
Terms and Consents 

同 意 書 

主催：Times Higher Education 社 

藤田医科大学              

 

このたびは、THE Asia Universities Summit 2021 へのご参加を登録いただきありがとうございます。 

本イベント参加にあたり、以下についてご理解・ご協力をいただければ幸いです。 

 

1. Your Attendance イベントご参加にあたり 

1) You acknowledge that official photographers and film crews will be taking photographs and recording at the Event. You 

agree to permit the Organiser, or any third party licensed by the Organiser, to use and distribute such photography and 

footage, which may feature images of You for archival, editorial and promotional purposes in any and all media, without 

liability, compensation or credit. Please inform the photographer if You do not wish to be included in any individual or 

group photographs. 

2) You are permitted to make reasonable video or audio recordings and to take photographs at the Event, in each case for 

your own personal use. You must not make video or audio recordings of the whole (or substantially the whole) of the 

Event or of any session within the Event, or use any recordings or photographs for commercial purposes, unless expressly 

permitted by the Organiser. 

3) The Organiser reserves the right, without any liability, to refuse You admission or eject You from the Event for failure 

to comply with these Terms; or if in the Organisers opinion You represent a security risk, nuisance or annoyance to the 

running of the Event. 

 

1) 本イベントにおけるオフィシャルカメラマンや撮影クルーが写真撮影や録画を行い、また、主催者または主催者が許可した第三者

が、アーカイブ、編集、およびプロモーションの目的で参加者の画像を含む写真や映像をメディアで利用・公開されることに同意

する。なお、その際の金銭的対価や責務等の責任は主催者側に発生しない。個人またはグループの写真に写ることを希望しない場

合は、カメラマンにその旨を伝えること。 

2) 参加者は、自身の個人的な使用を目的とした場合に限り、本イベントのビデオまたはオーディオの録画および写真撮影を行うこと

ができる。主催者が明示的に許可した場合を除き、本イベント全体、または本イベント内のセッション自体をビデオまたはオーデ

ィオで録画すること及び、録画情報や写真を商業目的で使用することを禁じる。 

3) 主催者は、参加者が本同意書に従わなかった場合及び、イベントの運営にセキュリティ上のリスクや迷惑などを与えると主催者が

判断した場合に、一切の責任を負うことなく参加者の入場を拒否する権利及びイベントから退出させる権利を有する。 

 

 

2. Your Details 個人情報の取り扱いについて 

1) By submitting registration details, You agree to allow the Organiser to contact You as required for the organisation and 

administration of the Event. 

2) The Organiser may share the information provided by You, with our employees, and sub-contractors in connection with 

the administration of the Event and to ensure your notified requirements (if any) are met. 

3) By registering, you confirm that you agree with storing and processing of your data by THE as described in our Privacy 

Statement. 

 

1) 参加登録後、主催者は本イベントの企画・運営に必要な連絡を参加者に行うことがある。 

2) 主催者は、本イベントの運営にあたり、参加者から提供された情報を、主催者および委託企業等の第三者機関と共有することがあ

る。 

3) Times Higher Education 社のプライバシー条項にもとづき、参加者情報を保存する。 

 

上記についてご質問及びご不明点等がございましたら、藤田医科大学事務局までお問い合せください。 

 

藤田医科大学 大学事務局 

TEL  : 0562-93-2884 

Email: the2021asia@fujita-hu.ac.jp 


