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１、はじめに
「まずは地元の方が伊賀の魅力を再発見してほしい!!」
「いがぶらに関わった方が、自分の可能性を広げてほしい!!」
2014 年度から始まった「伊賀ぶらり体験博覧会

いがぶら」には、毎年多くのお客様が参加され、

「伊賀に住んでいても知らなかった魅力を発見できた」「伊賀に遊びに来る楽しみが増えました」など、
嬉しいお声をいただいております。
様々な体験プログラムを実施し、提供して下さっている「パートナー」の皆様が、ご自身の特色を活
かしながら伊賀の魅力を丁寧に伝えていただいた結果であると思います。

実行部会・事務局・パートナーの関係性は、
《共に築き上げ、発信していく》チームの仲間です。我々
いがぶら実行部会および事務局では、パートナーの皆様が実施するプログラムに一人でも多くのお客様
にご参加いただき、それぞれの魅力が伝わるよう、プログラム作成のご相談から精一杯フォローさせて
いただいております。具体的には個々のご相談やアドバイス・いがぶらの知名度を上げるための広報活
動・イベント全体の取りまとめなどです。
また、パートナーの皆様には、実際にプログラムを企画・実施しお客様に伊賀の魅力を直接お伝えし
ていただく事になります。
いがぶらは 100 団体以上の様々な業種の方にご参加いただいている事業です。パートナーの皆様を
含めチーム一丸となっていがぶらを築き上げていくためには、皆が同じルールを守っていただくことと
責任を持って取り組んでいただく事が必要となります。いがぶらの事業を成功させるために、ルールを
守ってパートナーの皆様自身が楽しめるようなプログラム作りを行いましょう！
いがぶらは、伊賀の魅力発信プログラムであれば業種を問わずチャレンジできる取組みです。また、
様々な業種の中で活躍されている方々の集まりだからこそ生まれる、新しいビジネスアイデアが得られ
る場でもあります。いがぶらの一番の魅力は《人と人との出会いの場》が増えるということです。我々
とパートナーの皆様との出会い・パートナー同士の出会い・お客様との出会いなど、いがぶらを通して
新しい出会いの場を得ていただければと思います。
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２、事務局への提出書類一覧表・パートナースケジュール
●事務局への提出書類一覧表※締め切り厳守
書類・提出物
参加申込書

提出期限
４月３０日（火）17:00

プログラム提供申込書
※初参加の方のみ必須
参加費の支払（振込可）

備考
エントリー最終締め切り日です。
ピンク色の用紙

6 月 1４日（金）17:00

返金締め切り日となります。

※お振込口座は別途「提出書類一式」に記載

原稿の校正・校了確認用紙

6 月下旬～予定

A いがぶら実績報告書

校正時期に郵送等でご連絡いたします
別途「提出書類の一式」の記入例をご参考
下さい。

B アンケートパートナー用
C アンケート参加者配布用

原則全プログラム終了後
一週間以内

参加者全員にお渡し下さい。

最終締め切り１２月２日
D 集計表

※C アンケート参加者配布用を集約して

（月）

ご記入下さい。
公式フラッグ（２本）

必ずご返却ください

※A～D と公式フラッグはセットで原則プログラム終了後一週間以内までにご提出ください。

●パートナーのスケジュール
参加申込から開催終了後までにパートナーの方々にしていただく作業のおおまかなスケジュールとなりま
す。
（３月初旬から６月中旬）
１、 参加申込書の提出
２、 公式サイトアカウント作成・ログイン実施・各種研修会への参加
３、 プログラムの企画およびブラッシュアップ
４、 公式サイト編集作業（入力および画像編集）
５、 プログラム提供申込書提出（初参加の方のみ）→ピンク色の用紙
６、 参加費￥5，000 の支払（全パートナー）

（６月下旬から１２月まで）
１、 原稿の校正および校了
２、 自身のプログラムの事前 PR
３、 ガイドブックおよび公式フラッグの受け取り
４、 問い合わせの対応・予約受付の対応（必要に応じてサイトへ入力）
５、 お客様への事前連絡
６、 開催日当日の対応、お客様へのアンケート
７、 実績報告書→用紙：A、アンケート→用紙：B・C・D、支払手数料の支払、公式フラッグの返却
８、クロージングパーティー（１２月開催予定）
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※各種研修会、説明会等の詳細につきましては、別途ご案内いたします。その他、連絡事項等ありましたら、必要に応じて連絡いたします。

３、いがぶら 2019 年間スケジュール

※書類の提出や参加費の支払等、期日が決まっているものは厳守していただきますよう、よろしくお願いいたします。

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10 月

11 月

12 月

・パートナー募集開始
３月１４日（木）～

・カメラ撮影
4 月 10 日

エントリー研修会

（金）

３月１４日（木）

全体

いがぶら開催

研修

・い が ぶ ら2019

・ガイドブック
作成開始

・エントリー

・いがぶらブラグラム作り

６月中旬～

締め切り

ワークショップ

・チラシおよび ・ガイドブック
ポスター完成

および

・事前 PR 開始

クロージングパ
ーティー（検証・
交流会）

8 月 6 日（火）
予約受付開始

（火）

3 月 25 日（月）

～11 月 24 日（日）

公式サイト公開

4 月 30 日

3 月 24 日（日）

平成３1 年 9 月 21 日（土）

・電話予約
８月 31 日
（土）

参加申込書提出
※4 月 30 日（火）17:00 厳守

・プログラム
提供申込書提出
※6 月 1４日（金）厳守

10:00～
終了後の書類提出

※初参加の方のみ

・記者発表および

・いがぶら参加申し込み
パートナ

※6 月 14 日（金）厳守

各研修会への参加

ー

事務説明会

・参加費の返金

・い が ぶ ら2019

8 月 6 日（火）
事前 PR 活動

※初めての方は原則参加
・いがぶらプログラム作りワ

・原稿の校正
および校了
６月下旬～

9 月 1 日（日）
12:00～

※原則全プログラム終了後一週間以内
（12 月 2 日（月）最終締め切り）

【提出書類】
・A 実績報告書
・B 集計表
・C アンケート

・ガイドブック等
受取

ークショップへの参加
※原則全員参加

・WEB 予約

パートナー用
・D アンケート
参加者配布用

・プログラム内容の企画

・公式フラッグ２本の返却

・プログラムの作成
・公式サイト編集作業 3 月 1８日（月）より入力
開始
・プログラムについての相談
・ブラッシュアップ
・公式サイト編集作業のフォロー

実行部会
および
事務局

・パートナーやお客様への問合せ対応

いがぶら 201８検証

・ワークショップ およびカメラ
撮影研修会開催

・原稿の確認
・公式サイト
最終編集作業

いがぶら全体の
PR 活動

実績報告書作成

公式サイト公開
8 月 6 日（火）

３

４、注意事項各種
４-１、プログラム作成について
※事業計画書にあるマス目が、掲載可能な文字数の最大となっております。文字数制限を超えますと公式ガ
イドブックに掲載しきれない可能性がございますので、ご注意ください。
※事業計画書の提出は必須ではございません。ブラッシュアップ時などにお使い下さい。
※公式ガイドブックおよび公式サイトへの、案内人の掲載は 2 名までとなっております。

キャッチコピー：２０文字以内
内容説明文：200 文字以内
プログラムタイトル：２５文字以内
開催日／
プログラム画像
※公式サイト 1 枚目と同じ画像（変更不可）

集合場所／正式名称を記入
参加費／子ども料金がある場合は学年や年齢を明記
定員／

・案内人氏名
案内人画像

名（最少催行人数

名）

【備考】

・紹介文 1 名：96 文字以内
2 名：48 文字以内

【申し込み先】
【問合せ先】

①【案内人自己紹介】
案内人の氏名を必ず記入してください。
（公式サイトへのご入力もお願いします）

②【開催日】
開催日は予約状況に応じて増やす事は可能ですので、まずは確実に開催できる日程のみご記入ください。
※あまり日程が多いと予約がバラける可能性があり、満員になりづらくなります。
※過去の実績等をふまえ、開催回数の増減をお願いする場合がございます。予めご了承ください。

③【定員】
定員の設定は、当日ご自身が管理できる人数までとしてください。また、最少催行人数につきましては、
お客様から事務局に問合せがあった際に返答できるよう、正確な人数をご記入ください。
※開催日同様、過去の実績等をふまえ、定員数の増減をお願いする場合がございます。予めご了承ください。
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④【備考】
公式サイトのみの掲載となります。※ガイドブックには記載いたしません。
正確な文字数制限はございませんが、重要な事のみ記入してください。

⑤【申し込み先・問合せ先】
◇基本的には《公式サイト＋電話受付・公式サイトのみ・電話受付のみ》の３つからお選びいただけます。
※電話受付はパートナー自身で行っていただきます。
※上記以外の方法で申し込みを希望される方は事務局にご相談ください。
※電話受付のみを選択された方も、公式サイトへの人数の反映は行っていただきます。
◇定休日や営業時間等ございましたらご記入いただく事をおススメいたします。

○事務局からのお願い○
ブラッシュアップが終わりますと、いよいよガイドブック作成に入りま
す。皆様には、原稿の校正・校了を行っていただきますが、その段階では
大幅な修正はいたしかねます。
校正はあくまで最小限（誤字脱字の修正程度）にとどめていただくよう
お願いいたします。
※内容説明文の大幅な変更や、校了の確認がとれないなどでガイドブック
納品日に影響を及ぼすと事務局が判断した際は、修正に応じられない場合
もございます。予めご了承ください。
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４-２、いがぶら公式 WEB サイトについて
公式サイトの編集にあたり、下記の注意事項を厳守していただきますようお願いします。

【禁止事項】
◆ガイドブック校了後の下記の編集は一切行わないでください。
※公式サイトの公開前であっても、ガイドブックの校了が終わりましたら下記の編集は禁止させていただ
きます。ガイドブック校了時には、よくご確認ください。
①タイトルおよびプログラム内容説明文、予約受付方法の変更
②プログラム画像の 1 枚目の変更
③参加費の変更
④参加人数および開催日の減少

◆予約が 0 であっても、
「実施スケジュール」の枠は削除しないでください。
※開催後の実績報告の集計に支障をきたすため。

【編集可能】
◇下記の操作は、公式サイト公開後および開催中でも編集が可能です。
※事務局へ連絡無しでも編集していただけます。
①プログラム画像の 2 枚目～4 枚目の差し替えおよび追加
②参加人数および開催日の増加

【その他】
・プログラム画像の加工は、なるべくご自身で行ってください。
※どうしても加工が無理な場合は、事務局へご相談ください。
・ガイドブックに掲載しきれない情報は、公式サイトにて記載してください。
①持ち物や服装、昼食の内容などは「注意事項」に追記できます。
②集合場所へのアクセス方法や目印などは「集合場所」に記載してください。
③休業日や営業時間など、問合せが可能な時間帯は「お申込・お問合せ」に記載してください。
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４-３、予約受付について
◇受付開始までに【公式 WEB サイト操作＋予約受付マニュアル】および【予約受付フローチャート】を必
ずお読みください。
◇公式サイトへの予約情報の反映は、電話予約のみの方も行ってください。
◇公式サイトへの予約情報の入力は、原則パートナー自身で行ってください。ただし、ネット環境が整っ
ていない方（アカウントをお持ちでない方）につきましては、ご連絡いただければ事務局で人数の入力
をいたします。
◇WEB 予約されたお客様で、まれに連絡先の電話番号に誤りがある場合がございます。万が一そのような
場合は、お客様情報に登録されているメールアドレスにメールするなどの対応も試みてください。ま
た、事務局でもご相談には乗らせていただきますが、パートナーの皆様が見ている情報以上の追跡は不
可能となりますので、予めご了承ください。
◇キャンセル料は開催日の１４日前から発生いたします。徴収方法などにつきましては、パートナー自身で
判断し行ってください。また、開催終了後にお支払いただく事務手数料は、キャンセル料も含む 5％とな
りますが、徴収できなかったキャンセル料がある場合は、事務手数料に含む必要はございません。
◇開催期間中のパートナーから事務局への問合せにつきましては、「いがぶら専用ダイヤル」ではなく、下
記事務局の電話番号にお問合せください。
（※いがぶら専用ダイヤルは、お客様専用の問合せ先となります。
）

【いがぶら事務局】㈱まちづくり伊賀上野

TEL:0595-51-5504/FAX：0595-51-9088

公式サイトの便利な使い方♪
☆「WEB 禁止」を上手く使いこなそう!!

「今受けてる電話予約で、予約が満席になるけど、
聞き取りに時間がかかってしまう！どうしよう？」
という時は、まず最初に【実施スケジュール】の【実
施を編集】を押して、
『WEB 予約禁止』にチェック
を入れて保存！
そうすると、その間は他のお客様から WEB 予約が
入らなくなります。

☆ここに注意☆
予約情報を入力し終わったら、チェックは外してく
ださい。チェックを付けたままにしておくと、キャ
ンセルが発生したり、人数の変更があって空席が出
ても、
その後の WEB 予約が受けられなくなります！
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６、Q&A
お客様やパートナーから、いがぶら事務局へよくある質問をまとめてあります。お問合せいただく前に、ま
ずはこちらの Q&A をご参照いただきますようお願いいたします。また、お客様から質問される場合もござ
いますので、あらかじめ目を通していただき、ご対応お願いいたします。

パートナー編

プログラム作りは、どうすればいいの？

基本的にはご自身でお考えいただきますが、部会員
や事務局が各担当として付きますので、一緒に考え
させていただきます。
また、プログラム作りの為のワークショップも開催
しておりますので、是非ご参加ください。

開催回数や定員数は制限があるの？

制限はありませんが、過去の実績等をふまえ、回数や
定員数の増減をお願いする場合がございます。また、
特別感を持たす為、毎日開催はお断りさせていただい
ております。
プログラム内容にもよりますが、少人数での体験プロ
グラムにすることにより、お客様と密に接することが
でき、より中身の濃いものになると考えております。

開催期間中に回数や定員は変更できる？

自己都合により、ガイドブックに掲載されている開催
日や定員を減らす事はお断りさせていただいておりま
す。やむを得ず減らす場合は、必ず事前に事務局に連
絡してください。ただ、回数や定員を増やす事は可能
です。（増やす場合、事務局への連絡は不要です。）
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プログラム内容は変更できる？

公式ガイドブック校了後の内容変更は、一切受け付け
ません。校正までにプログラム内容や金額など、よく
ご確認いただけますようお願いいたします。

予約受付は事務局でしてくれるの？

原則、パートナーご自身で受付してもらいます。
（公式サイトは併用可）

プログラムの PR はしてくれるの？

「いがぶら」全体の PR 活動は事務局でも行いますが、
より多くの方に知っていただくには、個々での PR も必
要となります。ご自身のプログラムの PR は積極的に行
ってください。その際、公式サイトの QR コードや
URL など、
「いがぶら」のプログラムだと分かるような
方法で PR していただけるようお願いいたします。

公式サイトの操作方法は教えてくれる？

WEB 操作説明会も開催いたしますが、ご不明な点はご自身
の担当者または事務局（㈱まちづくり伊賀上野）へお尋ね
下さい。また、事前にマニュアルもお渡しします。

提出物はどのくらいあるの？

エントリー用紙や、実績報告書、アンケート用紙など提出
書類がいくつかあります。それぞれ提出期限がございます
ので、必ず期日までにご提出ください。また、開催終了後
に公式フラッグ（２本）の返却もお願いいたします。
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キャンセル料の徴収はどうすればいい？

キャンセル料の徴収につきましては、パートナーご自身で
行ってください。
（金額は「いがぶら」規約に則ってくださ
い。
）事務局への支払手数料は、参加費およびキャンセル料
の総額に対して 5％となります。

開催日前にお客様に連絡したほうがいい？

開催日の 1 週間～3 日前にご連絡していただけるようお願
いします。
（お客様から、連絡がないので参加できるのか不
安との問い合わせが多数あります。
）

キャンセル待ちのお客様に直接連絡してもいいの？

空席が出た時や、定員数を増やした時など、お客様に直接
連絡していただいて結構です。その際、連絡する順番など
の取り扱い方法につきましては、全てパートナーで判断し
てください。

事務局に連絡や相談がある場合、土日も対応してくれる？

事務局対応は、平日の 9 時～17 時までとなっております。
（土日祝は休業となりますので、予めご了承ください。）
また、公式ガイドブックに記載されている電話番号は、問い
合わせ専用となりますので、連絡事項やご相談につきまして
は各案内等に記載されている事務局へご連絡ください。
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お客様編

予約完了メールが届かないんだけど？

WEB からご予約されたお客様には、事務局から予約
完了メールが届きます。
（自動配信）
迷惑メールブロックなどの設定をされている方は、ア
ドレス指定受信の設定をしてください。

⇒

igaburari@gmail.com

予約が確定しているのか確認するのはどうすればいい？

WEB 予約された方は、ログイン後、トップページに
表示される「予約プログラム」から確認できます。表
示されない場合は予約が確定しておりません。
電話予約された方は、「申込み先」または「問い合わせ
先」にご確認ください。

予約受付期間の終了はいつ？

原則、開催日の 1 週間前となっております。ただし、
プログラムによっては異なる場合がございます。

キャンセルする時はどうすればいい？

予約受付期間中は、公式サイト内で手続きしていただ
くか、
「申込み先」へご連絡ください。
予約受付期間終了後は、
「問い合わせ先（プログラム主
催者）
」へ直接ご連絡ください。
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キャンセル料はいつから発生するの？

開催日の１４日前から発生いたします。詳しくは公
式ガイドブック又は、公式サイト内「参加する」を
ご覧ください。また、支払い方法につきましては、
プログラム主催者とご相談ください。

人数など予約内容を変更したい時は？

WEB 予約されたお客様は、ログインしていただき、変更の
手続きを行ってください。
電話予約されたお客様は、「申込み先」へご連絡ください。
WEB 予約・電話予約ともに、予約受付期間終了後はプログ
ラム主催者へ直接ご連絡いただき、ご相談ください。

「空席発生通知メールを受信する」ってどんな機能？

公式サイトへ会員登録していただいたお客様のみご利用
いただける機能です。
プログラムが満員になると「空席発生通知メールを受信
する」というボタンが表示されます。こちらをご利用い
ただくと、満員プログラムにキャンセルが出た時点で、
登録したメールアドレスに空席のご案内メールが届きま
す。
（自動配信）
こちらは、空席のご案内を優先的にお知らせする機能で
す。申込順に自動で予約が確定するわけではございませ
んので、改めて予約申込を行ってください。
また、事務局や主催者がお客様の代わりに手続きをする
事はできません。
（案内メールが届かない為）
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キャンセルが出たら連絡くれる？

事務局から空席のご連絡をすることはございません。公式
サイトの「空席発生通知メールを受信する」機能をご利用
いただくか、プログラム主催者に直接ご相談ください。

開催日が近づいたら連絡はくれるの？

開催日の 1 週間～3 日前くらいに、各プログラム主催者か
らお客様に開催のご連絡をしていただけるようお願いして
おります。
（事務局からお客様に開催のご連絡をする事はご
ざいません。
）
開催の有無につきましては、お手数ですが、直接プログラ
ム主催者へご確認いただきますようお願いいたします。

開催日や定員数が少ないのはなぜ？

プログラムにもよりますが、少人数で行うことにより、お
客様とプログラム主催者との距離が近づき、より中身の濃
いものになると考えております。また、予約状況に応じて
開催日や定員数が増える場合もございます。
公式サイトでは最新情報をお届けしておりますので、こま
めにチェックしていただくか、「申込み先」へお電話でお
問い合わせください。
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７、プログラム提供規約

参加者は、本イベントの要項に記載している内容と、本規約を読み、
承諾していただいた方に限ります。

◇初めてパートナー登録される方
参加費の支払い及び、プログラム提供申込書（ピンク色の用紙）を提出してください。
◇一度でもパートナーとして、いがぶらに参加された事のある方
参加申込書と参加費￥5，000 の支払をもって本エントリーとさせていただきます。
※プログラム提供申込書の提出は必要ありません。

◆本エントリー申込み期限：平成 3１年４月３０日（火）17：00 厳守
◆参加費の返金について
本エントリー申込み期限終了後、ガイドブックの製作に取り掛かりますので、
6 月 1４日（金）以降の返金は致しかねます。予めご了承ください。

《提出・支払い方法》
・プログラム提供申込書 ⇒

事務局（㈱まちづくり伊賀上野）へ持参または FAX

・参加費の支払い

事務局（㈱まちづくり伊賀上野）へ持参または振込

⇒

※提出先および振込口座は別途「提出書類一式」に記載しております。

15

伊賀ぶらり体験博覧会「いがぶら」プログラム提供規約
（総則）

第１条
本規約は、いがぶら実行委員会(以下「甲」という。)が主催する伊賀ぶらり体験博覧会「いがぶら」(以下「いがぶ
ら」という。) への体験プログラム提供に関し、甲と体験プログラム提供者(以下「乙」という)との間の契約関係(以
下「本契約」という)を定めるものである。
（プログラム提供申込み）

第２条
乙は、いがぶらにおいて体験プログラムへの参加及び役務の提供(以下「プログラム提供者」という。)を希望する場
合、甲所定の方法により申込を行わなければならない。

（役割）
第３条
１． 乙は、体験プログラムを作成し、実施する。
２． 乙の作成した体験プログラムに要する費用は乙が負担し該当体験プログラムから生じた利益は乙に帰するものと
する。
３． 乙は、プログラム参加者から徴収した料金の総額の５％を事務手数料として甲に支払う。
４． 甲は、乙の作成した体験プログラムを審査し、その体験プログラムがいがぶらにふさわしいと認めた場合には、
いがぶらの参加を許可し、該当体験プログラムをいがぶらパンフレット及び公式 Web 等の広報媒体に公開する
等のプロモーション活動を行う。
（体験プログラム）

第４条
１． 乙は、体験プログラム提供等にあたり、次の事項を遵守する。
（１） 法令や本規約等に反する体験プログラムを企画しないこと
（２） わいせつ、グロテスクその他、一般人が不快感を覚える体験プログラムは企画しないこと
２． 甲は、第一項の規定に基づき乙の製作した体験プログラムにつき審査を行うものとし、その体験プログラムがい
がぶらにふさわしいと認めた場合には、当該いがぶらへの参加を許可し、当該体験プログラムをいがぶらパンフ
レットおよび公式 Web 媒体等の広報媒体に公開する。
３． 甲は、乙の企画した体験プログラムがいがぶらにふさわしくないと判断した場合には、その内容を変更または中
止するように求めることができ、乙はこれに従うものとする。
（体験プログラムの提供）

第５条
１． 乙は、各種広報媒体を閲覧した者からの体験プログラムへの応募・問い合わせ等があった場合には、その者(以下
「顧客」という。)との間で必要な手続きを直接行う。
２． 乙は、顧客に対し、取引の当事者は乙と顧客であり、体験プログラム提供等に伴う権利・義務は乙と当該顧客と
の間で発生する。
３． 乙は、顧客との間で、体験プログラム提供等にあたり、瑕疵その他紛争が生じた場合、または体験プログラムに
関し第三者との間で知的財産権もしくは人格権等に関する紛争が生じた場合には、すべて乙の責任と負担におい
て解決するものとする。また、甲が顧客その他の第三者に損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、乙はそ
の全額を甲に支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を甲に支払う。
４． 乙は、本契約上の施行上発生した事故に関する損害(第三者に及ぼした損害を含む)については、自己の責任にお
いて処理しなければならない。ただし、その損害が甲の責に帰する理由による場合においてはこの限りでない。
５． 甲は、乙と顧客その他の第三者との間の紛争について、乙の同意を得ることなく、当該顧客または第三者に対し
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当該紛争に関する情報提供その他の援助を行うことができる。
（業務委託）

第6条
１． 甲および乙は、自らの責任において業務の全部または一部を第三者に委託することができる。
２． 前項の場合、甲および乙は当該第三者に対し、顧客情報の管理を徹底するとともに本規約等を遵守させるものと
し、当該第三者によるいかなる行為に対しても責任を負うものとする。

（顧客情報）
第７条
１．甲は、顧客の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、性別、年齢、在学先・勤務先の名称・住所その他の属性
に関する情報(以下「属性情報」という)およびいがぶらにおける参加履歴その他いがぶらの利用に関する情報(以
下「利用情報」といい、属性情報とあせて「顧客情報」という。)の取扱いにつき、顧客から以下の承認を得る。
（１）甲は、メールマガジンの送付等、自己の営業のために顧客情報を利用することができる
（２）乙は、顧客の属性情報を、いがぶらの体験プログラムの企画・運営の為に必要な範囲で利用することができ
る。
２．甲は、甲が管理する顧客情報につき、顧客のプライバシー保護およびいがぶらの信頼性維持の観点から、乙に開
示する種類、範囲等について、甲が適当と判断する制限措置を講じることができる。
３．乙は顧客情報を本規約によって認められかつ第１項により顧客の承認が得られた範囲に限り、顧客のプライバシ
ーおよびいがぶら全体の利益に配慮して利用しなければならない。また、乙は、第三者に顧客情報を有償、無償
を問わず漏洩・開示・提供その他取り扱わせてはならない。
４．乙は、いがぶら終了後、甲が書面で特に承諾した場合を除き顧客情報を利用することはできない。また、乙は契
約終了にあたって甲の管理下にある顧客情報を抽出してはならない。
５．乙は、乙が個人情報の保護に関する法律上の個人情報取扱事業者に該当するか否かを問わず、同法に定める個人
情報取扱業者としての義務等を遵守しなければならない。
６．乙は、顧客情報の漏洩がいがぶらの信用を毀損する等、その他いがぶら全体に重大な影響を及ぼすおそれがある
ことを十分認識し、顧客情報の適切な保存および廃棄方法の確定、情報管理責任者の選任、従業員教育の実施
等、顧客情報が外部に漏洩しないよう必要な措置を取らなければならない。万一、乙より顧客情報が他に漏洩し
た場合は、乙は、故意または過失の有無を問わず、これにより甲らにおいて生じた一切の損害および費用負担(顧
客へのお詫びに要した費用および弁護士費用を含む。)を賠償する責に任ずる。
７．第４項ないし前項の規定は、いがぶら終了後においても引続きその効力を有するものとする。
（守秘義務）

第8条
１． 甲および乙は、いがぶら期間中またはいがぶら終了後にかかわらず、本契約および本契約に関連して知り得た情
報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩・開示・提供してはならない。ただし、あらかじ
め相手方の承認を得た場合には、この限りでない。
２． 甲は、前項にかかわらず、いがぶらの運営に必要な範囲で、甲への参加組織との間で、乙に関する情報を交換す
ることができる。
（禁止事項）

第9条
１． 乙は、以下の行為を行ってはならない。
(１) 法令の定めに反する行為またはそのおそれのある行為
(２) 公序良俗に違反する行為
(３) 顧客の判断に錯誤を与えるおそれのある行為
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(４) 甲、他の体験プログラム提供者または第三者に対し、財産権(知的財産権を含む)の侵害、名誉・プライバシーの
侵害、誹謗中傷、その他の不利益を与える行為またはそのおそれのある行為
(５) 本契約終了後に、体験プログラム運営に関連し取得したメールアドレスその他の顧客情報を利用する行為(広告・
宣伝を内容とする電子メールの配信その他の勧誘を含むが、これに限らない)
(６) 甲と同種または類似の業務を行う行為
(７) 甲のサービス業務の運営・維持を妨げる行為
(８) いがぶらに関し利用しうる情報を改ざんする行為
(９) 甲が別途禁止行為として定める行為

（サービスの一時停止）
第 10 条
乙は、甲が提供するサービス(以下「サービス」という。)について、以下の事由により乙に事前に通知されることな
く一定期間停止される場合があることをあらかじめ承諾し、サービス停止による損害の補償等を甲に請求しないこと
とする。
(１)甲、顧客、他の体験プログラム提供者その他の第三者の利益を保護するため、その他甲がやむを得ないと判断し
た場合における停止

（体験プログラムの中止等）
第 11 条
１． 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当する場合には、乙の体験プログラムの中止、体験プログラムの中止理由
の公表その他の必要な措置を取ることができる。
(１) 乙の提供する体験プログラムにおいて顧客から苦情が頻発したとき
(２) その他甲が顧客保護の観点などから体験プログラムの中止等の措置が必要と判断したとき

（免責）
第 12 条
１． 甲は、乙が体験プログラム提供に関して被った損害について、賠償する責を負わない。
２． 甲は、乙に対する事前の承諾なく、いがぶらの仕様等の変更もしくは追加またはサービスの停止もしくは廃止を
行うことができる。
（甲による解除・解約）

第 13 条
１． 甲は、乙が以下のいずれかの事由に該当した場合には、何らの催告なしに本契約を解除するとともに、直ちに乙
の体験プログラムに関連する情報を広報媒体から削除することができる。
(１) 本規約等に違反したとき
(２) 甲による連絡が取れなくなったとき
(３) 提供方法、体験プログラム、その他事業運営について行政当局による注意または勧告を受けたとき
(４) 体験プログラムが公序良俗に反しまたはいがぶらにふさわしくないと甲が判断したとき
(５) 本項各号のいずれかに準ずる事由があると判断した場合
(６) その他甲が乙との契約の継続が困難であると判断した場合
２． 甲は、事由のいかんを問わず、1 か月前までに書面で相手方に通知することにより本契約を解除することができ
る。
（反社会的勢力との関係を理由とする解除）

第 14 条
１． 甲は乙が次の各号の一つにでも該当すると判断した場合は、乙に何らの催告なく本契約を解除することができ
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る。
(１) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他の反社会的勢力(以下あわせて「暴力団等」という)である場合、また
は
過去に暴力団等であった場合
(２) 暴力団等が事業活動を支配する個人または法人であるとき
(３) 役員または従業員のうちに暴力団等に該当する者がある場合
(４) 乙(乙が法人である場合はその役員)が刑事事件によって逮捕もしくは勾留された場合または乙が刑事訴追を受け
た場合
(５) 自らまたは第三者を利用して、甲または顧客に対して、詐術、粗野な振舞い、合理的範囲を超える負担の要求、
暴力的行為または脅迫的言辞を用いるなどした場合
(６) 甲または顧客に対し、自身が暴力団等である旨を伝え、または自身の関係団体もしくは関係者が暴力団等である
旨を伝えるなどした場合

（不当介入における情報義務）
第 15 条
１． 乙は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照らして合理的な理由が認められ
ない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を防げる妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければなら
ない。なお、通報がない場合は、本契約を解除することがある。
２． 乙は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、いがぶら期間内に体験プログラムの提供をすることができ
ないときは、甲に実施日の変更を請求することができる。
（準拠法、合意管轄裁判所）

第 16 条
本規約は日本法に基づき解釈されるものとし、甲と乙との間で訴訟の必要を生じた場合は、訴額のいかんにかかわら
ず、津地方裁判所または伊賀簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

（規約の変更）
第 1７条
１． 甲は、必要と認めたときに、乙へ予告なく本規約および本規約に付随する規約の内容を変更することができる。
２． 本規約または本規約に付随する規約の変更については、甲が変更を通知した後において、乙が体験プログラムの
提供等を継続した場合には、乙は新しい規約を承認したものとみなし、変更後の規約を適用する。
（規約以外の事項）

第 18 条
１．この規約に定めない事項については、その都度甲乙協議のうえ定めるものとする。

19

５、伊賀ぶらり体験博覧会

いがぶら 2019 予約受付フローチャート

◆予約が始まるまでに、
【公式 WEB サイト操作＋予約受付マニュアル】を必ずお読みください。
◆予約受付については、P19～となります。
◆予約受付に関してお客様とトラブルが発生した場合、いがぶら事務局は一切責任を負えません。
（パートナーマニュアル P16.17 プログラム提供規約第５条第３項参照）マニュアルや注意事項等を熟読し、ご対応お願いいたします。

予約受付開始 （電話予約：8 月 31 日（土）10：00～）
（WEB 予約：9 月 1 日（日）12：00～）
電話受付

公式サイト

公式サイト・電話受付

○電話受付開始 8 月 3１日（土）10 時～
必要事項を聞き、WEB 予約が開始するまでに公式サイトへ入力する。
※【公式 WEB サイト操作＋予約受付マニュアル】巻末に受付票あり。
※WEB 予約が始まる 9 月１日（日）12 時までに電話予約を受けた分を入
力しておいてください。
（入力していないと、WEB 予約が始まった時に定
員オーバーする可能性がございます。
）

★WEB 予約が始まる前に電話予約を受けてしまいますと、トラ
ブルの原因となる可能性がございます。もし、ご自身で電話予
約を受け場合も、公平を期すために入力は WEB 開始後に行っ
てください。（※WEB 予約開始前に入力している予約については、
いかなる理由がございましても削除していただきます。）また、WEB
予約開始後の電話受付や、その他予約受付に関しまして、トラ
ブルの無いよう、自己判断・自己責任で行ってください。

○電話受付開始 ８月３1 日（土）10 時～
・必要事項を聞き、パートナー自身で管理してくだい。
・時間のある時に公式サイトへも入力してください。
※公式サイトへ人数の反映がないと、お客様から見た時に常に空席と勘
違いされる可能性があり、トラブルの原因にもなりかねます。お手すきの
際に人数だけでも入力をしてください。
※ネット環境が整っていないパートナーにつきましては、事務局にご連
絡いただければ代わりに人数の入力をさせていただきます。

○WEB 予約開始 9 月１日（日）12 時～

○WEB 予約開始 9 月１日（日）12 時～

※この時点から電話受付と同時進行となります。電話で受ける際には、必

※状況に応じて電話予約も受付可能。ただし、公式サイトへの入力は必ず

ず公式サイトの予約状況を確認しながら予約受付を行ってください。

行ってください。
（入力はご自身でお願いします）その際、定員数にはご
注意ください。

※WEB 予約がスタートした後の電話予約受付の際は、必ず最新の予約状

※ネット環境が整っていないパートナーで、予約受付終了日までに予約状

況を確認し、電話を切った直後にサイトへ入力してください。あまり時間

況の確認がしたい方につきましては、いがぶら事務局（㈱まちづくり伊賀

があくと WEB 予約が入り、定員オーバーとなる可能性がございます。

上野）までお問合せください。

○予約終了後
各自で設定した予約受付終了日が過ぎましたら、
「予約一覧」にて、予約状況の確認をしてください。
※当日キャンセル等の予防も兼ねて、事前にお客様にご連絡をお願いいたします。
（※過去開催時に、お客様から事務局に、主催者から事前連絡がないから開催するのか不安だという問合せが多くありました。）
※ネット環境が整っていないパートナーにつきましては、ご自身で設定した「予約受付終了日時」が過ぎましたら、いがぶら事務局（㈱まちづくり伊賀上野）までご連絡ください。こちらで印刷した「予約一覧」をお渡しさせていただ
きます。
（各自予約受付終了日時が異なるため、事務局からパートナーへ連絡する事はございません。ご自身のプログラムの開催日ごとの予約受付終了日を控えておいてください。
）

【公式サイト操作方法および予約受付について】
いがぶら事務局：㈱まちづくり伊賀上野

◇伊賀市上野丸之内 500

ハイトピア伊賀３F

◇TEL：0595-51-5504

/ FAX: 0595-51-9088

◇営業日：平日 9 時～17 時
８

⑧このプログラムで伝えたい「伊賀の魅力」はなんですか？

伊賀ぶらり体験博覧会「いがぶら」プログラム作成シート
①担当者：

②団体名･店名等

③このプログラムを一言で言うと、どんな体験？また、このプログラムを実践して、あなたは何を達成したいですか？
どんな体験？

⑨この 3 つがちゃんと書けたらこのプログラムはうける!!

達成したいことは？

一番のウリ（つかみ）は何？

ものがたり・オリジナル性

非日常性・サプライズ要素

(ターゲットが募集を見たとき、「参加し
たい!」と思わせるキーワード
例：イケメン○○が教える、恋に効く･･･

(背景にある、ここにしかない・あなたに
しかない物語を語ってください)

通常では体験できない「特別感・お得感」

④プログラムに必要なネタ・素材
あなたがもっているネタ・素材

不足しているネタ・素材

（場所・技術・協力者・知識・その他）

（つながりがないので紹介してほしいコト）

⑩このプログラムのサブタイトル（キャッチコピー）（20 文字まで）

⑤このプログラムのターゲット層は？？
年代

代 ～

⑪このプログラムの魅力的なタイトル（25 文字ｍａｄｅ）

代くらい

性別

男性 ・ 女性 ・ 特にこだわらない

どんな人達に参加してほしい？
・一人で

・ペアで（友達同士、恋人、夫婦）

・ファミリーで（親子、祖父母と）

・ママ友と

・女性だけで

・その他（

・男性だけで

）

⑫このプログラムの魅力的な紹介文（100～200 文字まで）

⑥プログラムのおおまかなタイムスケジュール
時間

内容
集合

⑬このプログラムの参加費は？？
経費積算表

解散

費目

所要時間

時間

単価

×

数

参加費：

合計

分

◇この価格で参加してもらえる根拠は？

⑦募集人数は？
定員数

人

◇会場には、ゆったり入ってもらえるか？
◇お客様全体に目が届く人数か？
※減らす事は禁止ですが、予約状況により増やせます。

最小催行人数

人
総合計

◇その人数での開催でも楽しんでもらえるか？
◇必要経費に負担はないか？

円

一人分の経費

総合計÷参加者数

円
円

いがぶら

事業計画作成シート

プログラム画像
※公式サイト 1 枚目と同様とする

●開 催 日／

●集合場所／

●参 加 費／
【案内人】1 ※担当者氏名

●定

案内人画像

員／

名（最少催行人数

名）

【備考】

【案内人】2 ※担当者氏名

案内人画像

【お申し込み】いがぶら公式サイト・
【内容のお問い合わせ】

◇案内人が一人の場合は下部スペースまでお使い頂けます。

◇公式ガイドブックに掲載しきれない情報は、公式サイトへの掲載にて対応してください。

◇公式ガイドブックのレイアウト見本となります。※ガイドブック校正時に若干の変更がある場合がございます。

◇【備考】には「持ち物、服装、注意事項」等、事前に伝えておきたい情報の掲載をお勧めします。掲載しきれない事

◇公式ガイドブックに掲載できる情報には限りがございます。あらかじめ決められた文字数に沿って作成してくださ
い。掲載できない場合がございますので、ご注意ください。

項につきましては、開催前の連絡時にお伝えいただきますようお願いいたします。

プログラム開催前のチェックリスト
プログラム開催前に、下記のチェックリストを参考に、準備物等の確認をしてください。

☑

チェック項目
◆予約状況の確認
・予約受付終了後に、公式 Web サイト内『予約一覧』にて予約状況の確認。
・アカウントが無い場合は、事務局（㈱まちづくり伊賀上野）へ連絡のうえ、確認。

◆お客様への事前連絡
・開催日の 3 日前くらいに、予約の確認や、雨天の場合のプログラム変更（中止等）の連絡方法
等について、確認の連絡を入れる。
※最少催行人数を満たせず、開催を中止される場合も、必ずご自身で連絡を入れてください。

◆受付表の準備
・当日の確認用に、公式サイト内『予約一覧』の画面を印刷しておくか、各自で受付表を準備し
ておく。

◆お釣りの準備
・会計はパートナー自身で、開催日当日におこなってもらうので、予想されるお釣りの準備をし
ておく。

◆公式フラグ（旗）の準備
・集合場所の目印となるように、見えやすい所にかけておく（会場用）
・街歩きなど、移動を伴うプログラムの場合は、掲げながら移動（手持ち用）
※プログラム終了後は事務局に返却してください。

◆当日の流れについての確認
・受付方法や遅刻者への対応（連絡方法など）
・スタッフの手配や役割分担の確認

◆必要な備品
・お釣り（必要に応じて領収書も用意しておく）
・筆記用具（アンケート記入などに使用）
・受付表
・公式フラグ
・アンケート用紙
・救急セット（必要に応じて用意する）

①

月

参加日時

日

（

）

電話受付 No

女

受付日時

ふりがな
②

代表者氏名

③

性別

④

お申込人数

⑤

男

・

名

月

日

時

分

ご同行者氏名
受付担当

〒
⑥

代表者のご住所

⑦

代表者の電話番号

WEB 反映チェック
－

－

備考

①

月

参加日時

日

（

）

電話受付 No

女

受付日時

ふりがな
②

代表者氏名

③

性別

④

お申込人数

⑤

男

・

名

日

時

分

ご同行者氏名

受付担当

〒
⑥

代表者のご住所

⑦

代表者の電話番号

備考

月

－

－

WEB 反映チェック

