員事務局から会

員に対し、更新拒絶期間及び更新に関するご

連絡はいたしません。 

第 5条（更新） 

1. 会員は、当該年度の会員資格の有効期間の

開始日から満了の 2 ヶ月前（この期間を「更

新拒絶期間」といいます。）までに、第 14 条

に定める退会のお申出（更新拒絶の意思表示）

をクラブ・ビー・ビー・エル会員事務局宛て

に行うことにより、会員契約を期間満了によ

り終了させることができます。 

2. 会員から更新拒絶期間内に前項の退会の

お申し出が到着しない場合、会員には更新拒

絶の意思は無いものとみなし、さらに 1 年間

会員契約を更新し、以後も同様の取扱をしま

す。 

3. 当社（クラブ・ビー・ビー・エル会員事務

局）は、会員にご負担頂く会費が高額なもの

とならないよう、個々の会員に対して、更新

拒絶期間の到来予定や更新拒絶の有無に関す
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るご連絡やご照会を行いません。各会員は当

社の上記の取扱いを了承するものとします。 

第 6条（会員証） 

当社が送付した会員証は、当社から会員に貸

与されるものです。会員は貸与された会員証

に自署し、管理責任を負います。会員証は、

自署した会員のみが利用できます。 

削除 

第 7条（禁止事項） 

会員は、以下の行為を行ってはならないもの

とします。会員が以下の行為を行っていると

当社が判断した場合、第 13 条に基づき会員資

格を喪失させ、または店内への入場を認めな

い（既に入場している場合は退場させる）こ

とがあります。この場合、既に発生した会員

費、ミュージックフィーおよび席指定料、そ

の他費用の返金は致しません。また、以下の

行為よって生じたトラブル・損害等について

は、当社は一切の責任を負いません。 

 

(1)会員証、会員番号、会員特典その他本会の

会員たる地位を、会員資格の有無を問わず第

三者に貸与､譲渡、売買または担保に供する等

の行為。 

(2)営利・転売を目的として、ビルボードライ

ブ大阪、ビルボードライブ東京店舗内におい

て行われる公演等または当社が主催する公演

（以下「BBL 公演等」といいます。）のチケッ

トを購入し、または予約する行為。 

(3)BBL 公演等のチケットまたは予約権を第

三者に転売し、または転売しようとする行為

（掲示板、オークション、インターネットチ

ケットオークション、チケットショップ、ダ

フ屋、もしくは転売サイトにおいて転売し、

または転売しようとする行為を含みますが、

これらに限りません。）。 

(4)当社もしくは当社が認める業者以外の者

第 6条（禁止事項）※改定前第 7条 

会員は、以下の行為（以下「禁止行為」といい

ます）を行ってはならないものとします。会

員が以下の禁止行為を行っていることが判明

した場合、当社は、第 11 条に基づき会員資格

を喪失させる、店内への入場を認めない（既

に入場している場合は退場させる）、警察に通

報する、損害賠償を請求するといった措置を

とることがあります。この場合、既に発生し

た会員費、ミュージックフィーおよび席指定

料、その他費用の返金は致しません。また、

以下の禁止行為によって生じたトラブルや損

害等は当該会員が自己の責任と費用で解決す

るものとし、当社は関知しません。 

 

(1)会員番号、会員特典その他本会の会員たる

地位を、会員資格の有無を問わず第三者に貸

与､譲渡、売買または担保に供する等の行為。 

(2)営利・転売を目的として、ビルボードライ

ブ大阪、ビルボードライブ東京、ビルボード

ライブ横浜店舗内において行われる公演等ま

たは当社が主催する公演（以下「BBL 公演等」

といいます。）のチケットを購入し、または予

約する行為。 

(3)BBL 公演等のチケットまたは予約権を第

三者に転売し、または転売しようとする行為

（掲示板、オークション、インターネットチ

ケットオークション、チケットショップ、ダ

フ屋、もしくは転売サイトにおいて転売し、
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から BBL 公演等のチケットもしくは予約権

を購入する行為（「掲示板」、「オークション」、

「チケットショップ」、「購入代行業者」、「ダ

フ屋」等の購入方法・場所は問いません。）、

または BBL 公演等のチケットもしくは予約

権を当社が定める販売金額を超える金額で購

入する行為。 

(5)BBL 公演等における当社の事前許可のな

い写真・ビデオ撮影または録音（スマートフ

ォン等による撮影・録音を含みます。）。 

(6)BBL 公演等において、他の入場者に迷惑を

かけると当社が判断する行為。 

または転売しようとする行為を含みますが、

これらに限りません。）。 

(4)当社もしくは当社が認める業者以外の者

から BBL 公演等のチケットもしくは予約権

を購入する行為（「SNS や電子掲示板」、「オー

クション」、「チケットショップ」、「購入代行

業者」、「ダフ屋」等の購入方法・場所は問い

ません。）。 

(5)BBL 公演等における当社の事前許可のな

い写真・ビデオ撮影または録音（スマートフ

ォン等による撮影・録音を含みます。）。 

(6)BBL 公演等において、他の入場者に迷惑を

かけると当社が判断する行為。 (7)会員本人

でない名義のクレジットカードにて、クラブ・

ビー・ビー・エル会員の会員登録を行う行為。 

(8)公演の入場時に、会員同士で分かれて個別

の整理番号を取得し、整理番号の確定後、最

も小さい整理番号の会員の並び位置に合流す

る行為。 

(9)他の会員の権利を侵害する行為や他の会

員に迷惑をかける行為を行う場合、当社担当

者の指示や要請に従わない場合 

(10)その他法律、政令、条例、本規定に反する

行為を行った場合 

第 8条（会員特典） 

1.特定公演の優先予約 

会員は、ビルボードライブ大阪、ビルボード

ライブ東京店舗内において当社主催で行われ

る公演（特別公演、貸切公演､イベントおよび

他社主催公演等は除きます。以下｢特定公演｣

といいます。）のサービスエリアを、第 9 条の

定めに従い一般予約開始日の 1 週間前（その

日の予約業務が休業の場合は、その前日）よ

り、優先的にご予約いただくことができます。

1 ステージ 1 予約で会員様を含む 4 席までご

予約できます。 

第 7条（会員特典）※改定前第 8条 

1.特定公演の優先予約 

会員は、ビルボードライブ大阪、ビルボード

ライブ東京、ビルボードライブ横浜店舗内に

おいて当社主催で行われる当社が指定する公

演（特別公演、貸切公演､イベントおよび他社

主催公演等は除きます。以下｢特定公演｣とい

います。）のサービスエリアおよびカジュアル

エリアを、第 8 条の定めに従い一般予約開始

日の前に当社が定めた会員予約日より、ご予

約いただくことができます。1 ステージ 1 予

約で、会員様を含めて、当社が規定した公演
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2.席指定 

会員は、特定公演のサービスエリア内の指定

席について、1 ステージ 1 予約で会員を含む

4 席まで、以下の要領により、席指定ができま

す。 

(1)メンバーズシート（会員専用指定席） 

・席指定料は 1 席 1,080 円（税込）となりま

す。 

(2)メンバーズシート以外の指定席 

・席指定料は当社が別途定めます。メンバー

ズシートと合わせ、1 ステージ 1 予約で会員

を含む 4 席までご予約可能です。 

 

3.ドリンクサービス 

当社は、ご予約のうえご来店いただいた会員

に対し、当社指定のドリンク 1 杯を無料で提

供いたします。ドリンクの品目は予めクラブ・

ビー・ビー・エル会員事務局が決定いたしま

す（カジュアルエリアをご予約の場合、この

特典は適用されません。）。この特典は、他の

ご優待との併用はできません。また、会員以

外のご同伴者様には、この特典は適用されま

せん。 

 

4.ポイント発行 

特定公演にご来店いただいた会員本人のミュ

ージックフィー100 円（税込）につき、1 ポイ

ントを発行します。会員以外のご同伴者様の

ミュージックフィーについては、ポイントは

発行いたしません。また、以下の場合ポイン

トは発行いたしません。 

・会員様が個人または法人チケットをご利用

の場合。 

・会員証をご持参されなかった場合（ただし、

電磁的な方法で入会申込を行った会員でかつ

ごとの最大予約可能数までご予約できます。

また、会員予約日より会場内の指定席につい

て、当社が別途定めた席指定料を支払うこと

で席指定ができます。 

また、当社主催の他会場での公演の一部を、

一般予約開始日の前に当社が定めた会員予約

日よりご予約いただくことができます。この

場合、予約の方法や支払い方法、予約の変更・

キャンセル、その他の注意点については別途、

公演ごとに当社が定めたところに従うものと

いたします。 

 

2.ドリンクサービス 

当社は、ご予約のうえご来店いただいた会員

に対し、当社指定のドリンク 1 杯を無料で提

供いたします。ドリンクの品目は予めクラブ・

ビー・ビー・エル会員事務局が決定したもの

となります（カジュアルエリアをご予約の場

合、この特典は適用されません。）。この特典

は、他のご優待との併用はできません。また、

会員以外のご同伴者様には、この特典は適用

されません。 

 

3.情報提供 

会 員 限 定 の 情 報 や 最 新 情 報 を 情 報 誌 

｢Billboard Live News｣､インターネットサイ

ト、メールマガジン等でご案内します。ただ

し、情報誌「Billboard Live News」は情報誌

プラン会員に対して送付いたします。  

4.特別企画、特別優待のご案内 

会員限定の特別企画、特別優待を随時ご案内

いたします。 
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会員証を受領していない会員を除く。）。 

・ご優待企画等割引料金または次項に定める

ポイント控除による招待でご利用の場合。 

 

5.ポイントによるご招待 

ご来店公演のミュージックフィー（税込）の

10 分の 1 以上の累計ポイントを保有する会員

より、会員証の提示をもって申出があった場

合、累計ポイントからミュージックフィー相

当のポイントを控除し当該公演のミュージッ

クフィーは招待といたします。 

（例）累計 1,000 ポイントを保有する会員が、

ミュージックフィー8,500 円（税込）のサービ

スエリアにご来店の場合 

→850 ポイント（ミュージックフィー8,500 円

の 10 分の 1 相当）を累計ポイントから控除

し、ミュージックフィー8,500 円（税込）を招

待といたします。この場合、ポイント控除後

の会員の累計ポイントは、150 ポイントとな

ります。 

なお、ポイント控除による招待は、ミュージ

ックフィーのみに適用され、飲食代金には適

用されません。ポイント控除による招待での

ご来店の場合も飲食代金は別途ご精算くださ

い。 

 

また、以下の場合についてもポイント控除に

よる招待は適用されません。 

・会員が個人、法人チケットをご利用の場合。 

・会員証をご持参されなかった場合（ただし、

電磁的な方法で入会申込を行った会員でかつ

会員証を受領していない会員を除きます。）。 

・ご優待企画等割引料金でご利用の場合。 

・当社が指定する一部の特別公演、貸切公演、

イベント、他社主催公演等。 
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6.情報提供 

会 員 限 定 の 情 報 や 最 新 情 報 を 情 報 誌 

｢Billboard Live News｣､Web サイト、メール

マガジン等でご案内します。ただし、情報誌

「Billboard Live News」は情報誌プラン会員

のみに対して送付いたします。 

 

7.特別企画、特別優待のご案内 

会員限定の特別企画、特別優待を随時ご案内

いたします。 

第 9条（予約） 

1.予約の方法 

(1)会員は、ビルボードライブ大阪、ビルボー

ドライブ東京店舗内において行われる特定公

演の予約ができます。特定公演であっても満

席公演の場合は、ご予約いただけません。 

(2)ご予約の際は、会員である旨をお申出のう

え、特定公演の一般予約開始日の 1 週間前（そ

の日の予約業務が休業の場合は、その前日）

からお電話またはインターネットサイトでご

予約をお入れください。ご予約時に会員であ

る旨のお申出のない場合は、ご予約ができな

いことがあります。ご予約に際しては、電話

オペレータまたはインターネットサイトコン

ピュータシステムがその他の必要事項を確認

させていただきます。 

(3)会員予約数は各ステージ 100 名様（ビルボ

ードライブ大阪およびビルボードライブ東

京）までとさせていただき､会員予約数（ご同

伴者を含みます。）の累計が 100 名様（ビルボ

ードライブ大阪およびビルボードライブ東

京）に達した段階で会員優先電話予約受付お

よび会員優先インターネットサイト受付を終

了させていただきます。会員優先電話予約受

付および会員優先インターネットサイト受付

終了後は、一般予約開始日以降の会員特典外

第 8条（予約）※改定前第 9条 

1.予約の方法 

(1)会員は、ビルボードライブ大阪、ビルボー

ドライブ東京、ビルボードライブ横浜店舗内

において行われる特定公演の予約ができま

す。ただし、特定公演であっても満席公演の

場合は、ご予約いただけません。 

(2)ご予約の際は、会員である旨をお申出のう

え、当社のお電話またはインターネットサイ

トよりご予約ください（公演により、当社が

定めた外部のチケット販売サービスに、チケ

ット販売を委託する場合がございます。この

場合、予約の方法や支払い方法、予約の変更・

キャンセルについては外部のチケット販売サ

ービスの利用規約にしたがうものとします。

また、外部のチケット販売サービスの規定に

したがい、利用手数料等が発生する場合がご

ざいます。）。ご予約時に会員である旨のお申

出のない場合は、ご予約ができないことがあ

ります。ご予約に際しては、電話オペレータ

またはインターネットサイトコンピュータシ

ステムがその他の必要事項を確認させていた

だきます。 

(3)会員予約数の累計が、当社が公演ごとに設

定した上限数に達した段階で会員優先電話予

約受付および会員優先インターネットサイト
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の一般でのご予約となります。 

 

2.支払方法 

(1)インターネットサイトでご予約の会員は、

ミュージックフィーおよび指定席ご予約の場

合の席指定料の全額を、ご予約時にクレジッ

トカードでお支払いただきます。 

(2)お電話でご予約の会員は、ミュージックフ

ィーおよび指定席ご予約の場合の席指定料の

全額を、公演当日の当社が指定する時間に現

金またはクレジットカードでお支払いただき

ます。 

 

3.ご予約内容の変更 

(1)インターネットサイトでご予約の会員の

ご予約内容の変更は、第 9 条第 4 項に定める

キャンセルの手続きを完了いただいた場合に

のみ、承ります。ただし、変更前のご予約と

同じ内容でのご予約は、承ることができない

ことがあります。 

(2)お電話でご予約の会員のご予約内容の変

更は、必ず公演の 1 営業日前までにお電話で

ご連絡ください。当日の変更はお受けできま

せん。また、満席公演に関しては、満席とな

った時点で、ご予約の変更ができないことが

あります。 

 

4.ご予約のキャンセル 

(1)インターネットサイトでご予約の会員の

キャンセルは､インターネットサイト上で当

社が定める手続きをいただいた場合のみ、承

ります。この場合、ご予約時にお支払いいた

だいた金額に対し、次に定める料率を乗じた

金額を、キャンセル手数料として、クレジッ

トカードでお支払いいただきます。なお、ご

予約時にお支払いいただいた金額は、その全

受付を終了させていただきます。会員優先電

話予約受付および会員優先インターネットサ

イト受付終了後は、一般予約開始日以降の会

員特典外の一般でのご予約となります。 

 

2.支払方法 

(1)インターネットサイトでご予約の会員は、

ミュージックフィーおよび指定席ご予約の場

合の席指定料の全額を、ご予約時にクレジッ

トカードでお支払いただきます。 

(2)お電話でご予約の会員は、ミュージックフ

ィーおよび指定席ご予約の場合の席指定料の

全額を、公演当日の当社が指定する時間に現

金またはクレジットカードでお支払いただき

ます。 

 

3.ご予約内容の変更 

(1)インターネットサイトでご予約の会員の

ご予約内容の変更は、第 8 条第 4 項に定める

キャンセルの手続きを完了いただいた場合に

のみ、承ります。ただし、キャンセルの手続

き完了後、変更前のご予約と同じ内容でのご

予約は、承ることができないことがあります。

また、キャンセルの手続き完了後、満席とな

った時点でご予約を承ることができないこと

があります。 

(2)お電話でご予約の会員のご予約内容の変

更は、必ず公演の 1 営業日前までにお電話で

ご連絡ください。当日の変更はお受けできま

せん。また、満席公演に関しては、満席とな

った時点で、ご予約の変更ができないことが

あります。また、同一公演で複数ステージの

ご予約を承っている場合、キャンセルを受け

付けることができない場合がございます。 

 

4.ご予約のキャンセル 



クラブ・ビー・ビー・エル会員規約_新旧対照表 

 

額を、クレジットカードを通じて返金いたし

ます。なお、公演当日の開演時刻の 3 時間前

を経過した場合またはクレジットカードでキ

ャンセル手数料のお支払いがいただけない場

合、キャンセルは一切承ることができません。 

●公演の前日から起算して 7 日前まで 

サービスエリア自由席：5％ 

サービスエリア指定席：10％ 

カジュアルエリア：5％ 

●公演の前日から起算して 2 日前まで 

サービスエリア自由席：20％ 

サービスエリア指定席：50％ 

カジュアルエリア：20％ 

●公演の前日まで 

サービスエリア自由席：50％ 

サービスエリア指定席：75％ 

カジュアルエリア：50％ 

●公演の当日の開演時刻の 3 時間前まで 

サービスエリア自由席：75％ 

サービスエリア指定席：100％ 

カジュアルエリア：75％ 

(2)お電話でご予約の会員のキャンセルは、必

ず公演の 1 営業日前までにお電話でご連絡く

ださい。 

 

5.ご来店 

(1)ご予約いただいた会員は、開演時刻の 10

分前までに必ずご来店ください。開演時刻ま

でにご来店いただけない場合には立見席とな

るか、ご予約を取り消させていただくことが

あります。なお、本条に基づきインターネッ

トサイトでのご予約を取り消しさせていただ

いた場合には、お支払済みのミュージックフ

ィーおよび指定席ご予約の場合の席指定料は

返金いたしません。また、ご入場時に本人確

認、年齢確認を実施させていただく場合があ

(1)インターネットサイトでご予約の会員契

約のキャンセルは､原則としてできません。た

だし、インターネットサイト上で当社が定め

る手続きをいただいた場合で、かつ、ご予約

時にお支払いいただいた金額に対し、次に定

める料率を乗じた金額を、キャンセル手数料

として、クレジットカードでお支払いいただ

く場合には、例外としてキャンセルを承りま

す。適正なキャンセル手続がなされた場合に

は、ご予約時にお支払いいただいた金額は、

その全額をクレジットカードを通じて返金い

たします。なお、公演当日の開演時刻の 3 時

間前を経過した場合またはクレジットカード

でキャンセル手数料のお支払いがいただけな

い場合、キャンセルは一切承ることができま

せん。 

●公演の前日から起算して 7 日前まで 

サービスエリア自由席：5％ 

サービスエリア指定席：10％ 

カジュアルエリア：5％ 

●公演の前日から起算して 2 日前まで 

サービスエリア自由席：20％ 

サービスエリア指定席：50％ 

カジュアルエリア：20％ 

●公演の前日まで 

サービスエリア自由席：50％ 

サービスエリア指定席：75％ 

カジュアルエリア：50％ 

●公演の当日の開演時刻の 3 時間前まで 

サービスエリア自由席：75％ 

サービスエリア指定席：100％ 

カジュアルエリア：75％ 

(2)お電話でご予約の会員のキャンセルは、必

ず公演の 1 営業日前までにお電話でご連絡く

ださい。また、各種プランをご利用の場合、

別途弊社が設定する期限までにキャンセルの
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りますので、予めご了承ください。 

(2)指定席の席指定と異なり、自由席のご予約

は、お席の確保であり、席の指定ではありま

せん。ご予約時に定める入場整理番号順に、

ご来店いただいたときに、お席にご案内いた

します（指定席の席指定は、前条第 2 項の定

めによりお取扱いたします。）。 

(3)ご予約いただいたにもかかわらずキャン

セルのご連絡なく来店されないこと、または

ご予約された会員本人が来店されないことが

複数回生じた場合には、第 13 条に基づき会員

資格を喪失させることがあります。また、こ

の場合で会員資格喪失後新たに入会の申込を

されたときは、入会をお断りすることがあり

ます。 

(4)ご入場の際に会員証をご提示ください。ご

提示のない場合、会員特典が受けられません

（ただし、電磁的な方法で入会申込を行った

会員でかつ会員証を受領していない会員を除

きます。）。 

ご連絡を頂く必要がある場合がございます。 

 

5.ご来店 

(1)ご予約いただいた会員は、開演時刻の 10

分前までに必ずご来店ください。開演時刻ま

でにご来店いただけない場合には、ご予約に

ついては権利放棄との取り扱いをさせていた

だくことがあります。この場合、お支払済み

のミュージックフィーおよび指定席ご予約の

場合の席指定料は返金いたしません。また、

ご入場時に本人確認、年齢確認を実施させて

いただく場合がありますので、予めご了承く

ださい。 

(2)指定席の席指定と異なり、自由席のご予約

は、お席の確保であり、席の指定ではありま

せん。ご予約時に定める入場整理番号順に、

ご来店いただいたときに、お席にご案内いた

します（指定席の席指定は、前条第 2 項の定

めによりお取扱いたします。）。 

(3)ご予約いただいたにもかかわらずキャン

セルのご連絡なく来店されないこと、または

ご予約された会員本人が来店されないことが

複数回生じた場合には、第 11 条に基づき会員

資格を喪失させることがあります。また、こ

の場合で会員資格喪失後新たに入会の申込を

されたときは、入会をお断りすることがあり

ます。 

（4）ご来店いただいた会員に対し、会員特典

提供等のために会員ページのご提示によって

ご本人確認をさせていただく必要があります

ので、入場時に当社スタッフに対し、会員で

ある旨をお申出ください。 

第 10 条（公演中止、延期の場合） 

ご予約された公演が中止または延期された場

合でも、当社は､会員に対して旅費等の補償は

いたしません。 

第 9条（公演中止、延期の場合）※改定前第 10 条 

ご予約された公演が中止または延期された場

合でも、当社は､会員に対して旅費等の補償は

いたしません。 
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第 11 条（申込書記入事項の変更） 

会員は、入会申込書記入の会員名称、住所、

連絡先、クレジットカード情報（会社名、番

号、有効期限等）等に変更があった場合は、

速やかにその旨をクラブ・ビー・ビー・エル

会員事務局宛てに、別途定める様式の書面ま

たは電磁的方法により連絡するものとしま

す。ご連絡のないことによって発生する情報

の不到達その他の不利益に関しては、当社は

一切責任を負いません。 

第 10 条(申込書記入事項の変更）※改定前第 11 条 

会員は、入会申込書記入の会員名称、住所、

連絡先、クレジットカード情報（会社名、番

号、有効期限等）等に変更があった場合は、

速やかにその旨をクラブ・ビー・ビー・エル

会員事務局宛てに、当社が指定する方法によ

り連絡するものとします。ご連絡のないこと

によって発生する情報の不到達その他の不利

益に関しては、当社は一切責任を負いません。 

第 12 条（会員証の紛失、盗難等） 

1.紛失、盗難等 

会員は、会員証を紛失したり盗難等にあった

りした場合は､直ちにその旨をクラブ・ビー・

ビー・エル会員事務局宛てに連絡するものと

します。 

 

2.再発行 

前項の連絡が事務局に到達後、会員が希望す

る場合は、別途定める再発行手数料をご負担

いただいたうえで、会員証を再発行いたしま

す。（この場合、旧会員証のポイントはすべて

失効します。）なお、会員証を再発行しない場

合であっても、初期手数料および年会費は返

金いたしません。また、この場合、退会の申

し出がない限り会員資格は喪失せず、次年度

以降も第 3 条に定める会員費の自動引落とし

が継続されることとなりますので、ご注意く

ださい。 

削除 

第 13 条（会員資格の喪失） 

当社は、会員が本規約に違反しまたは次の各

号の一つにでも該当した場合その他当社が会

員として不適当と判断した場合､会員に通知

することなく会員資格を喪失させることがで

きます。その場合、初期手数料および年会費

は返金されません。また、会員資格の喪失に

第 11 条（会員資格の喪失）※改定前第 13 条 

当社は、会員が次の各号の一つにでも該当し

た場合には､会員契約の債務不履行解除によ

り、会員資格を喪失させることができます。

その場合、初期手数料および年会費は返金さ

れません。また、会員資格の喪失により生し

た不利益・損害等については、当社は一切の
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より生した不利益・損害等については、当社

は一切の責任を負わないものとします。 

(1)会員費その他の債務について、クレジット

カード会社の立替払い承認を、当社が定める

所定の期日までに確認できないとき。 

(2)同一個人が複数の会員資格を保有し、また

は保有しようとしたとき。 

(3)第 7 条に定める禁止事項に違反している、

またはその可能性が高いものと当社が判断し

たとき。 

(4)当社または提携会社が管理運営する施設

を破損したとき。 

(5)当社または提携会社が管理運営する施設

の名誉を傷つけ､または秩序を乱したとき。 

(6)入会時に虚偽の申告をしたことが判明し

たとき。 

(7)暴力団、総会屋その他の反社会的勢力（暴

力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益

を追求する集団又は個人）に該当する者ない

しこれらに準じる者であると認められたと

き。 

(8)暴力的又は威迫的な要求行為や法的な責

任を超えた不当な要求行為を行ったとき。 

(9)法令、本規約に違反したときその他当社が

不適切と判断する行為を行ったとき。 

責任を負いません。 

(1)会員費その他の債務について、クレジット

カード会社の立替払い承認を、当社が定める

所定の期日までに確認できないとき。 

(2)同一個人が複数の会員資格を保有し、また

は保有しようとしたとき。 (3)第 6 条に定め

る禁止行為を行ったとき。 

(4)当社または提携会社が管理運営する施設

を破損したとき。 

(5)当社または提携会社が管理運営する施設

の名誉を傷つけ､または秩序を乱したとき。 

(6)入会時に虚偽の申告をしたことが判明し

たとき。 

(7)暴力団、総会屋その他の反社会的勢力（暴

力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益

を追求する集団又は個人）に該当する者ない

しこれらに準じる者であると認められたと

き。 

(8)暴力的又は威迫的な要求行為や法的な責

任を超えた不当な要求行為を行ったとき。 

(9)法令、本規約に違反したとき 

(10) )他の会員の権利を侵害する行為や他の

会員に迷惑をかける行為を行った場合、当社

担当者の指示や要請に従わない場合、その他

当社が会員として不適切と判断する行為を行

ったとき。 

第 14 条（パスワード発行等） 

1.パスワード 

会員が、インターネットサイトの会員専用ペ

ージを利用するには、会員番号とパスワード

が必要です。当社は、あらかじめ初期パスワ

ードを会員ごとに設定し、これを会員に対し

て通知します。会員は、インターネットサイ

トの会員専用ページを利用して初期パスワー

ドを変更することができます。 

 

第 12 条（パスワード発行等）※改定前第 14 条 

1.パスワード 

会員が、インターネットサイトの会員専用ペ

ージを利用するには、会員番号とパスワード

が必要です。当社は、あらかじめ初期パスワ

ードを会員ごとに設定し、これを会員に対し

て通知します。会員は、インターネットサイ

トの会員専用ページを利用して初期パスワー

ドを変更することができます。 
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2.パスワードの使用および管理等 

(1)会員番号およびパスワードは、設定・発行

を受けた会員のみが使用できるものとし、そ

の使用および管理に関し､会員が一切の責任

を負うものとします。パスワードに関する当

社へのお問い合わせへの回答は、書面または

電磁的な方法においてのみ行うものとし、電

話等での回答はいたしません。 

(2)当社は、会員番号およびパスワードが第三

者に使用されたことにより当該会員番号およ

びパスワードの設定・発行を受けた会員また

は第三者が被る損害に関し、当該会員の故意

過失の有無にかかわらず、一切の責任を負わ

ないものとします。 

(3)当社は、前号の不正使用によりなされた本

会およびサービスの利用が、当該会員により

なされたものとみなし、その限りにおいて当

該会員は当社に対して全ての責任を負うもの

とします。 

(4)会員は、会員番号およびパスワードが第三

者により使用されていることが判明した場

合、直ちにクラブ・ビー・ビー・エル会員事務

局宛に連絡するものとし、当社からの指示が

ある場合にはそれに従うものとします。 

2.パスワードの使用および管理等 

(1)会員番号およびパスワードは、設定・発行

を受けた会員のみが使用できるものとし、そ

の使用および管理に関し､会員が一切の責任

を負うものとします。パスワードに関する当

社へのお問い合わせへの回答は、電磁的な方

法において行うものとし、電話等での回答は

いたしません。 

(2)当社は、会員番号およびパスワードが第三

者に使用されたことにより当該会員番号およ

びパスワードの設定・発行を受けた会員また

は第三者が被る損害に関し、当該会員の故意

過失の有無にかかわらず、一切の責任を負わ

ないものとします。ただし、当社に故意また

は重過失がある場合を除きます。 

(3)当社は、前号の不正使用によりなされた本

会およびサービスの利用が、当該会員により

なされたものとみなし、その限りにおいて当

該会員は当社に対して全ての責任を負うもの

とします。 

(4)会員は、会員番号およびパスワードが第三

者により使用されていることが判明した場

合、直ちにクラブ・ビー・ビー・エル会員事務

局宛に連絡するものとし、当社からの指示が

ある場合にはそれに従うものとします。 
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第 15 条（会員番号およびパスワード使用の停

止等） 

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・発行した会員番号およびパスワード

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またはパスワード

が不正に使用されている場合、またはそのお

それがあると当社が認める場合。 

(3)第 13 条に定める会員資格の取消事由に該

当するおそれがあると当社が認める場合。 

(4)その他当社が緊急性が高いと認める場合。

当社が各号の措置を取ることにより当該会員

が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。 

第 13 条（会員番号およびパスワード使用の停

止等）※改定前第 15 条 

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・発行した会員番号およびパスワード

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またはパスワード

が不正に使用されている場合、またはそのお

それがあると当社が認める場合。 

(3)第 11 条に定める会員資格の取消事由に該

当するおそれがあると当社が認める場合。 

(4)その他当社が緊急性が高いと認める場合。

当社が各号の措置を取ることにより当該会員

が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。ただし、当

社に故意または重過失がある場合を除きま

す。 

第 16 条（退会） 

会員は、クラブ・ビー・ビー・エル会員事務局

宛に所定の書面を提出し、会員証を返却する

ことによって退会することができます。この

場合、初期手数料および年会費は返金されま

せん。 

第 14 条（退会）※改定前第 16 条 

1. 会員は、会員契約が契約期間を満了し、か

つ、更新拒絶の意思表示がなされた場合に、

退会となります。 

2. 会員は、契約期間中に会員契約を中途解約

することはできません。ただし、初期手数料

および年会費の返金を求めないことを条件と

して、クラブ・ビー・ビー・エル会員事務局宛

に所定の電磁的な方法で申請することによっ

て、会員契約を中途解約（退会）することが

できます。 

第 17 条（個人情報の取扱い） 

会員の個人情報の取扱いについては、別途定

める「当社音楽事業における個人情報の取扱

いについて」によるものとします。 

第 15 条（個人情報の取扱い）※改定前第 17 条 

会員の個人情報の取扱いについては、別途定

める「当社音楽事業における個人情報の取扱

いについて」によるものとします。 
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第 18 条（本規約の変更） 

1.本規約の変更 

当社は、本規約および第 8 条に定める会員特

典を当社の裁量で変更することができます。

その場合、会員へは原則として事前にご案内

いたします。 

2.変更内容の承諾 

前項に定める変更があった後に会員が本サー

ビスを利用された場合、当該会員は当該変更

の内容を承諾したものとみなします。 

第 16 条（本規約の変更）※改定前第 18 条 

1. 本規約の変更 

（1）本規約の各条項は、社会情勢の変化その

他の合理的必要性がある場合には、契約の目

的に反せず、かつ、相当な範囲において、変

更できるものとします。 

（2）前号による本規約の変更に際しては、変

更後の規約の内容と適用開始日を、インター

ネットその他相当の方法であらかじめ公表す

るものとし、公表の際に定める相当な期間を

経過した日から適用されるものとします。 

2. 変更内容の承諾 

本規約の変更があった後に会員が本サービス

を利用された場合、当該会員は当該変更の内

容を承諾したものとみなします。 

第 19 条（本会の閉会および他のファンクラブ

への移行） 

1.閉会 

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する

ことができます。この場合、会員証の返却と

引き換えに、初期手数料（終了する年度に入

会された会員のみ。）および年会費のうち当社

が別途定める金額を返金します。 

 

2.他のファンクラブへの移行 

当社の新たなファンクラブが設立される場

合、当社が別途定めるところに従い、本会会

員は別途の入会手続を経ることなく、新たに

設立されるファンクラブの会員資格を取得す

ることができ、新たなファンクラブ入会に際

して必要とされる初期手数料等の支払を免除

されることがあります。 

第 17 条（本会の閉会および他のファンクラブ

への移行）※改定前第 19 条 

1.閉会 

当社は、合理的な必要性・相当性がある場合

には、3 ヶ月前までに会員に対して告知する

ことにより､本会を閉会することができるも

のとします。この場合、閉会日をもって全て

の会員契約は当然に終了するものとします。

この場合、当社は損害賠償請求に応じること

はできません。ただし、初期手数料（ただし、

本会を閉会する年度に新規入会された会員に

限ります。）および年会費のうち当社が別途定

める金額の返金は行います。 

 

2.他のファンクラブへの移行 

当社の新たなファンクラブが設立される場

合、当社が別途定めるところに従い、本会会

員は別途の入会手続を経ることなく、新たに

設立されるファンクラブの会員資格を取得す

ることができ、新たなファンクラブ入会に際

して必要とされる初期手数料等の支払を免除
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されることがあります。 

─ 第 18 条（責任の範囲）※新設 

当社が規約違反その他の理由で会員に対して

損害賠償責任を負担する場合の当社の責任

は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、

当社が当該会員から受領した初期手数料およ

び年会費の合計を上限金額とします。 

第 20 条（分離可能性） 

本規約のいずれかの条項又はその一部が、法

令上無効又は執行不能であるとされた場合で

あっても、かかる無効又は執行不能とされた

条項以外の本規約の残りの条項及び一部が無

効又は執行不能とされた条項の残りの部分

は、引き続き有効なものとして、当社、会員

等に適用されるものとします。 

第 19 条（分離可能性）※改定前第 20 条 

本規約のいずれかの条項又はその一部が、法

令上無効又は執行不能であるとされた場合で

あっても、かかる無効又は執行不能とされた

条項以外の本規約の残りの条項及び一部が無

効又は執行不能とされた条項の残りの部分

は、引き続き有効なものとして、当社、会員

等に適用されるものとします。 

第 21 条（問い合わせ） 

本規約についてのお問い合わせもしくは本規

約に基づく通知は下記までお願い致します。 

削除（※条項外に記載） 

 


