SPECIAL LIVE 2018
■主催
株式会社シマノ
■開催日
2018年9月29日
（土）
■申込期間
2018年7月25日(水)〜8月29日(水)
■入金締めきり 2018年9月9日(日)
■定員
ショアバスフィッシング大会
【釣り大会】200名
バンタム スペシャルライブ 2018
【イベント】 100名
■参加費
ショアバスフィッシング大会
【釣り大会】2,000円
バンタム スペシャルライブ 2018
【イベント】 1,000円
■大会本部
徳島県 旧吉野川
（北島町水辺交流プラザ付近）
■応募資格
年齢・性別は問いません。
※２０歳未満の方は保護者の承諾が必要です。
■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。天候等の状況により大会当日朝に中止になること
もございます。あらかじめご了承ください。
■保険
各自の保険は参加費に含まれます。
補償の対象は参加選手自身の死亡、後遺症障害、入院、通院、賠償責
任になります
（上限が定められています）。
■個人情報について
個人情報保護法に基づき弊社が責任を持って管理しております。個人
情報は試合の中止・延期・今後の大会などのお知らせ、
より良い大会
を行なうための大会後のアンケート送付、その他今後のシマノ主催イ
ベントの運営・改善、弊社製品の開発や販売促進活動等に利用いたし
ます。
また個人名・住所の一部（市・郡まで）大会写真・映像等を大会の
結果報告、今後の大会告知、その他弊社プロモーションなどに利用い
たします。
■誓約
●私は大会開催中に起こる万一の事故に対して、自己の責任におい
て処理し、主催者にその責を問わないことを誓約します。
●開催エリア以外または釣り禁止区域での釣り、駐車違反となる場所
への駐車、近隣の住民への迷惑行為は一切いたしません。
●個人情報に関して、
大会要項記載の取り扱いを了承します。
●やむを得ず大会途中で帰宅する等の場合は、本部へ報告します。
（※大会本部TEL：080-1490-3245）
（※２０歳未満の方のみが対象です）
。
●保護者の承諾を得て参加します
２０歳未満の方は必ず保護者の承諾を得てください。申込受付後、他
の書類と共に保護者承諾書をお送りさせていただきますので、大会
時にご提出ください。詳しくは
「お申込後の流れ」をご参照ください。
※エントリー時点で20歳未満の方、
すべてが対象となります。
■お申込後の流れ
WEB申込完了後、8月初旬以降、順次、参加通知書（参加確認書・保護
者承諾証が付属しています）
、参加費の振込用紙を送付いたします。
参加費は振込用紙に記載のお支払期限までにお近くのコンビニエン
スストアにて振込をお願いいたします。
ショアバスフィッシング大会のご参加・イベントのみのご参加、いずれ
の参加であっても、
当日は参加確認書のご提出をお願いします。
必要事項をご記入の上、
イベント大会当日にご持参ください。

ショアバスフィッシング大会 規約
◆参加条件
シマノ製のロッド・リール・ルアーの3つのうちいずれかを持参の上、
ご参
加ください。
タックルチェックを行ないますので、受付時にロッドまたはリールとル
アーをご持参ください。
※1：検量用計測写真は、魚と一緒にシマノ製のロッド・リール・ルアーの3つ
のうちいずれかとシークレットアイテムを撮影することが条件です。
※2：シークレットアイテムは今大会イベントページ・シマノ公式SNSに
て、大会当日朝に告知いたします。
◆競技規定
釣り方は所定のエリア内でのショアからのルアー釣りに限ります。
ボートや
フローター、
ウェーディングは禁止です。
フローティングベストは必ず着用してください
（メーカー不問）。
代理出場は認めません（失格といたします）。
所定のエリア以外で、釣りをされた場合は失格といたします。
◆競技エリア
徳島県 旧吉野川水系全域
◆受付・検量
受付は大会本部にて検量時に行ないます。競技開始前はありません。
検量受付は指定の時間内に計測写真のご提示をお願いします。検量後、受付
とタックルチェックを行なってください。その際にはシマノ製のロッド・リー
ル・ルアーの３つの内いずれかを必ずご持参ください。
釣果が無くても必ず受付をお願いいたします。
◆受付・検量の流れと注意事項
※受付及び参加記念品のお渡しを先に行ない、釣果の有った選手は受付後に
検量を行ないます。

バンタム スペシャルライブ

開催要項・規約

2018 イベント内容

■ショアバスフィッシング大会
１匹の長寸で競う岸釣り限定バスフィッシング大会を開催（村田基
によるキャスティングチャレンジと、
バスボートイベントへの参加は
できません）
。
■ゲスト
（インストラクター）
村田基、山木一人、奥田学、伊豫部健
■シマノバスセッション
Bantamシリーズをはじめとするシマノタックルを実際に触れてい
ただけます。
※試投会エリア外へのタックルの持ち出しはできません。
■キャスティングチャレンジ
村田基と一緒にキャスティングができる参加型チャレンジイベント
です。
■Bantamトークライブ
山木一人、奥田学、伊豫部健によるフリーイベント。質問も写真撮
影もOK
■バスボートイベント 受付：7：30〜
バスボートでの釣り体験会を実施します。山木一人・奥田学・伊豫
部健のボートに試乗できます。各コマ30分×5回（予定）。1艇につ
き3名
（受付にて、先着順に割り振り。乗船艇は選択希望不可）。
■ミラクルキャスティングステージ
村田基によるトーク＆講習会です。
■無料メンテナンスサービス
シマノ製ベイトリールを無料で簡易メンテナンス。午前・午後とも
実施。14：00受付終了。
【ショアバスフィッシング大会出場者の方】
期日(9/9)までに参加費のご入金をお願いします。入金確認後、
9/14頃に大会出場者の皆様には、当日の釣果の計測写真撮影に使
用いただくBantamオリジナルメジャーの発送を開始します。
20歳未満の方には返信用封筒を同封いたしますので、保護者承諾証
へ保護者の方にご署名・ご捺印いただき、お支払期限までにシマノ エ
ントリーセンター宛にご送付ください。
※エントリー時点で20歳未満の方、
すべてが対象となります。
■参加費のお支払い方法
振込用紙到着後、振込用紙に記載のお支払期限までにお近くのコン
ビニエンスストアにて振込をお願いいたします。振込手数料は弊社で
負担いたします。
お支払期限（＝支払締切日）
を過ぎてもご入金が確認できない時は、
支払締切日をもってお申込はキャンセルとなりますので、必ず期日ま
でのお振込をお願いいたします。
■お申込確認、キャンセルについて
シマノメンバーズ
【マイページ】
にて、お申込イベントの確認や参加の
キャンセルが可能です。入金後のキャンセルについて、一旦お支払い
いただいた参加費は、原則としてイベント中止以外はご返金いたしま
せんのでご了承ください。
■景品
Bantamオリジナルメジャー
（釣り大会参加者のみ）
シマノ オリジナル マイクロファイバータオル
Bantamオリジナルステッカー
受付時間内（11:30〜12：30）
に受付列にお並びいただけない場合は、遅
刻とみなし、検量はできません。
ご注意ください。
なお、未明・早朝の競技開始前の受付は無く、
自由釣行となります。
お客様の都合により表彰式に出られない場合でも、受付ならびに参加記念品
はお受け取りください。その場合、検量があっても表彰対象になりませんので
ご了解願います。
◆釣果報告
競技時間内に釣り上げたバスの計測写真による1匹長寸により順位を決定し
ます。
この大会では、事前にお渡しするオリジナルメジャーを使用の上、スマート
フォンまたはカメラで計測写真を撮影（※1参照）
してください。その画像を
持って、大会本部に釣果報告を行なってください。円滑な大会運営の為、
ご協
力をお願いします。
◆計測写真の撮影方法
事前に送付するBantamオリジナルメジャーで口端を０ｃｍに合わせ口閉じ
尾開きの状態で尾部の先端までメジャーに乗せて真上から撮った魚全体と、
シマノ製のロッド・リール・ルアーの3つのうちいずれかと、当日朝シマノイベ
ントページ等で発表されるシークレットアイテムが一緒に入るよう撮影してく
ださい。
写真が不明瞭・明らかに不鮮明で全長の確認が困難な写真、上記三点が写っ
ていない写真は検量対象外となりますのでご注意ください。
複数枚写真撮影しておくことをお薦めいたします。
◆順位決定方法
釣り上げたバスの計測写真による1匹長寸により順位を決定します。複数の
釣果がある場合は本部への釣果報告は1匹のみとします。
同長寸の場合は本部への報告が早い方が上位となります。
上位3名の方が表彰対象となります。
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大会当日 緊急連絡先 080-1490-3245
●イベント開催の有無について
開催の有無に関しては、開催前日正午以降に開設されますシマノホームページのイベント情報サイトをご確認ください。
携帯サイトからもご覧になれます。
サイト内のご案内内容は
その時点での最新状況
次の最新状況案内時刻
開催の最終決定予定時刻、
となります。
但し、開催が最終決定された後でも当日の状況急変により中止となることがあります。その際、
ご案内が更新されない（「開催します」の表記のまま）状態であっても中止と
なる場合もございます。
あらかじめご了承ください。

＊シマノ 大会・イベント開催有無の案内（フリーダイヤル）
＊イベント情報（シマノホームページ）
＊イベント情報（携帯サイト）

0120-313-137
http://ﬁshing.shimano.co.jp/event̲info
http://www.shimano-jc.jp/

●キャンセル・不参加に関するお問合せ及び保護者承諾書送付先

●競技規定・上記以外に関するお問合せ

シマノ エントリーセンター
〒541- 0048 大阪市中央区瓦町2- 6- 6 ミラータワービル
TEL 0120 - 200 -160
電話受付時間：土日祝を除く平日の11:00〜17:00

シマノ フリーダイヤル
TEL 0120 - 861130
電話受付時間：土日祝を除く平日の 9:00〜12:00、13:00〜17:00

Bantam SPECIAL LIVE 2018
当日スケジュール
ショアバス
フィッシング大会

時刻

バンタム
スペシャルライブイベント

釣り大会

SHIMANO
キャスティング BASS
リール
グッズ
チャレンジ SESSION メンテナンス 販売
（試投会）

バスボートイベント

※当日 日の出時刻 5：54

7:30
7：30

8:00

受付開始

準備（15分）
奥田艇
B-1

伊豫部艇
C-1

9:00
9:30

Bantam
FISHING BATTLE
（釣り大会）

9:00出発
9:30帰着

山木艇
A-2

伊豫部艇
C-2

準備（15分）
9:45出発
10:15帰着

10:00

奥田艇
B-2

山木艇
A-3

奥田艇
B-3

伊豫部艇
C-3

山木艇
A- 4

11:00
11：15出発
11：45帰着

13:30
14:00
14:30
15:00

帰着確認
本部にて受付
検量/集計
11：30〜12：30

昼食休憩

記念撮影

表彰式

奥田艇
B-5

伊豫部艇
C-5

昼休み

12:00〜12:30

表彰準備

13:00〜13:30

ミラクルキャスティングステージ

メンテナンスサービス②

13:00

山木艇
A-5

試投会②

12:30

伊豫部艇
C- 4

準備（15分）

11:30
12:00

奥田艇
B- 4

グッズ販売

10:30出発
11:00帰着

キャスティングチャレンジ②

休憩（15分）

準備（15分）

10:30

試投会①

準備（15分）

メンテナンスサービス①

山木艇
A-1

キャスティングチャレンジ①

8：15出発
8：45帰着

8:30

村田 基

13:30〜14:00
受付終了
14：00

Bantam トークショー 抽選会 ＋ 交流会

クリーンナップ

閉会

受付終了
14：00

釣果写真の撮り方
事前に送付するBantamオリジナルメジャーで口端を０ｃｍ 〈例〉
に合わせ口閉じ尾開きの状態で尾部の先端までメジャーに
乗せて真上から撮った魚全体と、
シマノ製のロッド・リール・
ルアーの3つのうちいずれかと、当日朝シマノイベントペー
ジ等で発表されるシークレットアイテムが一緒に入るよう撮
影してください。
※写真の撮り方については、右図をご参照ください。
写真が不明瞭・明らかに不鮮明で全長の確認が困難な写真、
上記三点が写っていない写真は検量対象外となりますので
ご注意ください。
複数枚写真撮影しておくことをお薦めいたします。
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※当日朝シマノイベントページ等で発表される
シークレットアイテムが一緒に入るよう撮影してください。

シークレットアイテム告知方法
シマノホームページ内
イベント／バンタム スペシャルライブ2018
http://ﬁshing.shimano.co.jp/event/2018/
bantam̲special̲live/index.html

Twitter

@Shimano̲Fishing

instagram

Facebook

@shimanoﬁshing̲jp

@ﬁshing.shimano

