
チャレンジ名：

■パーソナルデータ

氏名：

※18歳未満の場合、保護者の方の署名をお書きください。

生年月日： （西暦） 年 月 日

国籍：

電話番号：

住所：

～下記記入丌要（認定員記入欄）～

挑戦日（年/月/日/時間）

記録（量、回数、時間等）

認定員名

認定員署名

ギネス世界記録 認定イベント参加申込書に署名することで下記に同意します。
■ いかなる記録もギネス・ワールド・レコーズ ロンドン本社の最終承認を得なければなりません。
■ ギネス世界記録 へのチャレンジに関わる過程で、撮影、録画、録音されることに同意します。

そしてそのすべての素材の権利をギネス・ワールド・レコーズ社に譲渡します。
■ 18歳未満の場合、記録は保護者からの署名がある場合のみ公式認定されます。
◇個人情報の取扱については、裏面をお読みください。申込書への署名をもって同意するものといたします。

PARK CHALLENGE／GWR Live ! in Tokyo Midtown
ギネス世界記録 認定イベント 参加申込書

（ふりがな： ）

Eメールアドレス：

※ふりがなを含むすべての項目にご記入をお願いいたします。

（ふりがな： ）

TM

TM

TM

※ご署名をもって、下記及び裏面の内容に同意するものといたしますので、よくお読みになってからご記入ください。

TITLE OF RECORD ATTEMPT:

RECORD CLAIMANT DETAILS

RECORD CLAIMANT NAME & SIGNATURE

※NAME AND SIGNATURE OF PARENT/GUARDIAN IF RECORD CLAIMANT UNDER 18

DATE OF BIRTH OF RECORD CLAIMANT YEAR MONTH DAY

NATIONALITY

※18歳未満の場合、保護者の電話番号をお書きください。
CONTACT TEL NUMBER OF RECORD CLAIMANT OR PARENT/GUARDIAN IF UNDER 18

※Eメールアドレスをお持ちでない方は、ご記入丌要です。
EMAIL (Not required if you do not have an e-mail address.)

ADDRESS

RECORD ATTEMPT DETAILS  -DO NOT FILL IN (FOR ADJUDICATOR ONLY）-

DATE OF ATTEMPT (YY/MM/DD/TIME)

RECORD (E.G. AMOUNT/TIME/SPEED/LENGTHS/ETC)

ADJUDICATED BY NAME

SIGNATURE OF ADJUDICATOR

※PLEASE READ CAREFULLY BEFORE FILLINGIN ALL ITEMS.

ADJUDICATION AND CONSENT FORM

By signing the Guinness World Records Certification Event Application Form, I agree to the following:
■All records will obtain final approval from Guinness World Records London Headquarters.
■I agree to being photographed, recorded and video taped in the process of participating in the

Guinness World Records Challenge.  I assign all  rights for those materials to Guinness World Records. 
■If participant is under 18, the record will be approved officially only if there is a parental signature.
◇For handling of personal information, please read the reverse page, which is also agreed to by signing the application form.



１．個人情報の利用目的
本イベントでご提供いただいた個人情報を、次の目的のために利用します
(1)記録保持者に対して認定証を送付するため
(2)ギネス・ワールド・レコーズ社が、記録保持者および挑戦者の情報をデータベースとして記録するため

２．個人情報の第三者への提供
申し込みに際してご記入頂いたお客様の個人情報はギネス・ワールド・レコーズ社の認定イベントに参加
したことをギネス・ワールド・レコーズ社が記録・管理する範囲内でのみ利用（業務委託先への開示を含
みます）するものとし、お客様の同意なしに、第三者への開示・提供することはありません。なお、お客
様の個人情報は厳重に保管し、処分しています。

３．取得項目の任意性について
(1)本イベントにて個人情報を取得する項目は、全て｢お客様の意思｣によってご提供いただくものです。

書面の個人情報の記載によって得られる、認定イベントへの挑戦権の内容をご確認いただいた上で、
記載ください。

(2)必要な項目をいただけない場合、認定イベントに挑戦することはできません。

４．個人情報の照会・訂正・利用停止・消去等について
個人情報の照会・訂正・利用停止・消去等のご要望があったときは、ご本人様であることを確認のうえ、
すみやかに対応します。

５．本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得
本イベントでは、本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得は行っておりません。

個人情報の取扱いについて

１．Purpose of Usage
Personal information given in this event will be used for the following purposes:
(1) Sending certificate to record holder.
(2) Guinness World Records Inc., creating a database of record holders' and challengers' information.

２． Distribution of Personal Information to Third Parties 
Your personal information will be used by Guinness World Records Inc., for recording and managing participation in Guinness World 
Records Inc. Certification Events, (including disclosure to subcontractors), and shall not be disclosed or distributed to third parties 
without your consent. Your personal information will be securely stored.

３． Concerning “Free Will”
(1)Items on this form regarding personal Information are to be filled in using your own “free will". Please fill in all requested 
information on the Certification Event Application Form.
(2)If you do not fill in all requested information, you may not participate in the certification event.

４．Reference, Correction, Suspension or Deletion of Personal Information
To request a reference, correction, suspension or deletion of personal information, we will respond immediately after confirming your 
identity.

５． Obtaining Personal Information 
Please provide proper identification in order to confirm your identity,

Handling of Personal Information


