資料 3

いつでもカキコミできる
サイト、つくりました。

ハートにグッと北播磨

http://www.kita-harima.jp

「兵庫・北播磨観光ポータルサイト」

きた

会員登録募集中！
詳しくは裏面をご覧ください。

グルメと観光、一緒にナマ情報をＰＲ！
リアルタイムで書き込み可能
インターネットにつながっていれば、事務所や
自宅のパソコンから、書き換え可能。
グルメと観光の情報を一緒にＰＲ
グルメ店舗と観光スポットが一緒にカキコミ。
だからお客様の観光プランに組み入れてもら
えるかも。
毎日の思いも伝わります
日記風に書き込めるブログ付き。写真も添付で
きるので、今日の雰囲気が伝わります。
既存ホームページが無駄になりません
既存ホームページに簡単にリンクできる機能
付き。今まで蓄積した情報が無駄になりませ
ん。
施設の場所説明もバッチリ
みんなが使ってる「グーグル」マップを使い、
経度・緯度までばっちり明示できます。

掲載料無料ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ！！

平成 21 年度（平成 22 年 3 月 31 日）
まで、掲載料無料！

［参考］大手グルメサイト掲載料
Ａ社：2～10 万円／月
Ｂ社：初期費用 3 万円、1 万円／月

【主催】北播磨広域観光協議会

［構成団体］北播磨地域（西脇市、三木市、小野市、加西市、加東市、多可町）の商工会・商工会議所、市町、観光協会
［事 務 局］兵庫県北播磨県民局県民室商工労政課内 〒673-1431 加東市社 1075-2 TEL (0795)42-9415

「ハートにぐっと北播磨」
（兵庫・北播磨観光ポータルサイト）
会員登録申込みのご案内
各観光・飲食関連団体 代表者 様

平成 21 年吉日

このたび北播磨広域観光協議会では、飲食店・観光関係者の方々が簡単に書き込むこ
とができるサイト「ハートにぐっと北播磨」
（兵庫・北播磨観光ポータルサイト）を開設
いたしました。
この機会にぜひ「ハートにぐっと北播磨」をご活用いただくようよろしくお願いしま
す。
［対象］
［申込方法］
観光関連団体、飲食店、飲食物製造・
会員規約に同意の上、下記必要書類等を
販売に関連する団体で、次のいずれかの
お申込窓口にご提出ください。
条件を満たすもの
後日、お申込窓口を通じ、マニュアル・
(1) 北播磨地域の商工会及び商工会議所の
ＩＤ・パスワードを送付いたします。
会員
(2) 行政（国、県、市町）が運営、出資、指導
する団体で、北播磨地域の観光・ツーリズ
ム振興から会員登録が適当と認められる
もの

［掲載料金］
無料（平成 22 年 3 月 31 日まで）
※平成 22 年 4 月以降の対応については、別途
ご連絡さしあげます。

［お申込窓口］
① 商工会・商工会議所会員様
→
商工会・商工会議所へ
② 市・町関連施設様
→
市・町観光担当課へ
申込受付担当者様へのお願い
サイトに基本情報を記載するとともに画像（小）を掲示し、新
規ページを作成してください。パスワード発行に必要です。

●会員登録申込書
●下記内容を保存したＣＤ−Ｒ
（1）画像電子データ（JPEG）2 枚
※施設外観、メニュー、イベント風景など
※メイン画像（大）と画像（小）の区別が分か
るよう、ファイル名に番号（大=1、小=2）を付
けてください。

（2）基本情報掲載内容
紹介文、アクセス（①車利用②公共交通機関
利用）、営業時間、定休日、料金（入場料な
ど）、
駐車場台数（①普通車、②中・小型バス、③
大型バス）、
バリアフリー施設の有無（①障害者用駐車場、
②障害者用トイレ、③エレベーター、④キッズ
スペース）

※ご提出いただいたＣＤ−Ｒは返却いたしません
のでご了承ください。

「ハートにぐっと北播磨」会員登録申込書
平成

年

月

日

私は、
「ハートにぐっと北播磨」会員規約及び個人情報保護方針を承認のうえ、
「ハート
にぐっと北播磨」に登録の申し込みをします。なお審査の結果、承認されなくても異議は
となえません。
団体名
代表者氏名
（店舗名）
〒
住所
TEL

FAX

e-mail
※提供された個人情報は、当該登録業務を適正かつ円滑に遂行するために利用するほか、情報提供その他サ
ービスの実施に利用し、それ以外の目的では利用しません。

「ハートにぐっと北播磨」（兵庫・北播磨観光ポータルサイト）
会員登録申込みのご案内
各観光・飲食関連団体

代表者

様

平成 20 年吉日

このたび北播磨広域観光協議会では、飲食店・観光関係者の方々が簡単に書き込むことが
できるサイト「ハートにぐっと北播磨」（兵庫・北播磨観光ポータルサイト）を開設いたし
ました。
皆様の声を結集し、日々成長するサイトを目指しています。
この機会にぜひ「ハートにぐっと北播磨」をご活用いただくようよろしくお願いします。
対象
観光関連団体、飲食店、飲食物製造・販売に関連する団体で、次のいずれかの条件を満た
すもの
① 北播磨地域の商工会及び商工会議所の会員
② 行政（国、県、市町）が運営、出資、指導する団体で、北播磨地域の観光・ツーリズム
振興から会員登録が適当と認められるもの
掲載料金

無料（平成 22 年 3 月 31 日まで）
※平成 22 年 4 月以降の対応については、別途ご連絡さしあげます。

申込方法
① 添付の「ハートにぐっと北播磨」会員規約、個人情報保護方針をご確認の上、下記の会員
登録申込書をお申込窓口にご提出ください。（ＦＡＸ、郵送、持参）
② 申込書とともに、紹介ページで使用する画像電子データ（JPEG）を 2 枚（施設外観、メ
ニュー、イベント風景など、ＣＤ−Ｒなどの記録媒体に保存）ご提出ください。
メイン画像（大）と画像（小）の区別が分かるよう、ファイル名に番号（大=1、小=2）を
付けてください。
※

ご提出いただいたＣＤ−Ｒは返却いたしませんのでご了承ください。

お申込窓口
① 商工会・商工会議所会員様
② 市・町関連施設様

→
→

商工会・商工会議所へ
市・町観光担当課へ

お申込み後の対応
後日、お申込窓口を通じ、マニュアル・ＩＤ・パスワードを送付いたします。
「ハートにぐっと北播磨」会員登録申込書
平成

年

月

日

私は、
「ハートにぐっと北播磨」会員規約及び個人情報保護方針を承認のうえ、
「ハートにぐっ
と北播磨」に登録の申し込みをします。なお審査の結果、承認されなくても異議はとなえません。
団体名
代表者氏名
（店舗名）
〒
住所
TEL

FAX

e-mail
※

提供された個人情報は、当該登録業務を適正かつ円滑に遂行するために利用するほか、情報提供その他サービ
スの実施に利用し、それ以外の目的では利用しません。

兵庫・北播磨観光ポータルサイト会員規約
（規約の適用）
第 1 条 本規約は、北播磨広域観光協議会（以下「当協議会」という。）が管理・運
営するインターネット上の観光情報提供総合サイト「兵庫・北播磨観光ポータルサ
イト」
（以下「本サイト」という。）により情報を発信する利用者に対して適用され
る。
（会員及び会員の登録について）
第 2 条 本サイトでの情報発信を利用するには、以下の条件をすべて満たし、兵庫・
北播磨観光ポータルサイト会員(以下「会員」という)になることが必要である。
(1) 北播磨広域観光協議会が別に定める手続きに従って会員登録を行うこと
(2) 兵庫・北播磨観光ポータルサイト会員規約（以下「本規約」という）に同意す
ること
(3) 会員自身に関する情報（以下「登録情報」という）を登録すること
２ 会員となる者の業種等については、別に協議会が定める。
（会員の登録について）
第３条 会員登録に際して、利用者は、以下の条件を守らなければならない。
(1) 会員自身に関する真実かつ正確な情報を入力すること
(2) ⑴の入力事項に変更が生じた場合、すみやかに当協議会に連絡すること
２ 会員が前項の規定に違反して被った損害について、当協議会は一切責任を負担し
ない。
３ 会員が第２項の規定に違反した場合、または、真実かつ正確なデータが提供され
ていないと当協議会が判断した場合、当協議会は、当該会員の登録を抹消し、将来
にわたって、当該会員による本サイトの利用を禁止することができるものとする。
（ＩＤ及びパスワードの発行について）
第４条 当協議会は、会員に、会員向けサービスの利用に必要なＩＤ及びパスワード
を発行する。
２ ＩＤ並びにパスワードを利用して行われた行為の責任は、ＩＤ並びにパスワード
を保有している会員の責任とみなす。
３ 当協議会が発行したＩＤ並びにパスワードは、会員のみが利用可能なものとし、
第三者への譲渡、貸与を禁止する。
（会員の利用料金について）
第５条
会員の本サイトに係る利用料金は、当協議会が別に定める。
（ホット情報投稿ルール）
第６条 当協議会は、情報の充実化を目的として、本サイト上にて会員に関する「ホ
ット情報」を運営する。
２ 会員のうち「ホット情報」に投稿ができるのは、会員に限るものとする。

３

当協議会は、「ホット情報」において投稿された会員からのコメント、写真、情
報等（以下総称して「コメント」という。）について、会員の許諾なく自由に、以
下の処理を無償でできるものとする。
(1) 内容について審査すること
(2) 本サイトに掲載すること、または掲載しないこと
(3) 修正して、本サイトに掲載すること
(4) 本サイトに掲載したコメントを、掲載後に修正、削除すること
４ コメントの著作権（著作権法第 27 条、第 28 条の権利を含む。）は当協議会に帰
属する。また、会員は、当協議会によるコメントの改変や公表の有無等について、
著作者人格権を行使せず、異議を申し立てないことを承諾するものとする。
５ 会員は、コメントの内容に責任を負い、以下に掲げる事項を含むコメントを投稿
してはならないものとする。
(1) 事実と反する内容・虚偽の内容を含むもの
(2) 著作権、商標権、肖像権、名誉等、第三者の権利を侵害するまたはそのおそ
れのある内容を含むもの
(3) 他人の名称・メールアドレス・住所・電話番号等個人を特定しうる情報を含
むもの
(4) 公職選挙運動、特定の思想・宗教への勧誘、またはそれらに類する内容を含
むもの
(5) 性的、猥褻な内容を含むもの
(6) 児童や青少年に対し著しく粗暴性、残虐性または犯罪を誘発助長し、その健
全な育成を阻害する内容を含むもの
(7) 法令、公序良俗に反するまたはそのおそれのある内容を含むもの
(8) 差別的表現を含むもの
(9) 本サイトにおけるテーマや目的と関係のないもの
(10) 本サイトにおけるテーマや目的に反するまたはそのおそれのある内容を含む
もの
(11) 本サイトのサービス・機能に関するお問合せやクレームに関すること
(12) その他、本サイトに不適切な内容、表現であると当協議会が判断したもの

（本サイトの一時的な停止）
第７条 当協議会は、次の各号に該当する場合、会員への事前の通知や承諾なしに、
本サイトの一時的な運用の停止を行うことがある。
(1) 本サイトの保守または仕様の変更を行う場合
(2) 天災、事変その他非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、本サイト
の運営が困難または不可能となった場合
(3) 当協議会が、本サイトの運営上及びその他の理由で本サイトの一時的な運用停
止が必要と判断した場合
（当協議会の免責事項）
第８条 当協議会は、会員に関する本サイトの利用または利用不能により生じる一切
の損害（精神的苦痛、またはその他の金銭的損失を含む一切の不利益）につき、責

任を負わない。
（本サイトに係る当協議会の判断について）
第９条 当協議会は、本サイトについて、いつでも当協議会の判断のみにより、その
内容の修正、削除、追加、サービスの改廃等を行うことができるものとし、本サイ
トの存続または同一性が維持されることを一切保証しない。
（諸注意等について）
第 10 条 当協議会が本サイト上に掲載する諸注意等（以下｢諸注意等｣という。）が存
在する場合、諸注意等は本規約の一部を構成するものとする。
２ 会員が、本サイトを利用したことをもって諸注意等に同意したものとみなす。

付則
この規則は、平成 19 年 11 月 1 日から施行する。

個人情報保護方針

北播磨広域観光協議会では、個人情報の保護に関する法律等の関係法令を遵守し、
適正な取り扱いかつ安全な管理を実施するため、個人情報保護方針を定め、これを実
行し、維持することに努めていきます。
1.個人情報の取得
個人情報を取得する際には、利用目的を明確にし、適正かつ公正な手段によって個
人情報を取得いたします。
2.個人情報の利用目的
利用者の個人情報の利用について、予め利用者に明示し、目的以外に利用すること
はありません。ただし、次のいずれかの場合には、利用目的以外に利用または提供す
ることがあります。
（1）法令により必要と判断される場合
（2）事前に本人の同意がある場合
（3）情報の利用目的のため業務を委託する場合
（4）公共あるいは本人利益のために必要と考えられる場合
3.個人情報の第三者提供及び二次利用
法令に定める場合を除き、個人情報を事前に本人の同意を得ることなく、第三者に
提供もしくは二次利用しません。
4.個人情報の管理
当協会が取得した個人情報については、漏洩、紛失、破壊、改ざんの防止、その他
個人情報の必要かつ適正な安全管理措置を講じます。
5.保有期限
保有の必要がなくなった個人情報は、速やかに廃棄または消去します。
6.適用範囲
この「個人情報保護方針」は、「兵庫・北播磨観光ポータルサイト」において適用
されます。

