
お客さまへ 申込書は以下へ送付ください。

郵送 〒９２０－０９６３ 石川県金沢市出羽町４－１金沢OCNサービスセンタ　　ビジネスサービス担当行
ＦＡＸ ０１２０－０４７－８２４

申込に関する問合せ
ＴＥＬ ０１２０－００３３００

申込書到着確認専用フリーダイヤル
ＴＥＬ ０１２０－０４７－８０８
※ガイダンス音声が流れた後、申込書にご記入いただいた事務担当者の電話番号を入力してください。
※到着確認が可能となるまで少々お時間をいただいております。通常、FAX送信後1時間程度で、ご確認が可能となります。

注）

ＨＰ用

I　P　通　信　網　サ　ー　ビ　ス
第 ８種 ホスティングサービス

「Bizメール＆ウェブ プレミアム」
＜オプションサービス変更・廃止申込書＞

（Web改ざん検知、自動翻訳、メール配信）

NTTコミュニケーションズ株式会社

申込書送付後、２－３日（※土・日・祝日は除く）経ってもＯＣＮセンタからのご連絡がない場合は、申込書がＯＣＮセンタに届いていない場合がありま
すので、送付したＯＣＮセンタへご確認をお願いいたします。
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●お申込みについて
・お申込内容に不備がないことを確認できてから、ご利用開始いただくまでに10営業日が必要となります。

・Bizメール＆ウェブ プレミアム（ホスティング）を解約される場合、本オプションサービスは自動的に廃止されます。

・本サービスは、「Bizメール＆ウェブ プレミアム」の1ドメイン名につき1契約を締結します。（※Bizメール＆ウェブ メール配信を除く）

※サブドメインのご利用がある場合においても、そのサブドメインの単位でのご契約が必要となります。（例：ocn.jpで１つのご契約、sub.ocn.jpで１つのご契約）

●料金について

*1 翻訳チェック1ページあたりの日本語原文の文字数上限は1,000文字です。1,000文字を超える場合は、1,000文字単位で1ページの扱いとなります。

（例：1ページの文字数が2,400文字の場合、3ページの扱いとなります）。

なお、新着情報など、頻繁に更新される箇所やPDFファイル内の文章は翻訳チェックの対象外となります。

・以下の申込の場合、料金は発生しません。
- 「Web改ざん検知」 解析開始URL変更

- 「自動翻訳」 翻訳対象ホームページURL変更

- 「メール配信」 FROMアドレス 削除・変更・追加

- 廃止申込

・本サービスは料金月の初日以外の日に、契約の解除があった場合は、月額で定める利用料金を日割りします。

・本サービスの変更・廃止に関するご案内は送付いたしません。本申込書にご記入いただく変更希望年月日以降にて、サービス内容の変更・廃止をご確認ください。

・本サービスはサービス内容の変更にあたってお客さま作業は発生しません。ただし、管理画面より設定変更可能な機能に関してはお客さま側でご実施いただきます。

・本サービスを解約した場合、本サービスご利用のためにお客さまホームページに追加したタグ等は速やかに削除願います。

・解析開始URL変更は、プラン、管理者情報、基本設定などはそのまま引き継ぎ、URLのみの変更をご希望する場合のみお申込み頂けます。それ以外の場合は、

「既存契約を廃止⇒新規契約へのお申し込み」をお願いします。

●免責事項

・当社は、「本サービス」の使用により生じた損害に対して、一切の責任を負いません。当該本サービスは、一切保証のない「現状のまま」および「利用できるまま」

提供されるものです。

・当社は、商品性、特定目的への適合性、知的財産権の非侵害を含めた、すべての明示的、黙示的および法令による保証責任を、無制限かつ法律の範囲内で、

明示的に負わないものとします。

・「本サービス」の安全性、信頼性、適時性および性能に関するすべての保証に責任を負いません。

・「本サービス」の使用によるコンピュータ・システムの破損やデータの消失については、お客さま本人のみが責任を負うことを理解し、同意します。

　Bizメール＆ウェブ オプションサービス申込みに関する注意事項（1/2）

変更工事費用（税込）

4,400円

4,400円Bizメール＆ウェブ 自動翻訳　プラン変更

Bizメール＆ウェブ オプションサービス（以下“本サービス”と記載）は、当社ＩＰ通信網サービス契約約款に基づきご提供させて頂いております。　本サー
ビスの申込みに際しては、必ず弊社ホームページへ掲載されている「IP通信網サービス契約約款」、各種利用規約、及び 「申込みに関する注意事項」
「個人情報取り扱い」を事前にお読みいただき、承諾された上でお申込みください。契約約款は弊社各支店、営業窓口及び弊社ホームページで公開して
いますが、詳細な内容につきましては弊社販売担当者等にご確認ください。

各サービスのご変更申込料金は、以下のとおりです。

サービス名

■Bizメール＆ウェブ Web改ざん検知「変更・廃止」に関する注意事項

本サービス申込書は、「Bizメール＆ウェブ Web改ざん検知」、「Bizメール＆ウェブ 自動翻訳」、「Bizメール＆ウェブ メール配信」の変更・廃止申込書となります。各サービス
についての詳細は、弊社ホームページで必ずご確認ください。（http://www.ntt.com/mw-vps/index.html）また、ご記入にあたっては、必ず以下の内容をご確認の上記入く
ださい。

Bizメール＆ウェブ Web改ざん検知　プラン変更

Bizメール＆ウェブ メール配信（登録アドレス数変更）

【自動翻訳】翻訳チェック*1 5,500円/言語・ページ

4,400円

必ずご確認下さい 

2/9



・本サービスは料金月の初日以外の日に、契約の解除があった場合は、月額で定める利用料金を日割りします。

・本サービスはプラン変更がある場合、お客さまにてWebページへの自動翻訳ボタン設置作業（HTMLタグ挿入）が必要となります。

詳細は利用開始のご案内に添付される利用マニュアルをご参照ください。なお、課金は変更希望日を基準に開始いたします。

・「翻訳チェック」は本「自動翻訳」サービスのご契約者のみ、お申込みいただけます。

・本サービスを解約した場合、本サービスご利用のためにお客さまホームページに追加したタグ等は速やかに削除願います。

・翻訳対象ホームページURL変更は、プラン、管理者情報、基本設定などはそのまま引き継ぎ、URLのみの変更をご希望する場合のみお申込み頂けます。

それ以外の場合は、「既存契約を廃止⇒新規契約へのお申し込み」をお願いします。

【本サービスの開通案内およびご利用について】

・本サービスの変更に関するご案内は、本申込書の「３．申込者情報」欄にご記入されたメールアドレス宛に送付させていただきます。

※廃止に関するご案内は送付いたしません。

　開通案内メールの件名は以下となりますので、受信後に内容のご確認をお願いいたします。

【「高機能版」の独自ドメイン表示対応について】

自動翻訳されたWebページのURLをお客さまの独自ドメインで表示させるためには、DNSサーバの正引きゾーンファイルに、変更するホスト名（ドメイン名）を

ＮＴＴコミュニケーションズのホスト名でマッピングさせる必要があります。

※弊社のホスティングサービス(Bizメール&ウェブ)のDNSサーバをご利用の場合、お客さま側でゾーンファイルの設定をする必要はありません。

（弊社の方でDNSサーバの正引きゾーンファイルにCNAMEレコード追加を行います。）

※上記以外のお客さま（お客さま設置のDNSサーバをご利用）は、正引きゾーンファイルへのCNAME追加について、自動翻訳の「利用マニュアル（翻訳リンク設置編）」

をご参考ください。

●免責事項

・当社は、お客さまが「本サービス」を利用して得た翻訳結果の正確性、確実性、有用性、「本サービス」における翻訳速度、弊社が指定した動作環境以外での

動作可能性も含め、「本サービス」に関していかなる保証も行わないものとします。

・当社は、お客さまが「本サービス」を利用することによって被った損害については一切責任を負わないものとします。

・本サービスは翻訳対象となるウェブページの仕様によって、翻訳機能が正常に動作しない場合があり、そのような場合においても当社は何ら責任を負わない

ものとします。自動翻訳ができないページは以下の通りです。

- HTML以外のファイル

- 画像およびFLASHにより表示する部分

- スクリプト言語などにより表示する部分

- 外部スタイルシートを用いたWebページ

- SSL等の暗号化により保護されたWebページ　など

・当社は、お客さまが「本サービス」を利用して実施するサービス、または行為に対して、第三者からのクレーム、または第三者が被った損害についても一切保証を

行わないものとします。

・本サービスは料金月の初日以外の日に、契約の解除があった場合は、月額で定める利用料金を日割りします。

・本サービスの変更・廃止に関するご案内は別途送付いたしません。本申込書にご記入いただく変更希望年月日以降にて、サービス内容の変更・廃止をご確認ください。

【Fromアドレスに指定するメールアドレスに関する注意事項】

配信したメールが迷惑メール扱いにならないよう、Fromアドレスで指定するメールのドメインを設定しているDNSサーバに特定のSPFレコードを記載する必要があります。

※Fromアドレスに指定するFromアドレスのドメインを、弊社のホスティングサービス(Bizメール＆ウェブ)にて構築している場合は、お客さま側でSPFファイルの設定を

する必要はありません。（ホスティング環境の一環としてSPFがDNSに設定済みのため）

※上記以外のお客さま（ドメインをBizメール＆ウェブ構築していない）はSPFレコード設定について、メール配信の「利用マニュアル」をご参考ください。

●免責事項
・本サービスを利用するコンテンツに関する全責任は契約者に帰属し、当社はいかなる責任も負わないものとします。

万一、第三者から当社に対して損害賠償その他のクレームがあった場合は、契約者が自己の責任において対応するものとします。

・蓄積データの消失、第三者による改ざん、その他、「本サービス」の利用に関して発生した、契約者または第三者の損害について、当社は一切の責任を負わない

ものとします。

■Bizメール＆ウェブ 自動翻訳「変更・廃止」関する注意事項

　Bizメール＆ウェブ オプションサービス申込みに関する注意事項（2/2）

■Bizメール＆ウェブ メール配信「変更・廃止」に関する注意事項

　開通案内メール件名：  「Bizメール＆ウェブ 自動翻訳オプション変更登録完了のお知らせ」

必ずご確認下さい 
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※太線枠内全項目を黒のボールペンで記入ください。該当する□項目に「レ点」にてチェックください。

1.

2.

3.

上記「申込みにおける確認事項」に同意の上、申請致します。
※ 必ずチェックを入れて下さい。
※ チェックがないとお申込いただけません。

１. お客さま番号（必須）

※Rから始まる番号でのお申込は出来かねます。お間違えの無いようご記入ください。

２．ご契約情報（必須）
Bizメール＆ウェブ プレミアム本契約の契約者情報をご記入ください。

〒

３．申込者情報（必須）

ＦＡＸ
申込者情報

＜オプションサービスのお申込み
に関する連絡先＞

部課名

※法人の場合、ご契約組織に属
する方を記入ください。

ＦＡＸ

お申込年月日
開通希望年月日（必須）

※土日祝日を除く日付をご記入ください。
※お申込年月日から10営業日以降の日付をご記入ください。

申込者（契約者）

フリガナ

ご住所

お客さま番号
変更する契約の
お客さま番号をご記入下さい。 Ｈ

※すでに登録されているお申込
者名、ご住所をご記入ください。
※必ずご捺印ください。

電話番号
（日中連絡先）

第8種ホスティングサービス　Bizメール＆ウェブ プレミアム　【オプションサービス廃止・変更申込書】（1/5）
（Web改ざん検知、自動翻訳、メール配信）

《申込みにおける確認事項》

NTTコミュニケーションズ株式会社の定める「IP通信網サービス契約約款」、各種利用規約、及び「重要事項に関する説明」の内容を承諾の上、下記
の通り申込みます。
申込書の「注意事項」の内容を承諾のうえ、下記の通り申込みます。

都道
府県

「申込書等に記入いただく個人情報の取扱いについて」の内容を承諾します。

担当者名

フリガナ

本オプションサービスに関する連絡先として使用します。

事務連絡担当者
＜お申込に関するご連絡先＞

E-mail

お名前

ビル
名等

E-mail

電話番号
（日中連絡先）

担当者名

印 

※重要なご連絡をさせて頂く場合があります。必ず、携帯以外の受信可能なメールアドレスを記入下さい。

※本ご契約に関する連絡先として、既存のメールアドレスをご記入ください。

4/9



４．申込オプション（必須）

【販売担当者記入欄】　※お客さま直接のお申込みの場合は、記入不要です。

法人 国・地方自治体 業務用

個人 外国公館等

Com第一法人 Com第二法人 Com第三法人 Com第四法人 Com第五法人

Com関西営業本部 Comチャネル営業本部 ComＮＢ本（ＶＡ東日本エリア） ComＮＢ本（ＶＡ西日本エリア）

ComＮＢ本（ＶＡ以外） Com一般 ＮＴＴ東日本 ＮＴＴ西日本

金沢ＯＣＮＳＣ 名古屋ＯＣＮＳＣ 幕張ＤＳＣ その他

□変更する
→変更する場合は、引き続き次頁以降の

「７．メール配信　申込み内容」欄をご記入ください。

　Bizメール＆ウェブ Web改ざん検知

□廃止する

　Bizメール＆ウェブ 自動翻訳

　Bizメール＆ウェブ メール配信

記事欄

ＴＥＬ ＦＡＸ ＦＡＸ

組織区分

お
客
さ
ま
対
応
部
門

所属

申
込
受
付
部
門

E-mail

所属

名前 名前

E-mail

販売チャネルコード
（販売代理店番号）

お客さま区分

ＴＥＬ

第8種ホスティングサービス　Bizメール＆ウェブ プレミアム　【オプションサービス廃止・変更申込書】（2/5）
（Web改ざん検知、自動翻訳、メール配信）

□廃止する

□廃止する

お申込みを行うオプションサービスの、「変更する」または「廃止する」欄にチェックをつけてください。

□変更する
→変更する場合は、引き続き次頁以降の
　「５．Web改ざん検知　申込み内容」欄をご記入ください。

□変更する
→変更する場合は、引き続き次頁以降の

「６．自動翻訳　申込み内容」欄をご記入ください。
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５．Web改ざん検知　申込み内容

第8種ホスティングサービス　Bizメール＆ウェブ プレミアム　【オプションサービス廃止・変更申込書】（3/5）
（Web改ざん検知、自動翻訳、メール配信）

□対象ページプランを変更する　※以下、ご希望のプランにレ点をつけてください。

Web改ざん検知の変更を行う場合は、以下の内容をご記入ください。

Bizメール＆ウェブ Web改ざん検知

【注意】「解析開始URL」の変更について
解析開始URL変更は、プラン、管理者情報、基本設定などはそのまま引き継ぎ、URLのみの変更をご希望する場合のみお申込み
頂けます。それ以外の場合は、「既存契約を廃止⇒新規契約へのお申し込み」をお願いします。

対象ページプラン
□10ページプランに変更する（月額550円/税込） 

□100ページプランに変更する（月額3,300円/税込） 

変更後URL

※変更後のURL（新たなWeb改ざん検知の対象となるURL）をご記入ください。　記入例）「http://www.ntt.com」「http://info.bizmw.jp」

変更前URL

※変更前のURL（現在設定されているWeb改ざん検知の対象URL）をご記入ください。　記入例）「http://www.ntt.com」「http://info.bizmw.jp」

□解析対象URLを変更する　※以下に変更するURLをご記入ください。

プラン変更

解析開始URL変更
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６．自動翻訳　申込み内容

Bizメール＆ウェブ 自動翻訳

チェック対象
URL

※翻訳チェックを行うURLをご記入ください。

言語

□ 英
□ 中（簡体）
□ 中（繁体）
□ 韓

ページ

□ 英
□ 中（簡体）
□ 中（繁体）
□ 韓

ページ

チェック対象
URL

※翻訳チェックを行うURLをご記入ください。

言語

□ 英
□ 中（簡体）
□ 中（繁体）
□ 韓

ページ

チェック対象
URL

□ 英
□ 中（簡体）
□ 中（繁体）
□ 韓

ページ

※翻訳チェックを行うURLをご記入ください。

言語

□ 英
□ 中（簡体）
□ 中（繁体）
□ 韓

ページ

※翻訳対象ページ上限なしで、英・中・韓の自動翻訳に対応しています。

チェック対象
URL

※翻訳チェックを行うURLをご記入ください。

言語

チェック対象
URL

※翻訳チェックを行うURLをご記入ください。

言語

□英語（月額3,300円/税込） 

□自動翻訳プランを変更する　※以下、ご希望のプランにレ点をつけてください。

第8種ホスティングサービス　Bizメール＆ウェブ プレミアム　【オプションサービス廃止・変更申込書】（4/5）
（Web改ざん検知、自動翻訳、メール配信）

【別途有料】翻訳チェック

□利用する □利用しない

翻訳チェックサービスには、1言語1ページ毎に5,400円（税込）の別途料金がかかります。

【注意事項】
※「チェック対象URL」には1WebページのURLをご記入ください。（ディレクトリ以下まで指定）
※1ページの日本語原文文字数上限は1,000文字です。超過する場合は、1,000文字単位で1ページとカウントしてください。

（例：チェック対象の1ページが2,500文字の場合⇒「3ページ」と記入）
※新着情報など、頻繁に更新される箇所やPDFファイル内の文章は翻訳チェックの対象外となります。
※チェック対象の言語ごとにページ数をご記入ください。
※記入欄が不足する場合、本ページをコピーしてご記入ください。

翻訳対象ホームページ
URL変更

自動翻訳の変更を行う場合は、以下の内容をご記入ください。

□高機能（月額17,600円/税込） 

※翻訳対象ページ上限は50ページまでとなります。

□英・中・韓（月額8,800円/税込） 

※変更前のURL（現在の翻訳対象ホームページURL）をご記入ください。　記入例）「http://www.ntt.com」「http://info.bizmw.jp」

変更後URL

変更前URL

※変更後のURL（新たな翻訳対象ホームページURL）をご記入ください。　記入例）「http://www.ntt.com」「http://info.bizmw.jp」
※httpsから始まるURLは翻訳対象外となります。

【注意】自動翻訳プランを変更する場合、お客さまにてWebページの更新作業が必要になります。
- 自動翻訳ボタンのタグ（HTMLタグ）の修正
- 翻訳ボタンの画面イメージ更新　等プラン変更

【注意】「解析開始URL」の変更について
翻訳対象ホームページURL変更は、プラン、管理者情報、基本設定などはそのまま引き継ぎ、URLのみの変更をご希望する場合の
みお申込み頂けます。それ以外の場合は、「既存契約を廃止⇒新規契約へのお申し込み」をお願いします。

□翻訳対象ホームページURLを変更する　※以下に変更するURLをご記入ください。

自動翻訳プラン

ご利用の場合のみ、 

チェック対象URL欄を

ご記入ください
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７．メール配信　申込み内容

Bizメール＆ウェブ メール配信

Fromアドレスの追加/変更/削除

登録アドレス（宛先）数

【注意】「変更後」の宛先数が「変更前」より少ない場合は、必ず、変更日までに不要な登録アドレスを削除して下さ
い。（既存データが削除される可能性があります。）

メール配信の変更を行う場合は、以下の内容をご記入ください。

変更アドレス数

アド
レス

第8種ホスティングサービス　Bizメール＆ウェブ プレミアム　【オプションサービス廃止・変更申込書】（5/5）
（Web改ざん検知、自動翻訳、メール配信）

□登録アドレス数を変更する

変更前と変更後の登録アドレス数をご記入ください。
（1,000～61,000の間で、1,000単位でご記入ください。）

アド
レス

Fromアドレス指定

変更前

変更後

※1,000アドレス毎に1,100円（税込）の月額料金
が発生します。 

【Fromアドレスの追加・変更・削除について】
該当の項目にレ点をつけ、以下入力欄にメールアドレス情報をご記入ください。

・Fromアドレスの「追加」の場合、「新規」のみご記入ください。
・Fromアドレスの「変更」の場合、「現在」、「新規」両方にご記入ください。
・Fromアドレスの「削除」の場合、「現在」のみご記入ください。

※ご指定いただいたアドレスは、メール配信時の差出人アドレスとなります。既にお持ちの有効なメールアドレスをご
記入ください。

□アドレス追加

□アドレス変更

□アドレス削除

現在

新規

新規

□アドレス追加

□アドレス変更

□アドレス削除

現在

新規

新規

□アドレス追加

□アドレス変更

□アドレス削除

現在

新規

Fromアドレス指定

Fromアドレス指定

Fromアドレス指定

Fromアドレス指定

□アドレス追加

□アドレス変更

□アドレス削除

現在

□アドレス追加

□アドレス変更

□アドレス削除

現在
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１．

２．

３．

４．

５．(1)

(2)

(3)

(4)

６．

（Webによるお問い合わせ）

（お手紙によるお問い合わせ）
〒100－8019　東京都千代田区内幸町1－1－6
ｴﾇ･ﾃｨ･ﾃｨｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ株式会社　お客さま個人情報問い合わせ窓口　宛て

・

・

・

７．

８．

「開示請求に関する必要書類」につきましては右記URL
（http://www.ntt.com/privacy/kaijiseikyuu.html#c）をご覧ください。

※なお、電話によるお問い合わせにつきましては、平成24年3月末をもって終了させていただきました。

当社は、認定個人情報保護団体である財団法人日本データ通信協会の対象事業者です。当社の個人情報の取扱いに関す
る苦情については、同協会内に設けられている電気通信個人情報保護推進センターへ解決の申出をすることもできま
す。

当社では、お客さまの個人情報の保護を図るために、また、法令その他の規範の変更に対応するために、プライバシー
ポリシーを改定する事がございます。改定があった場合はホームページにてお知らせいたします。

※特別な開示・通知手段を求められるなど、追加の費用が必要となる場合には、その費用を勘案した手数料を追加して
頂戴する場合があります。

＜個人情報保護に関するお問い合わせ先＞

URL：http://www.ntt.com/privacy/（プライバシーポリシー表示ページ）における「Web開示手続きに関す
るお問い合わせ」から問い合わせフォームに入っていただき、手続きをお願い致します。

※必要記載事項及び送付書類につきましては、上記URLにおける「開示請求に関する必要書類」を印刷したう
え記載いただくか、当社所定の必要事項を記載のうえ、必ず必要書類をあわせて上記窓口宛てお送り下さい。

「開示請求等の手続」につきましては右記URL（http://www.ntt.com/privacy/kaijiseikyuu.html#a）を
ご覧ください。

「個人情報の取扱いに関するお問い合わせ」につきましては右記URL
（http://www.ntt.com/privacy/kaijiseikyuu.html#b）をご覧ください。

当社は、上記利用目的を達成するために必要な範囲内でお客さまの個人情報を、業務委託先に提供することがあり
ます。

当社は、契約約款等に基づき電気通信サービスの料金等に係る債権をＮＴＴファイナンス株式会社に譲渡するにあ
たり、当該料金債権の請求及び回収に用いるため同社に対し必要なお客さまの個人情報を提供いたします。

前2項の場合において、当社は、個人情報保護法、電気通信事業法、その他の法令等の規定に従い、開示・提供先と
して、個人情報の保護が十分に図られていることを確認したうえ、個人情報保護の契約を締結する等必要かつ適切
な措置を実施いたします。

法令等に基づき裁判所・警察機関等の公的機関から開示の要請があった場合については、当該公的機関に提供する
ことがございます。

お客さまが、お客さまの個人情報の開示等をご希望される場合には、下記のお問い合わせ先までご連絡いただければ合
理的な範囲で速やかに対応いたします。なお、１契約につき1,100円（税込み）※の事務手数料を申し受けます。

その他の個人情報

・当社のサービスの改善又は新たなサービスの開発を行うこと

・お問い合わせ、ご相談にお答えすること

・電話、電子メール、郵送等各種媒体により、当社のサービスに関するご紹介・ご提
案・コンサルティング・アンケート調査および景品等の送付を行うこと

なお、上記利用目的の他、サービス・アンケート等により個別に利用目的等を定める場合があります。また、お客さま
との電気通信サービス等に係る契約が解除等された後においても、上記の利用目的の範囲内で個人情報を利用すること
がございます。

当社は、お客さまの個人情報を適正に取扱うため、社内規程および社内管理体制の整備、従業員の教育、並びに、個人
情報への不正アクセスや個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等防止に関する適切な措置を行い、また、その見直
しを継続して図ることにより、個人情報の保護に努めてまいります。

当社サービスの契約者情報

・ご本人確認、ご利用料金の請求、およびご利用料金・ご利用サービス提供条件の変
更、工事日、ご利用サービスの停止・中止・契約解除契約者情報の通知並びにその他
当社サービスの提供に係ること

・電話、電子メール、郵送等各種媒体により、当社のサービスに関するご紹介・ご提
案・コンサルティング・アンケート調査および景品等の送付を行うこと

・当社のサービスの改善又は新たなサービスの開発を行うこと

・お問い合わせ、ご相談にお答えすること

当社はお客さまの氏名・生年月日・住所・お申し込みのサービス内容等の個人情報の保護に関し、ＣＳＯを個人情報管
理責任者として以下の取組みを実施いたしております。

当社は、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、お客さまの大切な個人情報の保護に万全を尽くします。

当社は、口頭、書面、電磁的記録、録音、録画その他の方法をもってお客さまの個人情報を適正に取得します（お客さ
まから直接取得する以外に、当社がお客さま以外から間接的に取得する場合を含みます）。なお、お客さまとのお電話
での応対時において、ご注文・ご意見・ご要望内容等の正確な把握、今後のサービス向上のために、通話を録音させて
いただく場合がございます。

当社は、お客さまの個人情報については、下記の目的の範囲内で適正に取り扱いさせていただきます。
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