
主催：株式会社シマノ 　対象魚：へらぶな

大会へのお申込はインターネットから!
2022年度から電話、FAXでのお申込は
受付できませんのでご了承くださいませ。
お申込はインターネットからのみとさせていただきます。

参加費のお支払いはクレジットカード支払いか、バーコードによる
コンビニでの支払い（現金のみ）かを選択いただけます。
２４時間いつでも、ご自宅での支払いも可能になりました。
※従来のお振込用紙の発送はございません。

大会会場限定販売

その際、シャツの種類・カラー・サイズ・枚数を選択し予約していただきます。シャツのお渡し、お支払いは大会当日、現地にて現金のみでお願いいたします。
事前予約をされていない場合、販売できませんのでご了承ください。

半袖ポロシャツ　1枚 3,500円（税込）
●ブラック　●ライトブルー

ドライ長袖Tシャツ　1枚 3,500円（税込）
●ネイビー　●ダークグレー

ジャパンカップ
オリジナルシャツ
サイズ：各色 S、M、L、LL

※イラストはイメージです。 ※万一売り切れの場合はご了承ください。

BACK BACK BACK BACK

オリジナル
Ｈａｎｄｙ Ｆａｎステッカー

※ロゴは2020となっております。ご了承ください。

オリジナル
キャップ

シマノ ジャパンカップ
オリジナルグッズを
プレゼント!

参加者
全員に!

ケーミックス電気ケトル

ご購入は現地に来られる
当選者様に限らせていただきます。
ご購入は現地に来られる
当選者様に限らせていただきます。

冴えわたる釣技!
その先に栄光あり。

検 索シマノ ジャパンカップ
https://fishingeventjp.shimano.com/

ご購入を希望される方は「大会参加確定のおしらせメール」の申請フォームから「オリジナルシャツの購入希望」にチェック　 を入れてください。

吸汗・速乾
ドライ
ＵＶカット

2022 シマノ
ジャパンカップ



2022 シマノジャパンカップ へら釣り選手権大会
地区大会日程・お問合せ先

※大会会場及び開催日は天候その他の事情により変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。　　〈主催営業所お問合せ先 受付時間〉9：00～17：00（土・日・祝日は除く）

●開催地と大会名の呼称は年度により変わる場合があります。
十分ご確認のうえお申込ください。
●釣料金は料金改定により変更される場合がありますのであらか
じめご了承ください。
●釣場の状況により競技時間を変更する場合がございます。
★地区大会から全国大会への進出者数は、各大会当日の実参加者
数、大会中止やシード選手（昨年度全国大会1位～3位）の参加
者数等により変更される場合があります。

地区大会には重複してお申込いただけますが、お申込多数で抽選と
なる場合がございます。
大会ご参加に関するスケジュールは全大会共通とし、以下の通り
とさせていただきます。
申込開始日：2022年4月1日（金）
申込締切日：2022年4月10日（日）
当落ご案内日：2022年4月27日（水）
ご入金締切日：2022年5月8日（日）
※1：参加記念品と保険料等で2,000円、残りは釣代です。

埼玉営業所 048（772）6662
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参加資格
インターネット画面記載の募集要項・規約をお読みになり、記載内容に同意
いただける方。
地区大会・全国大会のすべての日程に参加可能な方。年齢・性別は問いま
せん。
物品の送付やご本人との連絡の都合上、お申込は日本国内に在住の方に限
らせていただきます。
※20歳未満の方は、保護者の承諾が必要です（申込時点で20歳未満の方、
すべてが対象となります）。
メールにてご案内する参加確認証兼・誓約書を印刷し、保護者の方に必ず
署名・捺印をいただき、大会会場にお持ちください。
【民法改正の2022年4月1日以降も、シマノでは20歳未満の方に保護者
同意が必要となります】
以下の選手につきましては、今年度開催の地区大会にお申込いただくこと
ができません。
●全国大会のシード権を獲得されている選手
定員以上のお申込をいただいた場合は抽選にて出場者を決定し、当選され
た方には「大会参加確定のおしらせ」メールをお送りします。
また、誠に申し訳ございませんが、出場できない方にはその旨のメールをお
送りさせていただきます。
メールでの当落のご案内は、全大会共通で2022年4月27日（水）を予定して
おります。

参加費お支払い方法
大会参加確定者に「大会参加確定のおしらせ」メールがとどきます。ご案内
に沿って参加費をご入金ください。クレジットカード決済またはバーコード
でのコンビニ決済（現金のみ）を選択いただけます。
支払期限日までにご入金の確認が取れなかった場合は自動キャンセルと
なり、大会にご参加いただけなくなります。ご注意ください。
また、抽選のあった大会はキャンセル待ちの方に出場権を移行させていた
だきます。必ず期日までのご入金をお願いいたします。

●キャンセル待ちについて
落選後、自動的にキャンセル待ちに移行させていただきます。キャンセル者
が出次第、抽選を行ない、エントリーセンターより随時メールまたは電話にて
ご連絡いたします。大会により、キャンセルが出ない場合があります。

シマノイベントメンバーズの登録

インターネット申込方法
お申込はインターネット申込からの受付のみとなります。電話・FAXでの受付はいたしておりません。ご了承ください。
また、お申込前にシマノイベントメンバーズへの会員登録が必要となります。
※過去にご登録いただいていたシマノメンバーズにつきましては、サービスを終了しておりますので、参加される方は、新規登録が必要となります。

シマノホームページ
SHIMANO FISHING EVENT

新規会員登録
新規会員登録用URL

メールアドレスを
入力して送信

※入力されたメール
　アドレスが登録されます

メールアドレス
確認フォーム

登録されたメールアドレスに
新規会員登録用の
URLが届きます 新規会員登録 ※このパスワードは大会参加

確認情報に必ず必要となり
ます。
忘れないよう保管をお願い
いたします。

登録完了メール受取
パスワードの受取

シマノジャパンカップ釣り選手権大会の申込

シマノホームページ

へら釣り選手権大会

SHIMANO FISHING EVENT

参加申込

送信

イベントエントリー
完了メール

大会情報 登録されたメールアドレスに
イベントエントリー完了
メールが届きます大会名・開催日・予備日・

参加費・募集要項へのリンク
記念品の希望有無

誓約

続けて別の大会に
エントリーする場合は
完了メールに添付の
シマノ ジャパンカップ
一覧ページへリンクを
タップ・クリックして
応募ください

シマノ フィッシングイベント
メンバーズにログインすると

現在の応募状況を
ご確認いただけます

登録完了メールを受け取って会員登録が完了となります。
このメールが届かない場合は迷惑メールボックスに入って
いないかご確認ください。

@fishingeventjp.shimano.comよりご入力いただいたメールアドレスに新規会員登録用メールを配信します。
メールが届くよう、エントリー前に「@fishingeventjp.shimano.com」のドメインから受信できるよう設定をお願い
いたします。エントリーには必ず受信可能なメールアドレスをご入力いただくようお願いいたします。

上記は申込の流れですが、
実際登録時は画面に表示される
指示に沿っていただければ

誰でも簡単にお申込いただけます。

https://fishingeventjp.shimano.com/
ジャパンカップ全大会のインターネット申込は4月1日（金）より受付開始いたします。

詳しくは下記サイトにアクセスしてください

新型コロナウィルス感染症対策について

大会参加時は以下の事項を守っていただきます。別途インターネット画面に記載の「新型コロナウイルス
感染症の対応」を熟読いただき、ご了承いただけない
場合は参加をお断りさせていただきます。新型コロナ
ウイルス感染症の対応については、政府方針により直前
に変更になる場合もございますので、最新情報の確認を
お願いいたします。

＊必ずマスクを持参いただき、釣りをしている時以外は必ず着用願います。
＊受付・検量等人が集まる時はお互いの距離をできるだけ２m以上空けて
いただけますようお願いいたします。

＊大会イベント中は大声で会話したり応援をしないようお願いいたします。
＊現地でのスタッフの指示に従っていただきます。



キャンセルについて
やむを得ずお客様のご都合によりキャンセルを希望される時は、大会３日前
の１７時までにキャンセルの手続きをしていただければ、参加費をご返金いた
します（別途返金手数料1,000円がかかります）。
返金手続きはお支払い時にお選びいただいた決済方法に準じて返金させて
いただきます。
なお、インターネット画面よりキャンセル手続きをお願いいたします。
電話でのキャンセルは受付ておりません。
また、大会3日前の17時以降のキャンセルの場合、参加費の返金ができませ
んのであらかじめご了承ください。

環境を壊さないよう、仕掛け、残りエサなどの後始末を忘れずお願いします。

美しい自然を守るために、できることから始めよう。
愛すべきフィールドのためにできること。クリーンナッププロジェクトは、
誰もが簡単にできる自然保護活動。ほんの少し勇気をだしてあなたも
参加してみませんか。シマノも皆さんとともにこの活動に取り組みます。

CLEAN UP PROJECT

シマノ クリーンナップ プロジェクト

シマノ ジャパンカップ地区大会に関する各種お問合せ先

●大会開催場所に関するお問合せ（受付時間 9：00～17：00 土・日・祝を除く）
大会主催シマノ営業所 内面に記載の表を参照ください。

●大会開催の有無に関するご案内
ジャパンカップ開催・延期・中止案内
（大会前日正午以降に配信開始） 

●競技規定に関するお問合せ
（受付時間 9：00～12：00、13：00～16：00 土・日・祝を除く）
シマノ ジャパンカップ大会事務局
受信専用ＴＥＬ （072）-223-3733

●運営に関するお問合せ
シマノ エントリーセンター　TEL.03-6625-5520
（受付時間 10：00～17：00 土・日・祝を除く）
※17時直前は電話が混み合うことがあります。余裕をもった時間におかけください。

電話、FAXによる登録の確認・変更、キャンセルは一切お受けできませんので
ご了承ください。

お客様の都合によるキャンセルとは
●大会が予備日に変更となり、参加できなくなった場合。
●新型コロナウイルス等の指定感染症に罹患または濃厚接触者と判定さ
れた場合。
●その他、大会中止以外のすべての場合。
※一旦キャンセルされた場合、その大会を再度申込むことはできません。
また、申込地域の変更、大会変更、出場者変更はお受けできません。
返金は大会毎の返金となります。ご返金の際は手数料1,000円を差し引か
せていただきます。
ご返金処理は大会終了の１ヶ月後から開始いたしますので、ご返金には日
数がかかりますことをご了承ください。

ご返金について
返金手続きはお支払い時にお選びいただいた決済方法に準じて返金させ
ていただきます。
クレジットカードでお支払いただいた方へはクレジットカードでの決済キャ
ンセルとなります。
コンビニ決済でお支払いただいた方へは、コンビニ（セブンイレブン限定）
での受取り、もしくは銀行振込を選んでいただきます。なお、大会中止・キャ
ンセルに関わらずお客様の都合でお受け取り期限が過ぎた場合は、電話に
て申告してください。但し再度手数料1,000円を差し引いてのご返金にな
ります。

保険
大会参加者全員を対象に保険に加入しています。
保険料は各自の参加費に含まれています。
補償の対象は参加選手自身の死亡、後遺障害、入院、通院、賠償責任になり
ます（上限が定められています）。

注意事項
大会参加者の交通事故、その他の事故については、主催者は一切責任を負
いません。大会中はくれぐれも、各自の責任において安全確保に努めてくだ
さい。地区大会・上位大会とも、天候・会場及びその他の事情により大会日、
場所等を変更する場合があります。地区大会日が中止の場合は、原則とし
てその大会は延期せずに中止とします。

全国大会
各地区大会上位者（地区により人数が異なります）にはジャパンカップ・全
国大会出場権が与えられます。全国大会は、各地区大会からの進出選手、
及びシマノジャパンカップへら韓国大会決勝の上位２名、シード選手（昨
年度全国大会１位～３位）にて競われます。
※全国大会出場権は、翌年への繰り越しはできません。

表彰及び賞品
●全国大会進出認定証
●1位～3位入賞者：カップ（賞状、副賞なし）
2022年度より特別賞（ベテランアングラー賞・レディース賞・ヤングアング
ラー賞）の表彰は廃止させていただきます。ご了承ください。
●お楽しみ抽選会賞：豪華賞品
●ラッキー賞（ジャンケン大会）：20インチ折りたたみ自転車
釣場の移動はもちろん、通勤通学にも幅広く活躍。走りはシマノ外装6段、
坂道もラクラク！
防犯登録・TSマーク＆傷害保険付き

大会の延期・中止に関するご案内
※原則は大会前日の正午にホームページにて発表しますが、開催が最終決
定された場合でも当日の状況急変により延期・中止となる場合がありま
すので、あらかじめご了承ください。

ご案内が更新されない（「開催します」の表記のまま）状態であっても会場
で延期・中止となる場合もございます。

競技規定
●タックルはどのメーカーのものでもかまいません。
詳しい競技規定・審査方法は申込者（抽選のある場合は当選者）に後日
メールにて配信する大会規約をご確認いただき、従っていただける場合
はご入金をお願いします。

参加記念品について
大会申込時に入金後の大会中止やキャンセルをした場合、記念品送付を
希望するか、しないか、を選択していただきます。
大会の開催・中止にかかわらず、参加記念品の送付をご希望の場合、送料
は着払いにて、お客様のご負担とさせていただきます。あらかじめご了承
ください。詳しくは、メールにてご案内する大会規約をご参照ください。

2020年度はクロダイ／沖縄大会のみ実施後、残りの全大会が中止となっ
たため、2022年度のジャパンカップはその延長ととらえ、またエコロジー
の観点からも資源を無駄に廃棄しない事を方針とし、2020の文字が入っ
た賞品を参加記念品とさせていただきます。
あらかじめご了承ください。

会員規約を参照してください。
※個人情報について


