オリンパス グローバル プロサービス入会申込書
お申込日
フリガナ

年

月

日

生年月日（西暦）

年

月

日

会員番号（オリンパス記入欄）

男 ・ 女

氏名

印

顔写真
貼付欄

ローマ字名
〒

-

フリガナ
都道
府県

自宅住所 フリガナ
TEL

携帯

FAX

フリガナ

会社名
事務所
または
勤務先

〒

-

フリガナ
都道

フリガナ

TEL

希望郵送先
日中連絡先

携帯

自宅 ・ 事務所又は勤務先

FAX

（○で囲ってください）

OGPS規約及び当該規定に定める個人情報の取扱について

E-Mail
同意します ・ 同意しません
・同意しません

同意します
これまでの写真活動におけるご経歴内容

（○で囲ってください）
（○で囲ってください）

主な撮影ジャンル

所属団体

所有機材 （カメラ・レンズ各１機種※最新の機材）
カメラ型番：

シリアル番号：

カメラ型番：

シリアル番号：
会員番号
連絡先

フリガナ

推薦者

お名前
（自署）

お申込者がJPS、APA、AJPS、JRPS、JSPSのいず
れかに所属の場合は推薦者不要。
※要会員証コピー１枚

住所

【書類送付・お問合せ先】
オリンパス株式会社 プロフォトビジネスグループ OGPS入会担当宛
〒160-0023 東京都新宿区西新宿１－２４－１ エステック情報ビル１７Ｆ ０３－５９０９－０２１２
オリンパス使用欄 受付日
年
月
日
受付印 上長印 担当印 備考欄
□免許証 ｏｒ パスポート □他身分証明 □成果物（
□所属団体会員証 （
） （

点）
）

会員番号（オリンパス記入欄）

オリンパス グローバル プロサービス入会申込書
○○○ 年 ○月 ○ 日

お申込日
フリガナ

オリンパス

氏名

１６０

-

００２３

東京

印

顔写真
貼付欄

フリガナ

トウキョウトシンジュククニシシンジュク１－２４－１

新宿区西新宿１－２４－１

都道
府県

フリガナ

０３－５９０９－０２１２

TEL
フリガナ

〒

携帯
０９０－○○○○－○○○○
カブシキガイシャ

オリンパス

FAX

０３－５９０９－０２１７

オリンパス株式会社

会社名
-

フリガナ

同上

都道
フリガナ

TEL

希望郵送先
日中連絡先

タロウ

OLYMPUS TARO
〒

事務所
または
勤務先

男 ・ 女

オリンパス 太郎

記入例

ローマ字名

自宅住所

○○○ 年 ○月 ○ 日

生年月日（西暦）

携帯

自宅 ・ 事務所又は勤務先

FAX

（○で囲ってください）

E-Mail

０３－５９０９－０２１２

××××××＠××.olympus.co.jp

OGPS規約及び当該規定に定める個人情報の取扱について

同意します ・ 同意しません
同意します ・同意しません
これまでの写真活動におけるご経歴内容

（○で囲ってください）
（○で囲ってください）

１９１９年 東京生まれ
１９３６年 当社初のカメラ「セミオリンパスⅠ」を発表。
商標としては、創業当時の「株式会社高千穂製作所」の時代から「オリンパス」を使っています。
日本の神話では高千穂の峰に八百万の神がいる高天原があるといわれており、
それに対応する神々の山として、ギリシャ神話の（Olympus）山」を結びつけ商標にしました。
主な撮影ジャンル

所属団体

○○○

自然、鉄道、野鳥など

所有機材 （カメラ・レンズ各１機種※最新の機材）
カメラ型番：
カメラ型番：

OM-D E-M1 MarkⅡ
M.ZD 12-100mm F4.0 IS PRO
フリガナ

推薦者

お名前
（自署）
住所

シンジュク

ハナコ

新宿 花子
東京都新宿区西新宿１－２４－１ B1

シリアル番号：

○○○○○○○○○

シリアル番号：

○○○○○○○○○

会員番号
連絡先

××××××××

03-5909-0190

お申込者がJPS、APA、AJPS、JRPS、JSPSのいず
れかに所属の場合は推薦者不要。
※要会員証コピー１枚

【書類送付・お問合せ先】
オリンパス株式会社 プロフォトビジネスグループ OGPS入会担当宛
〒160-0023 東京都新宿区西新宿１－２４－１ エステック情報ビル１７Ｆ ０３－５９０９－０２１２
オリンパス使用欄 受付日
年
月
日
受付印 上長印 担当印 備考欄
□免許証 ｏｒ パスポート □その他証明証
□成果物（
□所属団体会員証 （
） （

点）
）

オリンパス グローバル プロサービス規約
2019 年 4 月 1 日改訂
オリンパスグローバルプロサービス（以下「OGPS」といいます）は、オリンパス株式会社（以下「当社」といい
ます）が、写真撮影を職業として活動し、かつオリンパス製品をご愛用いただいているプロフェッショナルフォトグ
ラファーの活動をサポートする目的で運営されるものです。
日本国内での OGPS による OGPS 会員へのサポート提供は、オリンパスグローバルプロサービス規約（以下「本
規約」といいます）に基づいてなされます。OGPS へは本規約の全ての条件をご承諾いただいた上でお申込ください。
第１条 入会資格
OGPS への入会資格は以下の事項を全て満たす個人とします。
① 写真撮影を生業としていること。
② オリンパス E システムのカメラ本体 1 台以上、および交換レンズ 1 本以上を所有していること。
③ 本規約のすべての事項に同意いただけること。
第２条 入会申込み
１．前条に定める OGPS への入会資格を有し、入会を希望する場合、①の OGPS 入会申込書に必要事項を記載し、
②から⑤の必要資料とともに直接もしくは郵送にて当社プロサポートサービス拠点までご提出ください。
① OGPS 入会申込書
OGPS ホームページからダウンロード、出力、またはプロサポートサービスより申込書を入手のうえ
必要事項を記入してください。
OGPS ホームページ URL: https://fotopus.com/ogps/
② 写真／動画撮影を職業としていることが証明できる、過去１年以内に申込者が撮影した写真または動画に
関する成果物 2 点以上（写真の場合は雑誌／パンフレット／ポスター等の写真印刷物または画像、動画の
場合は DVD/BD 等、Web 掲載の場合はプリントアウトもしくはその URL 情報であって、申込者のクレジ
ットが入ったもの。
）
※成果物にクレジットの記載が無い場合は、申込者が撮影したことを証明する資料を併せてご提出ください。
（撮影に関して、クライアントから受託した請負契約書／発注書など）
④ 身分証明書のコピー1 枚
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード等の顔写真付きの公的身分証明書
身分証明書は氏名、生年月日、現住所（現住所は、あらかじめ印字されているか、ボールペンなど消せないも
ので記入されているものに限る）が記載されており、すべて有効期限内のもの。
④ OGPS 会員（在籍 2 年以上）1 名による推薦（入会申込書に記入いただきます）
※下記団体に正会員として所属している方は推薦人不要です。
日本写真家協会（JPS）
、日本広告写真家協会（APA）
、日本舞台写真家協会 （JSPS）
、日本鉄道写真作家協
会（JRPS）
、日本スポーツプレス協会（AJPS）
⑤ 所有機材名、およびそのシリアルナンバー。
（保証書コピーを添付してください）
２．本条に基づき入会申込みをした入会希望者は、本規約に同意いただけたものとみなします。
第３条 入会審査
１．当社は、申請書類を受領後、所定の審査を行います。審査結果は、原則として入会申込書及び必要資料受領後 1
ヶ月以内に通知します。審査の結果、ご要望に応えられない場合もあります。
２．審査基準や審査結果に関する問い合わせには応じられません。また､いかなる場合も提出された必要資料の返却に
は応じられません。
第４条 入会金・年会費
１．OGPS への入会費及び年会費は下記のとおりです。
入会金：10,000 円（税別）
年会費：5,000 円（税別） ＊入会初年度無料
２．入会審査により、当社が OGPS への入会を認めた入会希望者に対して、入会決定を通知いたします。
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３．入会希望者は、入会決定通知送付日より 2 週間以内に、入会金を当社が指定する金融機関へ振込にてお支払いく
ださい。なお、振込手数料は入会希望者の負担でお願いいたします。
４．OGPS 会員資格を更新される場合は、新たな更新期間の年会費を、当社が指定する金融機関へ現会員資格の有効
期間内に振込にてお支払いください。なお、振込手数料は会員ご本人様の負担でお願いいたします。毎年 2 月頃、
更新案内を郵送または E-mail 等にてご案内いたします。
５．当社は経済情勢の変化、法改正その他合理的な事由により、入会金・年会費を改定できます。この場合、当社は
会員に対して合理的手段、方法により通知するものとします。
第５条 会員資格の発効
１．OGPS 会員資格は、会員証が入会申込者に到着した日から有効とします。
２．本規約に定める本サービスの提供は、OGPS 会員証を保有する会員本人のみに限られます。
第６条 登録会員情報・所有機材リストのメンテナンス
１．会員は、住所、電話番号、メールアドレス、所有機材として登録された機材（以下「登録機材」といいます）等、
OGPS の登録内容に変更が生じた場合は、速やかに OGPS ホームページにて登録変更の手続きを行ってください。
当該手続きが適切に行われていない場合には、第 7 条に定める各種サービスの提供の停止、会員資格が停止される
場合があります。
２．ホームページの使用が難しい場合はプロサービスまでご連絡ください。その場合、ポイントが関連するサービス
についてはその付与や使用は出来かねます。
第７条 OGPS の会員向けサービス内容
１．当社は、会員の皆様に OGPS として以下のサービスを提供します。
① 登録機材のお買い上げから 1 年間、オリンパスプロサロンでの当社保証範囲内における無償修理の実施
・ただし、故障原因が会員に起因する場合は、下記②に基づく有償修理となります。
② 登録機材の修理料金（技術料、部品代）の割引
・国内での修理については、当社所定の修理代金から割引されます。
・海外での修理については、現地の規定に従います。
③ 無償機材点検
・登録機材に限り、年 1 回の無償点検（動作確認、外観清掃、ファームウェアのアップグレード作業等）をお引
き受けします。
・当社の定める部品保有年限外（サービス期限外）の機種はお断りする場合があります。
・点検の結果、修理・オーバーホールが必要な場合は、会員にご連絡の上、作業進行の場合には、上記②項
に従い修理料金を申し受けます。
④ 修理期間中の代替機材の貸与
・登録機材の修理期間中、代替の機材を貸出します。
・貸出しについては別途貸出し規定に従います。
・貸出し状況によりご希望に添えない場合があります。
・貸与機材は登録機材の修理完了の連絡後、1 週間以内に返却をお願いいたします。
⑤ 試用機材の貸与
・ご購入予定の機材の試用貸出しを行います。
・製品版のソフトウェアは貸出しの対象外とさせていただきます。
・貸出し状況によりご希望に添えない場合があります。
・同一機種の貸出しは、2 回限り、各 2 週間以内とします。
・貸出しについては別途貸出し規定に従います。
⑥ 当社インターネットサービス フォトパスにおける OGPS 会員としての登録
・入会申込書の記入項目はフォトパス OGPS 会員情報に登録され、OGPS 会員専用サイトである OGPS ホーム
ページを閲覧・利用できます。
⑦ OGPS、当社製品に関する情報の提供
・OGPS ホームページ（OGPS 会員としてログイン必要）及びメール配信を通じて情報を提供いたします。
⑧ 製品購入
・OGPS ホームページ経由で、当社オンラインショップにて購入いただくことができます。
（OGPS 会員ログインが必要なサービスです。ポイント残高がある場合は規定に基づき使用可能です）
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・別途 オンラインショップご利用規約、オリンパス割引ポイントサービス利用規約に従うものとします。
・オンラインショップ以外でのご購入はオリンパスプロサロン営業時間内にお問い合わせください。
（この場合、ポイントの付与・使用はできません。お支払い方法など各サービスがオンラインショップと
異なる場合があります。また、オンラインショップ専用パッケージのお取り扱いはございません）
・会員価格での購入は同一機種 2 台までとします。
・転売目的でのご購入はお控えください。転売目的と思われるご注文を当社で確認した場合は、商品の出荷を
停止及び会員資格の失効処分を行う場合があります。
２．補足事項
① 各種サービスを受けられる際には会員証をご提示ください。
② 会員証のほかに､必要に応じて身分証明書をご提示いただくことがあります。
第８条 通知義務
会員において以下に該当する事項が発生した場合、速やかに当社宛てに通知するものとします。
① 会員証を紛失または破損した場合（別途再発行手数料を申受けます）
② 各種サービスに基づく貸与機材を紛失または破損した場合
第９条 有効期限および更新
会員資格の有効期間は、4 月 1 日より 3 月 31 日まで、更新された場合はその翌年度の一年間とし、以後同様と
します。有効期間内に新たな更新期間の年会費のお振込みがない場合、会員資格は失効いたします。有効期間内に
振込みがなされ、かつ当社が更新を認めた場合、会員資格が更新されます。この場合、会員は新たな更新期間以降
の会員規約に承諾いただいたものとみなします。
第１０条 会員資格の取り消しおよび禁止事項
１. 前条の定めに関わらず、当社は、会員が次の各号に定める事由のいずれかに該当する場合には、通知その他何ら
手続きを要することなく会員資格を取り消すことができます。この場合、会員は自らの費用負担により OGPS 会員
証を速やかに当社に返却しなければなりません。
① 第 1 条に定める入会資格または第 2 条に定める各種提供資料に虚偽がある場合
② 第 1 条に定める入会資格を失った場合
③ 会員資格を第三者に譲渡、担保の用に供した場合
④ 会員証を第三者に譲渡、貸与すること
⑤ 各種サービスに基づく貸与機材を第三者に譲渡、転売、担保の用に供し、または当社の承諾なく転貸した
場合
⑥ 各種サービスに基づく貸与機材を返却日までに返却しない場合、または当社貸出し規定に違反した場合
⑦ OGPS 会員向け購入システムにて入手した機材を、第三者に譲渡、転売、担保の用に供した場合
⑧ 修理代金、各種サービスの対価、その他 当社に対して支払うべき代金の支払いに遅延が生じた場合
⑨ 当社に事前の書面による承諾なく、当社および当社関係会社の保有する、商標・ロゴマーク・サービスマーク
等を使用した場合
⑩ 当社、OGPS､および当社関係会社の役員、従業員、他の会員その他第三者に対して法令その他公序良俗に違反
する行為をした場合、または誹謗・中傷した場合
⑪ 暴力団、暴力団員、暴力関係者、総会屋、その他反社会的勢力である場合、またはこれらであったことが判明
した場合
⑫ 当社から会員に連絡が取れない場合
⑬ その他本規約に定めた事項に違反した場合および当社が OGPS を提供するのに不適切であると合理的に判断
された場合
２．第 1 項各号に該当したことにより会員資格を喪失した元会員が、再度 OGPS への入会を希望する場合、第 1 項
各号に該当した事由を回復し、改めて本規約に基づく入会審査を受けなければなりません。
３．当社は会員が会員資格を喪失したことに起因して損害を被っても賠償する義務を負いません。
第１１条 退会
会員の都合により退会する場合は、当社に対して退会届をご提出の上、OGPS 会員証を返却していただきます。
この送付等にかかる費用は会員に負担いただきます。
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第１２条 個人情報の取り扱い
当社は、会員の個人情報を次に定める範囲内で、オリンパスグループの定める個人情報保護方針に従い適切に取
り扱います。
【個人情報の利用目的】
① OGPS の運営および各種サービスを提供するため
② 当社の提供する商品、サービス、その他サポートに対するご意見・ご感想を求めるため
③ 各種サービスに関するご連絡のため
④ OGPS ホームページ及びフォトパス内 OGPS 会員ページ・オンラインショップのマイページの登録・管理のた
め
⑤ 当社およびオリンパスグループの商品、サービス、イベントのご案内のため
⑥ 統計資料作成のため
【第三者への開示等】
① 会員の同意を得た場合
② 当社と適切な機密保持契約を締結している業務委託会社に対して、上記利用目的を実施する範囲で個人情報を
開示する場合
③ 管轄官公庁による命令、その他法令等によって開示を求められた場合
【個人情報の開示・訂正・削除】
① ご自身の個人情報の訂正・削除は OGPS ホームページよりご自身で行ってください。ホームページの使用が難
しい場合にはプロサービス拠点までご連絡ください。
② 個人情報を削除されると、各種サービスをご利用いただけない場合がございますのでご注意ください。
③ 会員は、個人情報の開示を希望する場合は、第１５条に定めるお問い合わせ先までご連絡ください。

第１３条 本規約の変更
都合により予告なく本規約及び､各種サービスの内容を変更することがあります。この場合、当社は合理的手
段、方法により、変更後の本規約を提示または会員に通知するものとします。
第１４条 管轄裁判所及び準拠法
１．本サービスに関連して、会員と当社の間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって協議する
ものとします。
２．協議をしても解決しない場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
３．本規約、本規約に関連する個別規定及び追加規定、並びに OGPS 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。
第１５条 担当窓口
お問い合わせ先
オリンパス株式会社 オリンパスプロサロン
Tel：03（5909）0212
Fax：03（5090）0217
E-mail：pro_support@ot.olympus.co.jp
営業時間 11：00～19：00（木曜日定休、ゴールデンウイーク・夏季・年末年始の長期定休
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