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2009年に創設したFCトレーロス。

我々は、これまでピッチ内外の活動を通した『良いサッカー選手』の育成を目指して活動を行って参りました。

我々が理想とする『良いサッカー選手』とは、技術的に優れた選手のことではありません。

仲間を思いやり、一生懸命取り組む姿勢をもった人物こそ、良いサッカー選手の条件だと考えております。

クラブはコーチが何かを教える場所ではありません。選手が自ら何かを見つけ、獲得する場所です。

幼少の頃は楽しむことが一番。しかし、年齢が上がるにつれ、必ず辛く苦しい場面に遭遇するでしょう。

その状況の中でも諦めず、一生懸命取り組み、その状況を楽しむ姿勢を持つ。

自分らしさを大切にしながら、個々の持つ才能を最大限に伸ばす。

自分自身の言動、取り組み方などを通し、人間性を磨く。

仲間や選手たちを取り巻く人たちを思いやり、協調、協働していくための術を身につける。

そして、選手たちが能動的に学び、価値観を大きく広げようとする力を育むことこそ、トレーロスが理想とする選手育成像です

我々は、真のサッカー選手の育成を目指すとともに、

積極的な「地域貢献活動」、「社会貢献活動」、「国際貢献活動」を通し、地域の皆様の愛されるクラブ創りを目指します。

ＦＣトレーロス代表平野淳



正式名称： Football Club Toreros （略称：FCトレーロス）

創設年月日： 2009年4月1日 活動場所：（トレーロス）東京都・杉並区

基本理念：

選手育成に力を注ぐ地域密着型スポーツクラブを目指し、地域住民、社会との接点を積極的に持ちながら地域を盛り上げます。

当活動を通し、「ゆとりある地域社会の実現」と「個性ある地域文化の創出」の一助を担うことを目指します。

①サッカーを通じて青少年の健全な心身の発達に寄与し、スポーツ文化の振興と地域社会の発展に貢献する｡

②競技、レクリエーションスポーツの両分野で地域社会に貢献できるような｢生涯スポーツ｣を視野に入れたクラブ作りを目指す。

クラブ名の由来：
トレーロスは、スペイン語で闘牛士を意味。どんな難題や困難にも闘牛士のように勇敢に立ち向かう大人になってほしいという想いがこめられている。

クラブカラー：

●エンブレム： ●ロゴ：

RED
赤は全て生きていくため

の根源をなす色。その為

人間にとって赤色は神

聖な色と言える。

WHITE
光沢のある絹の純朴は古代

では神聖さを象徴する色とし

て珍重されたが、近年では

清潔で高貴な色として愛用さ

れている。

GOLD
威厳を示す豪華絢爛さの

象徴として時の権力者たち

に用いられた色。

概要



公式サイト：www.fctoreros.net

公式フェイスブック

fctoreros

公式ブログ： http://ameblo.jp/fctoreros

公式インスタグラム

fctoreros

公式YouTube  

FUNROOTS TV

公式TWITTER

funrfootsacademy

※YouTubeとTWITTERはファンルーツアカデミー共有となります

ファンルーツ

紹介資料（PDF）

当クラブの活動風景などは以下よりご覧ください。

媒体

http://www.fctoreros.net/
http://ameblo.jp/fctoreros


フットボール＋１ってなに？

FCトレーロスが、サッカーだけでなく、サッカー以外の活動も大切にしている根底にあるものは、将来自立する為に必要な社会的な

スキルを身に付けることです。まずは、仲間同士で意識を高め合える環境作り。トレーロスに関わる幅広い年齢層の仲間が互いに切

磋琢磨して学び合える環境を用意します。また、さまざまな地域貢献活動、国際交流(海外遠征、海外短期留学、ホームステイ受入)

などを通し、サッカーの更なる魅力を伝えていければと考えております。将来的に、地域の人々から愛され、応援されるクラブ。

地域の方々と連携して子ども達を見守る環境づくりをすることがクラブの使命です。

クラブ活動風景

YouTube

ＦＣトレーロスのスローガン「フットボール＋１」を軸にした育成コンセプト〝EARTH〟

サッカー選手である前に、ひとりの人間として大きく成長してもらいたいという想いが込められています。

・何事も全力で取り組む積極性。

・状況を的確に判断し、行動できる自主性。

・仲間とのコミュニケーションを大切にし、助け合う協調性。

これらの生活の基本的な部分を大切にします。このような取組み方を身につけることにより、サッカーを通じた真の

スポーツマンシップを学ぶことに繋がり、プロサッカー選手だけでなく、様々な分野で活躍できる人材の礎の構築を

目指します。

コンセプト



フットボール＋１

サッカーを真剣に取り組むことが大前提

FCトレーロスではプロコーチの指導の下、年代・レベル・時期（シーズン）に合わせた指導を行います。

まずはトレーニング・練習試合・フェスティバル・公式戦などの日々の活動を大切にすること。その中から見えてくるもの、広がってくるものがあります。

そのうえで、Jリーグ観戦、ゲストコーチの招聘、講習会など様々なプログラムで選手たちの動機づけを行います。



創造力と価値観を広げるプログラム

子どもたちが抱く、興味や関心こそ、子どもたちが成長する上で最高のエッセンスとなります。トレーロスではサッカー以外の活動を通し、自主性を

もってものごとに取り組むことができる人格形成を行います。また、自然体験などの活動を通して、豊かな感性を育めるプログラムを提供します。

フットボール＋１



子どもたちの未来を広げる国際交流・経験

社会はグローバル化が急速に加速しており、子どもたちが将来活躍する場は

国際社会という広大なステージとなっています。

そのなかで自分たち自身の可能性をより大きく広げることができるよう、

英語への関心と国際感覚の獲得を図ります。

●海外のサッカークラブ、指導者とのパートナーシップ

ドイツの1.JFSケルンをはじめ、各国のサッカークラブとのパートナーシップの締結。

また、海外よりコーチを招聘し、指導の機会を提供します。

●海外遠征

2012年より欧州で開催する国際大会へ参加をしております。現地での交流をはじめ、日々

の出会い、挑戦を大切にします。

●海外短期留学

同世代の仲間と交流を深めて相互理解の心を育みます。長期休暇中に2週間の日程でホーム

ステイをしながら現地のサッカークラブに通います。

●コパトレーロス

海外クラブを招いた国際大会。同世代の子どもたちとの真剣勝負を行います。

フットボール＋１



コパ・トレーロス

COPA TOREROS is one of the best International Youth Football Tournament in the world.

2010年に第1回大会を開催。 2011年の第2回大会より、「サッカーは世界をつなぐ」を大会スローガンにしております。

これは、東日本大震災で気づかされた「人々の絆」を大切にしたいという想いが込められているものです。

我々は日頃より、「フットボール＋１」をテーマに活動を行っております。

そのプラス１で大切なことこそ「絆」。今後、本大会が歴史を積み重ねていく中でも「絆」は絶対に欠かすことのできないテーマです。

当大会が「杉並から世界へ！」、「東京から世界へ！」、「日本から世界へ！」と繋がる、絆の第一歩となることを心より願っております。

そして、本大会を通し、参加するすべての皆様がサッカーファミリーの一員として、心をひとつに、全力でプレーし、最高の思い出となることを期待しております。

The tournament was first held in 2010. We established the slogan "Football connects the world" from the second tournament held in 2011. This slogan was created after experiencing  the devastating earthquake we 

encountered in East Japan. The importance of bonding people is incorporated in the slogan. Our aim is to incorporate the concept of FOOTBALL +1.  The 'BOND' is an important aspect of the 'PLUS ONE'. If the

tournament is to continue creating its own history, the 'BOND' will become inevitable.

We sincerely hope that bonding throughout the tournament will prove to be a step forward from Suginami to the World, from Tokyo to the World and from Japan to the World. I also 

look forward to a tournament whereby all participants become one big football family, play your best and take home wonderful memories.



コパ・トレーロス

2020・2021 Primavera

新型コロナウィルス感染拡大により中止となりまし
た。

2019 Primavera

U12 パルメイラス（ブラジル）
U11川崎フロンターレ（神奈川県）
U10鹿島アントラーズ（茨城県）

2018 Primavera

U12 パルメイラス（ブラジル）
U11川崎フロンターレ（神奈川県）
U10 FC大泉学園（東京都）
U9あざみ野FC（神奈川県）

2017 Primavera

U12アトレティコマドリード（スペイン）
U11 川崎フロンターレ（神奈川県）
U10浦和レッズ（埼玉県）
U9 FC大泉学園（東京都）

2016 Primavera

U12レジスタFC（埼玉県）
U11横浜F・マリノス（神奈川県）
U10 浦和レッズ（埼玉県）
U9 FCトッカーノ（東京都）

2015 Primavera

U12横浜F・マリノス（神奈川県）
U11川崎フロンターレ（神奈川県）
U10横浜F・マリノス（神奈川県）
U9JFC FUTURO（神奈川県）

優勝チーム

2014 Primavera

U12柏レイソル（千葉県）
U11川崎フロンターレ（神奈川県）
U10浦和レッズ（埼玉県）
U9 バディーSC（神奈川県）
U8 FC大泉学園（東京都）

2013 Primavera

U12東京ヴェルディ（東京都）
U11 レジスタFC（埼玉県）
U10 横浜F・マリノス（神奈川県）
U9 横浜F・マリノス（神奈川県）
U8FCパーシモン（神奈川県）

2012 Primavera

U12鹿島アントラーズ（茨城県）
U11横浜F・マリノス（神奈川県）
U10府ロクSC（東京都）
U9JFC FUTURO（神奈川県）
U8 足柄FC（神奈川県）

2011 Verano

U13 湘南ベルマーレ（神奈川県）
U12リトルジャンボSC（神奈川県）
U11 あざみ野FC（神奈川県）
U10 柏レイソル（千葉県）
U9府ロクSC（東京都）
U8 ファンルーツアカデミー（東京都）

2010 Verano

U10 Premier FCパーシモン（神奈川県）
U10 FC WASEDA（東京都）
U8 ソルキッズ（東京都）

2022 Primavera

U12 レジスタ（埼玉県）
U11 FC PORTA（神奈川県）
U10 バディーSC（神奈川県）

U9  大森FC（東京都）
U8  TDF  FC（神奈川県）
U7 FCトリアネーロ町田（東京都）



ウェア（ジュニア）



ウェア（ジュニアユース）



スケジュール（ジュニア）※通常時

※2016年度より Football plus One として、海外サッカークラブとのパートナーシップを結びました。こちらにおいては、長期休暇時（春、夏、冬）に双方の選手が短期留学として、チ

ームへの参加、ホームステイなどを行うものです。短期留学については、希望者のみとなります。

※ジュニア年代では小学5年生に欧州遠征、小学6年生にアジア遠征を実施しております。

4月 5月 6月 7月 8月 9月

U12
リーグ（前期） リーグ（後期）

LC旗 合宿 アジア遠征 区民体育祭

U11
JA杯予選 欧州遠征

合宿

U9/U10
ハトマーク予選 田植 中央大会 稲刈

合宿

U7/U8
田植 稲刈

合宿

10月 11月 12月 1月 2月 3月

U12
リーグ（後期） 全日本少年サッカー大会予選 全国大会

区長杯

U11
中央大会

CPT

新人戦

U9/U10
CPT

U7/U8
CPT



9月 10月 11月 12月 1月 2月

新U15A

(中3)

高円宮都大会 高円宮関東

Tリーグ

新U15B

(中2)

OFF

U14大会

新U13  

(中1)

遠征 OFF

U13大会

3月 4月 5月 6月 7月 8月

U15A

(中3)

遠征 CY都大会 CY関東 遠征 OFF

Tリーグ

U15B 

(中2)

コパトレ
手伝い

アジア遠征 遠征 英国

遠征
OFF

U14大会

U13   

(中1)

入団式 練習会 遠征 遠征 OFF

U13大会

スケジュール（ジュニアユース） ※通常時
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スケジュール・費用
月 火 水 木 金 土 日

U15A・U15B
（中学２・3年生）

--

トレーニング
18:00-20:30
佼成学園

FRP芦花公園

トレーニング
18:00–20:30

FRP芦花公園
佼成学園

--

トレーニング
18:00–20:30

FRP芦花公園
佼成学園

トレーニング
or
試合

トレーニング
or
試合

U13
（中学1年生）

トレーニング
18:00-20:30
芦花公園

--

トレーニング
17:30-20:00
芦花公園

トレーニング
18:00-20:30
佼成学園

--

トレーニング
or
試合

トレーニング
or
試合

ジュニア強化
U12・U11

（小学5・6年生）
-- --

トレーニング
17:30-19:00
善福寺公園

トレーニング
18:00-20:15
芦花公園

--
トレーニング

or試合
トレーニング

or試合

ジュニア育成
U10・U9・U8・U7
（小学1～4年生）

-- --
トレーニング
16:00-17:30
善福寺公園

-- --
トレーニング

or試合
トレーニング

or試合

備考 -- -- -- -- -- -- --

会費 年間登録費 入会費（入会金に含まれるもの）

ジュニアユース 475,200円（36 か月分）

※上記を6 回分割納入

16,500円
※毎年4月更新

125,400 円
ユニフォーム一式（ホーム/アウェイ）

リュック ・ ダウンコート ・ジャージ上下・

ピステ上下 ・ ポロシャツ ・ハーフパンツ

プラクティスシャツ ・パンツ・ソックス

ジュニア （U12/U11） 165,000円（12か月分）

※月々13,750円引落
47,190円

ユニフォーム（ホーム・アウェイ）
プラクティスシャツ・パンツ・ソックス

ピステ上下、移動着ジュニア（U10/U9）
145,200円（12か月分）

※月々12,100円引落
ジュニア（U8/U7） 23,320 円

ユニフォーム（ホーム）、移動着
プラクティスシャツ・パンツ・ソックス

※時間は目安となります。

※金額は全て税込となります。



活動会場

ファンルーツパーク芦花公園

●住所：東京都世田谷区粕谷1-7-26

●電話：03-6379-8913

●アクセス：

京王線「芦花公園」または「八幡山」下車、徒歩15分。

京王線「千歳烏山」、小田急線「千歳船橋」よりバス。

●公式サイト：

http://www.funroots.net/funrootspark/index.html

●住所：東京都練馬区関町南1-4-48

●アクセス：西武新宿線上石神井駅

● URL： http://www.zenpukuji-tc.jp/

善福寺公園テニスクラブ

●住所：東京都杉並区下高井戸3-26-1

●アクセス：京王線桜上水駅より徒歩7分。

● URL：

下高井戸運動場 佼成学園

●住所： 東京都杉並区和田2-6-29

●アクセ：丸ノ内線 方南町駅より徒歩5分

●URL： http://www.kosei.ac.jp/

※スパイク禁止http://map.tokyofootball.com/suginamishimotakaido/

http://www.funroots.net/funrootspark/index.html
http://www.zenpukuji-tc.jp/
http://www.kosei.ac.jp/


提携先病院

●住所：東京都世田谷区代沢2-28-11

●電話： 03-5431-5228

●電車：小田急・京王井の頭線「下北沢」駅徒歩5分

●駐車場：最寄のコインパーキングをご利用下さい

●備考：通院前にコーチ・トレーナーまでご連絡下さい。

山手クリニック （担当医）服部幹彦先生

メディカルアドバイザー

服部幹彦

【専門医】

・日本体育協会公認ドクター

・日本整形外科学会認定医

・脊椎脊髄病専門医

・日本整形外科学会認定スポーツドクター

・日本医師会認定産業医

・日本抗加齢医学会専門医

【関連団体】

・日本オリンピック協会強化スタッフ

・日本アイスホッケー連盟医科学委員

・女子アイスホッケー日本代表



進路

これまで多くのOB、OGが次なるステージで活躍しています。

FCトレーロスでは選手たちの次なるステージに向けた礎を築くことを目標に活動しています。

ジュニアユース卒業後進路

仙台育英学園高等学校サッカー部、静岡学園高等学校サッカー部、滝川第二高校サッカー部

国学院久我山高校サッカー部、日大豊山高校サッカー部、帝京長岡高校サッカー部

上越高校サッカー部、国士舘高校サッカー部、正智深谷高等学校サッカー部

青山学院高等学校サッカー部、都立駒場高校サッカー部、保善高等学校サッカー部

法政大学第二高等学校サッカー部、都立国分寺高校サッカー部、日本大学第二高等学校サッカー部

四国学院大学香川西高等学校サッカー部、多摩大学目黒高等学校サッカー部

Vファーレン長崎ユース、東京高等学校サッカー部、町田ゼルビアユース、横河武蔵野FCユース

三菱養和SCユース、Moreton Bay United FC（オーストラリア）、FCダラス（アメリカ）、その他

ジュニア卒業後進路

FCトレーロスジュニアユース、横浜F・マリノスジュニアユース、FC東京むさし U15  

JFAアカデミー福島 U15、JFAアカデミー熊本 U15、三菱養和SC巣鴨ジュニアユース

国学院久我山中学校サッカー部、ジェフ千葉レディース U15、浦和レッズレディースジュニアユース

日テレメニーナ、スフィーダ世田谷FCジュニアユース、その他



各種約束事

● 選手とクラブの約束事

・挨拶をする。

・時間を守ること。

・練習、試合に関係なく積極的に取り組むこと。

・自分のことは自分でする。グループで協力することには積極的に協力する姿勢を取ること。

・サッカー用具を大切に扱うこと。

・サッカーと勉強の両立を図ること。

・練習の遅刻・欠席は、自分でコーチに電話すること。

・ピッチ内外を問わず、模範的な行動を心掛けること。

・小さな乱れから、大好きなサッカーに対する気持ち、向上心が薄れていくものです。

いま自分にとって大切なことは何か？夢は何か？目標は何か？を日頃から考えましょう。

● 保護者の皆様へのお願い

・精神面でのサポート

サッカーについては全面的に当クラブに任せて下さい。家庭でプレーに対して細かな評価、要求など

をして追い込み過ぎないようにしてください。あくまでもプレーするのも、将来を夢見るのも子供自身です。

・栄養面でのサポート

最近は食事をしっかりと摂らないお子様が多くなっています。しっかりと3食を食べるようにしてください。

・経済面でのサポート

会費、交通費、遠征費、用具費などの負担。



キッズゾーン

トレーロスでは、AYSO（American Youth Soccer Organization）が提唱する

KIDS ZONE を尊重します。

Kids are No.1 / キッズがNo.1

Fun – not winning – is everything / 勝つことではなく、楽しみがすべて

Fan only cheer , and only coaches coach / ファンは応援のみ。コーチングはコーチに任せる。

Not yelling in anger / 怒りにまかせて怒鳴らない

Respect the volunteer referees / ボランティアのレフェリーを尊重する

No swearing / 罵らない

No smoking / 禁煙

Leave no trash behind / ゴミは持ち帰る

Set a proper example for our children / 子どもに良い見本となる

子供達にとってより良い環境づくりをする為には、大人の力が欠かせません。

皆で協力をしてより良い大会にしましょう！！

※AYSO公式サイトより引用



重要事項

■新型コロナウィルス時における子どもたち、保護者の皆様との約束事項

１．以下に該当する方については、活動会場への来場を禁止とします。

・本人、同居家族おいて、37.5度以上の発熱、風邪の症状（くしゃみや咳が出る）がある方。

・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさがある方。

・咳、痰、胸部不快感のある方。

・糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD など）の基礎疾患がある方や透析を受けている方。

・免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方。

・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる方。

・その他、COVID-19感染可能性の症状がある方。
２．通学時の公共機関利用時、または外出時にマスク着用を徹底してください。

３．活動開始前後に手洗い、うがい、消毒用エタノールでの消毒を徹底してください。

４．保護者の観戦時におけるマスク着用の徹底。保護者の皆様が一堂に集う場を作らないようにお願いします。

５．帰宅後に発熱、風邪の症状が出た際、また COVID-19感染可能性がある方は必ず当事務局までご連絡ください。

６．上記事項を保護者の皆様からもお子様にお伝え頂き、各ご家庭で話し合ったうえご参加ください。

■活動時の注意事項：

１．集合をしたミーティングなどは必要最低限とします。集合時は選手・コーチとの距離を一定以上確保するように努めます。また、活動時の握手、ハグ、そして不必要な会話や

発声などは行わないようにします。

２．活動時にマスク着用を認めますが、N95マスクなどの医療用や産業用ではなく、家庭用マスクを着用するようにしてください。また着用時には、呼吸が苦しい様子が見られる場合は

必要に応じてマスクを外し、距離を確保して休憩するよう促します。

３．原則コーチはトレーニング中もマスクを着用いたします。

４．トレーニングも距離を保った接触機会の少ないメニューを導入します。



会員規則

第1条 <名称>
正式名称をフットボールクラブトレーロス（略称：FCトレーロス）とする。

第2条 <組織及び指導について>
ＦＣトレーロス（以下、本チーム）は、小学生男女・中学生を対象とした地域サッカークラブ
です。2009年に有志が集った任意団体として設立。2010年より指導と運営を株式会社ファンル
ーツに依頼。

第3条 <所在地>
本チームは東京都杉並区浜田山4丁目を本拠地とし、東京都世田谷区粕谷1-7-26 ファンルーツ
パーク芦花公園内に事務所を置く。

第4条 <活動場所>
本チームは、主に以下の会場を活動場所とする。ジュニアは善福寺公園テニスクラブ・ファン
ルーツパーク芦花公園・下高井戸運動場、ジュニアユースはファンルーツパーク芦花公園・下高
井戸運動場・和田堀公園競技場・善福寺公園テニスクラブ・佼成学園中学校高等学校とする。

第5条 <目的>
本チームは、児童・少年・少女の健全な心身の育成を図り、地域社会のスポーツ振興に寄与す
ることを目的とする。

第6条 <入会資格>
本チームに入会するものは以下の用件を備えてなければならない。
1.本チームの趣旨に賛同し、規約を尊守すること。
2.スポーツを行なうに適した健康状態であること。
3.コーチの指示を守り、他人に迷惑をかけないこと。

第7条 <入会手続き>
本チームに入会を希望する者は、所定の手続きに従い、本チームに申し込むものとする。

第8条 <会費など>
本紙内会費ページに記載。

第9条 <会費の不返納>
一旦納入した会費は、入会不許可の場合を除き、これを返納しない。

第10条 <会費滞納>
会員が会費の納入を怠った場合は、本チームの活動への参加を停止、または退会させることが
できる。

リー担当コーチが決定する。

第11条 <指導内容>
本チームは、クラブコンセプトを軸に、カテゴリー（学年）毎に指導要領を定めるものとする。
また、指導要領に基づく個別の具体的指導法は、各アドバイザー、代表と協議の上、各カテゴ

第12条 <退会>
1.退会を希望する会員は、前月の10日までに書面をもって届け出なければならない。
2.上記期限以降の届出に関しては、一旦納入された会費の返納は行わない。
3.本チームは以下に該当する会員を退会させることができる。 a) 会費を3カ月分以上滞納した
場合 b) 本チームの会員として相応しくないと判断される場合

第13条 <事故の責任>
会員は、本チームの施設利用に際して、規約を遵守し施設管理者ならびに担当コーチの指示に

従って行動するものとする。万一これに反し、盗難・傷害などの事故が起こっても、施設管理
者、本チームコーチ、主催・運営者に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。

第14条 <個人情報>
個人情報に関する基本方針は、株式会社ファンルーツのホームページ
（http://www.funroots.net）上に掲載する。

第15条 <肖像権>
本チームまたは関連行事で撮影をした写真は、当社活動に関するチラシ、ホームページ、書籍
等に掲載する場合がある。但し、事前に事務局まで申し出た場合は使用しないものとする。

第16条 <スポーツ傷害保険>
会員は、原則としてスポーツ安全保険に加入する。当申請については、本チームで年会費より
捻出するものとする。

第17条 <施行>
第1回改訂は2010年4月1日より施行する。
第2回改訂は2018年4月1日より施行する。
第3回改訂は2020年4月1日より施行する。

第18条 <本規約の改訂>
本規約を改正する際は、当チームホームページ（http://www.fctoreros.net）にて公開する。

http://www.funroots.net/
http://www.fctoreros.net/


プライバシーポリシー

株式会社ファンルーツ（以下、「当社」といいます）は、当社業務に関連し、その活動を行うために多くの個人情報を保有するものであるところ、個人情報の保護が重大な責務と
考え、情報主体をはじめ広く社会からの信頼を得るために、以下のとおり個人情報保護方針を定め、個人情報の保護に努めます。
尚、本基本方針については、当社のインターネットのホームページ（URL=http://www.funroots.net）、会社案内等に掲載することにより、いつでも閲覧可能な状態にするものとし
ます。

～記～

当社は、個人情報について、関係法令その他の規範及び当社策定にかかる各種規程等の定めるところに従い、当社において業務に従事する全ての者に対してその周知・徹底を図り、
適切にこれを取り扱います。

１．個人情報の適切な収集、利用、提供、委託
一 個人情報の収集にあたっては、利用目的を明示した上で、必要な範囲の情報を収集し、利用目的を通知または公表し、その範囲内で利用します。
二 収集した個人情報は、次の場合を除き、第三者に提供または開示することはしません。

（１）あらかじめ本人の同意を得た場合 （２）個人情報保護に関する法律第２３条第２項（オプトアウト）ないし同第３項（共同利用）の方法による場合
（３）法令等の規定に従い、提供または開示する場合

三 個人情報を第三者に委託して利用する場合は、当該第三者における安全管理措置の状況等に照らし、委託を行うことの適切性を検討すると共に、当該
第三者との間で秘密保持契約を締結した上で提供するなどし、委託先への適切な監督をします。

２．個人情報の安全管理措置
個人情報への不正アクセス、個人情報の漏えい、滅失、またはき損の予防及び是正のため、当社内において規程を整備し安全対策に努めます。

３．改善措置
個人情報の取扱いに関する社会環境の変化に的確に対応するよう努めます。また必要に応じて各種規程等につき、変更、修正、追加をするなど改善をするよう努めます。

４．開示、訂正請求等への対応
当社が本個人情報保護方針を遵守していないと思われる場合、及び本人の個人情報の開示、訂正、追加または削除、利用停止などを希望される場合には、事務局までお申し出くだ
さい。合理的な期間、妥当な範囲内でこれに対応いたします。

５、苦情の処理
当社は、個人情報取扱に関する苦情に対し、適切かつ迅速な処理に努めます。

2020年4月1日
株式会社ファンルーツ

http://www.funroots.net/
http://www.funroots.net/


FCトレーロス事務局

〒157-0063 東京都世田谷区粕谷1-7-26 ファンルーツパーク芦花公園内

TEL. 03-6379-8913 FAX. 03-6379-8906

メール. info@fctoreros.net 

URL. www.fctoreros.net

mailto:info@fctoreros.net
http://www.fctoreros.net/

