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会員登録申込用紙】
初回のみ、お手数ですが L̲卵 をご記入願います。

会員登録は (無 料)で す.

※ FAXで のお申込は06‑4803‑8300へ 送信 して下さしヽ
。
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月末締め 聖月20日 のお支払となります。
(※ 請求書は月初に発行致します。)
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※口座 号落しについて
お申込後、当社より必要書類を郵送致します。
初回、口座ヨ落のお手続きに時間がかかる為、
銀行振込でのお支払方法となる場合がございます。
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個 人情報 の取 扱 い につ いて
当社では 業第上取り扱う全ての個人情報 (以 下個人情報という)は 個人情報R西 注その他の法令並びに当社0人 情報保螢万針その他定められた社内規程に則り適正に管
理 します.当 社における個人情報の取扱いは 下記の通りとさせていただきますので 本書の内●を予めヨ司憑いただいF̲上 で こ提供いただきますようお願い申し上￨プ ま
す
1 個人情報の利用目的
当社は ご本人様から個人情報を取得する場合には 以下に掲 プる目的に利用します それ以外の目的ては利用 しません 個人情報の利月目的を変更する場合には ご案内
文書の送l● 電子メール ファックス等での送E または0々 の自社1歌 もサイ ト上て別途その旨を●菫絡します
(1)早 81電 報のお中し込み及びお届け お問い合わせ受付などのため(本 人確認8む
(2)早 割電線の新サービスなどに関する情報日 共(キ ャンペーン情報80 マーケティングコ査のため.
(3)料 金計算及び請求 回収業務のため
(4)ご 注文商品・
・●各種サービスのお届け 会員制サービスにおいて登録書であるかの確認のため
(5)当 社事業に関 t2 お 問い合わせいただいた内容に回答するため
(6)当 社3業 ￨こ 関してご請求いただいた各種資料を発送するため
(7)当 社のサービスのご案内 サポー ト情,,を 醸 供するため
2 個人情報の提供
法令に定める場合を除き 癒対 胃報を 事前に本人の同意を得ることなく 第二青に提供しません.
3 個人情11の 委
利用目的の達成 こ必要な範囲内において 国人情報の取扱いを他の事業者に委話します
他の手業者へ個閃青報を委 する場合は 個人情報保穫体制が整備されF̲曇 託先を選定するとともに 個人情報保置に関する契約を締結いたします
4 個人情報の安全管理
個人情報の漏洩等/● なされないよう 適切に安全管理対策を実施します
5 0月 を与えることの任意性について
当社への個対
"報 胃報のご提供￨ま 任意です なお 必要な情報を頂けない場合は それに対応 暖 当社のサービスをご提供できない場合がございますので予めご了承ください
6 開示等の受付 窓□
提供していただいF̲国 人情報については 利用目的の通知 ヨ正 追加又￨ま 削除 利日又は提供0め の求めに応します
お申し出は 以下の窓口にて受付けます をお この方法によらない求めには応しられない場合がありますのでご了承ください
株式会社しょうわ 個人情報お問い合わせ窓□ :06‑4803‑8841
個人情報保護管理者 夢業8'長
)

早割電報 ,こ利用規詢』
第 1条 (制 )
本規約lよ 株式会社しょうわ (以 下「 弊社」といいまつ と 弊社が運営する早割電報サービス (以 下「 本サービス」といいます)の 利用者 (以 下「会
員Jと いいます)と の間の、本サービス利用に諄わる一切の関係に適用します。
第 2条 (本 サービスの利用〉
本サービスは、所定の方法により会員登録 u本 「 早割電報サービス『 ご利用規約』」 (以 下「 本規約」という)を 連守することに同意 味 方に限り、
こ利用頂けます。
第 3条 (提 供するサービス内容)
本サービスは、弊社がインターネットを利用して、本規的に同意した万 (以 下「 会員」といいます)よ り中し込まれたメッセージ及び商品を提供する
サービスです.会 員は 弊社にメッセージ文書及び商品製作を委託 し指定先に配達する作業を姜任します。これら全ての業務に対して利用料金を支払う
ものとします.
第 4条 (信 ●)
弊社の特定信書便事業は 平成 19年 2月 22日 付けで総務省第413信 薔便約款設定認可を受けて運営 しております。
第5条 (メ ッセージの内容)
他人に
レヽ
ラスメン ト、ス トーカー行為等の犯罪行為、公序良俗紙
会員は、メッセージの内容において、恐喝、脅迫、詐無 誹謗 中傷、セクシャ′
迷惑がかかる行おをしないものとします。また弊社は メッセージの内容がこれらの行おに該当するおそれがあると判断した場合や内容が鴫らかに,に
婚触すると判断υこ場合は、発送の差止め及びその他●要な措置を議することつて きるものとします。
第 6条 く
利用料金と支払い)
1本 サービス利用に関わる料金については 早割電報ウエフ,イ ト (以 下「 本ウェプサイ ト」という)で 提示する通りとします。
2会 員は、本サービスの利用料金を、弊社指定の決済方法 銀 行振込又は自動ヨ落)の うち会員が指テする方法により弊社へ支払うものとします.
3振込手数料については、振込人のご負担となります.
第7条 (ご 契約成立及びキャンセル)
4会 員が舞社のホームベージて申込みがなされたときは、原貝Jと して申込みを受付け嗽 サービスの提供を承誌するものとします。
5弊社は、弊社が不適当と判断した場合、本サービスの利用の申込みを承詰υまいことがあります。この場合は会員にその冒を通知 しま魂
6● 込みの承諸により弊社が当該ご注文の商品の発送手続きを終了した時点 (配 達依頼先に姜話υ 点〉をもつて契約の成立といたします。
=時
7配達依頼先に大手回の場合においては、キャンセル1詞 能です。
8配 達依頼先に晏話後のキャンセルについては、キャンセル料が必要な場合もあります。
第 8条 (会 員登録)
スワー ド付与後においても弊社独自判断により合員厚止
会員には、会員登録時に会員 10(会 員番号/以 下「 ID」 といいます)を 付与しま魂 ID ′ヽ
及び肖J除 は出来るものとします。
第9条 (会 員 IDお よびバスワー ド)
1弊 社と会員とにおいて本サービスの利用時に弊社が全員であることを確認するために 又、セキユリテイの事情上 IDと バスワー トを発行 します。
2会 員は,■ ―ザー00ヽ スワー ドを自己の責任において管理 取り扱うものとします。
3会 員は、IDを 第二者に利用させたり、貸与、課渡 売員等はしてはならないものとします。
4会 員自らの 10お よ●/ヽ スワートの管理不+分 、側弔上の過誤 第二者の口咽等による損害の責 IEは 会員が負うものとレ 弊社は一切■tEを 員わない
ものとしま襲
6会 員は、,Dま たはパスワー ドが漏洩、公関または第二者に側電されていることが判明レヒ場合には、直らに弊社にその言連絡するとともに、弊社か
らの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第 10条 〈
本規約の変う)
本規約の変要のレ要がある場合には 当社はこれを変更できるものとします.こ の変更は,本 サービスのホームベージにおいて行いま或
第 11条 〈
解約および資■の要失)
1会 員は弊江所定方法による届出により震約できるものとしま或
2会員が次の事項に該当する場合 弊社は資格を喪失させることができるものとしま二
(1)会 員が登録時に虚偽の中告をしたことが判明レ 合
=場
(2)会 員が本規的に違反した場合
(3)会 員の所在が奏社に不明となつた場合
(4)会員が弊社に対 し支払いを滞つた場合もしくま支払い不可能と弊社が判断した場合
(5)弊社が会員として適当てないと判断した場合
第 12条 〈
運延罰貝ゆ
会員が弊社に対する支払を指定日以降3ヶ 月を過ぎても置行されない場合は指定曰の豊月分より年利14%の 金利を別途誌求させてコきます.
第 13条 く
禁止事項)
会員は、本サービスの利用にあたって、以下のF為 を行つてはならないものとしま二
の含員、第二者または弊社の書作機、財産権、プライ′ヽ
シーもしくはその世の権利を侵害する行為 又は侵書する恐れのある行為
2他
̀他 の合員、第二者または弊社に不利益もしくは損害を与える行為、又は与える懇れのある行為
a公 序良俗に違反味 又は公序良俗に反する情報を他の会員または第二者に提携する行お
4犯 罪的行お、彗しくは犯罪的行為に結 く行為、又はその恐れのある行お
ービスに関連して、営利を目的とするF為 、又はそのヨ おを目的と眈 行為
0弊 社の承諸なく、本サービスを通じて、苦しくは本サ
̀ヽ
6 10ま たはパスワー ドを不正に回尋する●為
7コ ンピュータウィルス等の有害なプログラムを、本サービスに関連して、使用レ もしくは掟よする行お
8法 令に違反する または違反するおそれのある行為
0そ の他、弊社が不適切と判断する行為
第 14条 (著 作権)
1第 社のカー ド(台紙)、 各種封筒及びホームベージの画面上に掲載する情報、デザイン等に関する書■権 商標権その他の知的財産権および肖像権は
すべて弊社に帰属するものと嗽 無断で使用することを禁上 します。
2会 員は、権利者の許諮を骨ないて、いかなる方法においても、本サービスを通して弊社により提供される情報またはフアイルについて、著●催法で定
める会員個人の私的利用の範囲を超えて、使用するこはできないものとします.
3前項の規定にかかわら,権 利者と問題が発生した場a会 員 ま、自己の費用と責任においてかかる問題を解決するとともに、第社に0等 の迷惑また
は損害を与えないものとしま或
第 15条 (サ ービスの中断又は中止)
1弊 社は 次の0れ かに該当する場合、自らの判断により本サービスの運用の全部、または―部を中断または中止することができるものとします。
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(3)弊社が設置又は管理する設備の異状、改暉、陣書その他本サービスを全員に提供できない事●゛ヽ υヒ場合
(41第 一種及び第二種電気通信事業者の役あが提供されないとき

(5)AFlが 委託する物流業者業務が厚上 した場合
(6)弊社姜話物流業者の判断で配違出Xrdぃ 地露 期間 天災 思因民 交通事情などにより企日撻 及び運延配達が生 υヒ場合.
(7)そ の他、弊社がや0を えないと判断 した場合

2弊社は、本サービスの提供の中断もしくは中止に伴つて発生 ンたいかなる損害についても、一切の責任を免踪されるものとします。

第 16条 (準 拠法)
本規約の成立 勉力、履行および解釈に関しては、日本法が迎目されるものとします。
第 17果 (管 轄譲判所)
1本 サービスに関連して 会員と弊社との間で紛争が生した場合には 当事者間において誠意をもって協議するものとします.
2協 議をしても解決しない場合、大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所を専目的合意裁判所とすることに合意 します。
付見J 本規約は 2009年 1月 25日 午前 0時 より実施するものとしま,又 、本規約への追加 編集は会員への予め告知をせすに行う場合があります。

