
太枠内は必ずご記入ください。アスクルカタログ・登録お申込書(無料)

カタ回グのお属けには会社名 (事業所名等 )。 お電話番号など、簡単なご登録が必要です。

FAX
送信方向

H

◆インターネットでのご注文 ご利用登録を希望され
ない場合 Iよ 、右記三欄に′印をご記入ください。
※目欄に′印を記入されない場合はインターネットでの
ご注文 ご利用を希望されたものとみなし登録完了後、
アスクルWebサイト(www askuttco,p)1こ ログイン
するための仮ノヽスワードを登録FAX番号宛に送付させ
ていただきます。

ウラ面の「アスクルサービス個人情報の取扱いについて」
を必ずお読みいただき、同意していただけましたら右記
□欄にチェックと同意いただいた日付をご記入ください。
※□欄にチェックと同意いただいた日付をご記入されない
場合、登録完了になりませんのでご注意ください。

希望しません

3L卜 o
同意します

努(フ リガナを必ずど記入ください。,(粋外の文字は読み取れません .枠 内に手書き、椿書て正 しくご記入ください

申し込む
このお申込書でカタログを
涌求。同時に量毎嘉∴

アスクルかんたんオーダーのしくみ

> > >

STEP2

カ タ ロ グ 届 く

カタログカf層いたら
欲しい商品を選ぶ

注文する
FAXか

インターネットでご注文

商品お届け
オフィスに

商品が到著

年   月  日
ご同意日

| | O 7
※左譜めてハイフン(― )もひとマスに入れ一般回線番号をご記入ください。

A
■■■■■■
FAX番 将号 ※左誇めてハイフン(―)もひとマスに入れ市外局番よりご記入ください。業必ずFAX番号もご記入ください。

■■■■■ ■■
フリガナ

|
貴社名
(30文字まで)

フリガナ

責任者名
(10文字まで)

F日

フリガナ

|
部署名
(20文字まで)

フリガナ

ご担当者名
(10文字まで)

F厨

■ご担当者榛宛にカタログをお属けしますので、必ずと記入ください,

ご住所
都道
府県

市区
郡

フリガナ

郵便番号

■ご請求締切日
右記のどちらかをお還びいただき、/印をご記入ください。

(ご記入がない場合は10日捕めとなります。)

■お支払方法
右記のどちらかをお選びいただき、ン印をご記入ください。
(ご記入がない場合は国座振込みとなります。)

※便利でお得な口座自動振替 (手数料無溜)によるお支払いを
こ希望の場合は、後日申込書をお送りしますので、右記□欄に
ν印をご記入ください。10日締めは当月27日 引落し、月末締め
1よ翌月27日の引落しとなります。

[お問い合わせ先 ]

10日締め
当月25日
お支払い

口座振込み

月末締め
翌月15日

お支払い

ゆうちよ銀行・

鞭 局′/コンピニ

エンスストア
払込取扱票

■業種
下記よりお選びいただき、該当する

葉種の数字を1つご記入ください。

(右詰めてご記入くたさい。)

1 医療機目/医療闘避      8.IT/ヨンピューター/印 cお関係  15 Bk行 /ホテル/レジヤー関係
2.選崎/倉庫 /傷粛/交通関係  9広告/出版ノロ用/DTP閃係   16.メンテケンス′/を働関係
3.金融/保険日係       10放 送/過信′

´
情報サービス関係  17アパレル/ファッション田係

4.不動産イ建設′識信闘係   11滋遺/外食
′
サーtrス調係    18風 林水産業隠係

5製造 /メーカー関係     12会 計/法律闘係         19行 碍 公共関係
6.両社′/即関係        13企 画/コンサルティンク関係    9999その他
7.小売素関係         14大 材/教育 /インストラクター露係

■医療関連施設確認
医療関連施設の場合のみ

下記から番号をご記入ください。

それ以外は空橿でお願いします

0■ 医療  02i薬局(高度) 03:薬局  04:訪厨看護  05:介霊

■カタログ送付ご希望
アスクルカタログと衛生・介議用品カタログを
セットで送付希望
′印がない場合はアスクルカタログのみをお送りします。

希望します
※手続完了までのお支払いIよ

日座振込み、もしくはゆうちよ銀行 郵便局
/ヨンピユエンスストアでのお支払いと
なります。

株式会社ユナイテッドシステム
〒901‐2133沖縄県浦添市城間牛25-12

コーポハイビスカス102

TEL.098‐877-2135 FAX.098-878‐ 6642

0 3 1 0 0 3 0 0 1

今すぐFAXを !

◆アスクル担当販売店からのお知らせ◆

振込先口座
沖縄銀行  □

琉球銀行  日

海邦銀行  日

必要事項をご激 の上こ今すぐFAXを!カタロ グ (無料 )をお届けします。



アスクルサー ビスについて

●アスクルのサービスエリアは、北海道、本州、四国およ
び九州です。沖縄本島を除く、離島るよび一部の山間部
はサービスエリア外とな

',ま
す。●カタログのご送付およ

びアスクルのご不u用 に際しては、あらかじめアスクルヘの
ご利用登録が必要です。アスクルサービスのご利用には

FAXが必要です。FAXがない場合、アスクルWebサイト

(www.askul.cojp)力 ちのみご利用登録が可能とな
',ま

す。●掲載商品・サービスのお取引には、ど注文時点で

効力のある「アスクルご利用規約」または、「アスクル

Webサイトご利用規約」が適用されます。アスクルWebサ
イトでのお取引には「アスクルWebサ イトご利用規約」に

ご同意の上、パスワード登録が必要です。

ご登録等に際してご記入いただきましたお客様情報および個人情報は、アスクル株式会社 (以下「当社」といいます)のプライバシーボリシー(www.askul.co.Ip)に 基
づき、適切に管理してお

',ま
す。また当社での個人情報のお取扱いについては当社の個人情報保護管理者(CSO)が 、担当販売店での個人情報のお取扱いについて

は、担当販売店の業務責任者が責任をもって保護につとめます。
1.お害様情報および個人情報の利用目的

(1)当社では、お客様情報およびお客様の個人情報を以下の目的で利用いたします。
0お客様への商品、ポイントサービス等の賞品等のお届け、有債サービスの提供、無償サービスのご利用等、アスクルサービスのご提供のため0アスクルサービスご利
用代金のご請求のため0ご注文いただいた商品の配送、関連するアフターサービス、商品のリコール(自 主回収)等に関するご確認やご連絡のため0郵送、ファクシミ
リまたはE‐mailに よるアスクルサービスおよびアスクルグループ企業がご提供するサービス等 (以下、「関連サービス」といいます)|こ 関するお知らせのため0郵送、ファク
シミリまたはE‐mailによるキャンペーン等のご案内や、提携先の特別なサービス・新商品。新サービス等をご紹介する広告宣伝のため。ただし、これらはお客様の同意に
基づいてど案内・ご紹介するものですので、お客様からのご要望でいつでも中止することができます。0アスクルサービスのマーケティング、カスタマイズ、販売促進、アン
ケート調査、サンプル品、景品のお届けるよびサービスの改善のため0アスクルサービスご提供に関するお客様からのご要望、お問い合わせ・苦情等に対するご回答等
を行うため。なお、ご回答は原則としてお客様本人にのみ行いますが、法人のお客様の場合、同一法人内の社員様等にご回答することがございます。0医薬品、医薬部
外品、化粧品または医療機器のメーカーが法令により課せられた義務を迅速に履行し、またはその履行に備えるために必要な情報をメーカー(サブライヤを経由して提
供する場合は当該サブライヤも含む)に提供する場合がございます。また、これらの商品の付属品等についても、同様の情報をメーカーに提供する場合がございます。
(2)当社は、当社がる客様等から直接取得した個人情報およびそれ以外の方法で取得した個人情報を上記の利用目的の範囲内でのみ利用し、目的外利用を行わな
いための措置を講じます。
2.お客様情報の共同利用
お客様で、当該お客様を担当してお:)ますアスクル取扱い担当販売店 (以下、「担当販売店」といいます)がある場合は、お客様情報 (法人等のお客様の個人情報を含
みます)は全て、上記「1.お 客様情報および個人情報の利用目的」第1項に記載した目的のため、担当販売店と共同利用されます。共同利用する個人情報の管理責
任者はアスクル株式会社とし、法令上許容される範囲でのみ個人情報の共同利用を行います。なお、個人情報を含まないる客様情報についても、原則として担当販売
店にのみ提供することとしており、当社が特に必要と認めた場合を除いて、他の担当販売店に提供されることはあ

',ま
せん。また、当社が特に必要と認めた場合を除き、

担当販売店が担当しているお客様情報を第二者に提供することは禁止されております。
3.業務妻託先との契約縛備

当社は、当社の業務委託先に対して機密保持条項などを含む情報セキュリティに関する契約を締結したうえで、委託業務の遂行に必要な範囲に限り、個人情報の取
扱いの一部を委託することがあ↓)ますが、これらの業務委託先が当社からの受託業務遂行以外の目的で個人情報を利用または提供することは禁止されてお

',ま
す。

4.個人情報の提供

当社は、ど本人のご同意がない限り、個人情報を第二者に提供することはあ
',ま

せん。ただし、法令に基づき裁判所や警察等の公的機関から要請があった場合や、法
令に特別の規定がある場合、お客様や公衆の生命・健康・財産を損なうおそれがあると当社が判断した場合、また法令や当社のご利用規約・注意事項に反するアクシ

ョンカち、当社の権利、財産またはサービスを保護もしくは防禦する必要がある場合、合併その他の事由による事業の継承に伴って個人情報を提供する場合は、この限
りではあ

')ま
せん。

5.ご本人の権利の尊重

(1)当社は、ご本人から、直接取得 (担当販売店からの取得を含みます)した個人情報について、ど本人から個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、追加または削除、
利用停止、消去または第二者への提供の停止 (以下、併せて「個人情報の開示等」といいます)のご請求があった場合は速やかに対応いたします。なる、個人情報の開
示等のご請求先、開示等のご請求に際してご提出いただく書面およびご請求の方法、ならびに開示等をご請求いただいた方がご本人または代理人であることのご確認
の方法については、当社Webサィトのプライバシーポリシー(www.askuLco.,p)に アクセスいただくかアスクルお客様サービスデスクまでご連絡ください。また、当社がご

本人からのご請求により個人情報の開示等に対応する場合、実費を勘案した合理的な範囲内の手数料をご負担いただく場合があ:)ます。(2)当社に対する個人情報
のご提供は、お客様の任意のご意思によ:)ます。ただし、お客様が個人情報のご提供を拒否された場合、当社は、上記「 .ヽお客様情報および個人情報の利用目的」に

記載の各種サービスのご提供やお問い合わせ等のご対応ができない場合がございます。また、これによりお客様が被った損害 (逸失利益を含む)、 不利益等について、
当社は何らの賠償責任等を負いません。
6.個人情報に関するお問い合わせ、苦情および相談

個人情報に関するお問い合わせ、苦情および相談は、以下のお客様サービスデスクで受け付けます。なお、お客様からのお電話の内容を正確に確認するため、通話録
音を行ってお

'ヅ

ます。あらかじめご了承ください。個人情報等の重要な情報を送付する場合は、アスクルWebサイト(www.askul.cojp)の お問い合わせフォームよりお願
いします。
アスクルお客様サービスデスク/面 0120‐ 345‐861
※その他の取扱い。詳細については、当社Webサイトのプライバシーボリシー(www.askul.colp)を ご覧ください。

★ ASKVL

担当販売店がご請求・お支払いの窓口です。

ご注文。お問い合わせ。ご要望

ご請求

お支払い、ど請求・

お支払いに

ついてのご相談

商品お届け・サービス提供

ム ASKVLお客様

アスクル サー ビス 個 人情 報 の取扱 いにつ いて

アスクル法改 会社


