
参加費

無料

熊本市国際交流会館　３階　研修室１

熊本市花畑町４番８号

13：30
～17：00

13：00

14：40～15：40

15：50～16：50

～通販会社｢千趣会｣監修による通販システム「COREPlus qbic DirectOne」のご紹介～

受注・出荷・入金・分析といったフルフィルメントをサポートし、 通販事業のスタートアップ企業から

事業ドメインとして確実に成長させた企業にも通販業界をリードする㈱千趣会のノウハウを活かし

たシステムをご紹介します。　　　

13：30～14：30 第１部

　「ネットショップのみで年商1億円！ネット通販7つのステップ」
㈱キューイシステム　代表取締役

熊本商工会議所 　エキスパートバンク登録講師　栗田　博成

開場　受付開始

年商１億円を超えるネットショップを複数ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽする、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ販売促進ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ栗田氏より、

成功しているネットショップが行っている販売戦略に欠かせないノウハウと今日から実践出来る手

法を織り交ぜながらお話しいたします。

日本事務器㈱　業務ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業本部

㈱マーケットスコープ　代表取締役社長　高原由之祐

　拝啓、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。又、平素よりお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、この度私ども日本事務器では、通信販売業界のお客様向けに、インターネットやＧＩＳ（地理情報システム）を活用した
効果的な販促手法やフルフィルメントシステムをご紹介するセミナーを企画致しました。ご多忙の折とは存じますが、是非とも
この機会にご来場賜りますようお願い申し上げます。また今後も皆様のお役に立つ各種セミナーを開催してまいりますので、
ご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　敬具

第3部　「伸びる通販事業をサポートする仕組み」

16：50～ 質疑応答

～エリアマーケティングシステム「Ｆｉｎａｌ　Marketｉｎｇ」のご紹介～

通販事業における、空中戦と地上戦の考え方を基にしたエリアマーケティングシステムを駆使した、

新規顧客獲得と既存顧客フォローの効果的・効率的な販促戦略のＰＤＣＡについてご説明いたしま

す。

第２部

「通販事業のための効果的・効率的な販促戦略について」

Tel：096-359-2020 





ＦＡＸ送信先 096-352-3560
日本事務器株式会社　熊本支店　セミナー事務局　小幡　行

貴 社 名

ご 芳 名 お 役 職 名

部 署 名

電 話 番 号 メールアドレス

ご 芳 名 お 役 職 名

部 署 名

電 話 番 号 メールアドレス

■お客様の個人情報について　【重要】

　　お客様が当社に個人情報を御提供いただくにあたり、
　　当社の「個人情報保護について」（裏面）をご参照
　　いただきます様お願い申し上げます。　

当社の「個人情報保護について」について

□ 同意する □ 同意しない（いずれかにチェックください）

テ ー マ 費用対効果の高い販促方法とは

開 催 日
2009年 9月15日(火曜日)　　　　　　　　　　

□参　　加　　　　□ 資料請求 　　　　□別日での開催案内を希望

申込締切日：9月11日（金）

ＷｅｂＷｅｂ でのでの

お申し込みはこちらへお申し込みはこちらへ http://www.njc.co.jp/event/

ＮＪＣセミナー 検 索

ご案内のタイミングによってはセミナー情報が掲載されていない場合がございます。その際はＦＡＸにてお申込みください。

以下のお客様情報記入欄に必要事項をご記入の上、本紙をそのまま下記番号までＦＡＸ送信していただくか、弊社担当へお渡し願います。
ご記入されました個人情報の取扱いに関しましては、末尾の「個人情報の取扱いについて」をご参照ください。

□□　セミナーに関するお問合せ　□□□□　セミナーに関するお問合せ　□□

九州支社　熊本支店　ＩＴ営業グループ
セミナー担当： 小幡（おばた）・矢壁
IPTEL：050-3000-1731　FAX：096-352-3560

NEC販売特約店

署名欄

※ 当社の「個人情報保護について」にご同意いただけなかった場合は、
　　各種サービスが適切な状態で御提供できない場合がございますので、
　　ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。

■会場アクセス

【バス】ＪＲ熊本駅より
熊本市営バス・九州産交バス・熊本電鉄バスで約10分
交通センター下車　徒歩約3分

【電車】ＪＲ熊本駅より
熊本市営電車で約10分　熊本城前下車　徒歩約3分

熊本市国際交流会館　３階　研修室１

熊本市花畑町４番８号



■個人情報の取り扱いに関するご説明 
平成 21 年  1 月 28 日 改訂 
平成 14 年 10 月 15 日  制定 

よりよきＩＴ社会をめざして 
ITの進歩にともない個人と社会の関係は大きく変化しています。 
日本事務器株式会社(以下、「当社」といいます。)は、トータルソリューションサービス/コンサ

ルティング/情報システム開発/情報システムの運用と保守事業を展開しており、平成15年 2月

に「JIS Q 15001」にもとづくプライバシーマークの認証を全社で取得いたしました。当社は、高い

品質の「安心」を提供し、よりよき IT 社会をめざします。 

個人情報保護の取り組み 
当社は、事業を行うにおいて、個人情報を適切に保護することが、社会とお客様の要請による

重要な責務であり、また、当社が社是として掲げる「正しい商売」にもとづく重要な理念であると

考えております。 
当社は、平成14年 10月に個人情報保護への取り組みの原則として「個人情報保護方針」を

以下の通り制定し、これを実行・維持する為に個人情報保護マネジメントシステムを構築し、運
用するとともに、その継続的改善に取り組み、また全社への周知徹底を図ります。 

ＮＪＣ個人情報保護方針 
1. 当社は、事業を行うにおいて、個人情報の取得・利用・提供を行う場合、その目的を明示し

個人情報の所有者（以下、「本人」といいます。）の同意の下で行うと同時に、その為の適切

な措置を講じます。また、特定された利用目的以外で個人情報の取扱いは行いません。   
2. 当社は、個人情報の保護に関係する日本の法令及び国が定める指針その他の規範を遵

守します。  
3. 当社は、個人情報の不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどに対して合理的で

適切な是正・予防・安全対策を講じます。  
4. 当社は、本人の権利を尊重し、本人が開示・訂正・削除、苦情及び相談などを希望される場

合は、合理的な範囲で対応いたします。  
5. 当社は、従業者に対する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに部

店責任者を置き、個人情報を適切に管理します。  
6. 当社は、個人情報保護の活動について、本方針を含む個人情報保護マネジメントシステム

の継続的な見直し、改善を行います。 
１．個人情報の取得について 

（１）日本事務器株式会社（以下、「当社」といいます。）のウェブサイト（http://www.njc.co.jp/）上のペ
ージを参照しただけでは個人情報が取得されることはありません。お客様が当社のウェブサイ

トにアクセスされた場合、アクセスされた方のドメイン名やIPアドレス、使用しているブラウザ

の種類、アクセス日時等の情報をアクセスログという形で記録しています。これらのアクセスロ
グは、ウェブサイトの保守管理やどのページが何回参照されたか等の利用状況に関して統計

的な傾向を分析する場合に利用されますが、それ以外の目的で利用されることはありません。 
当社は、本ウェブサイトでイベントやセミナー、教育サービスへの参加者、求人募集や各種資

料のご請求・お問い合わせ、各種アンケートへのご回答などをいただく際に、お客様の氏名、

住所、電話番号、電子メールアドレスなどの個人情報を提供していただく場合があります。又、

あらかじめお客様が個人情報を当社に登録のうえご利用いただいているサービスやソリュー
ションについては、お客様のご利用に関する履歴情報がお客様を特定できる情報とあわせて

記録されることがございます。それらの場合、当社の「個人情報保護方針」および「個人情報の

取り扱いに関して」（以下、「本文書」といいます）に従って、適切な管理に努めます。 
（２）お客様が、本ウェブサイトを使用して、個人情報を当社に送信される場合は、暗号化（本ウェブ

サイトは、ベリサイン社の認証を受けており、暗号化などの措置を実施しています。）により盗
聴、漏洩などの被害がないよう対策を講じています。但し、お客様の個人情報送信時およびア

クセス過程でのセキュリティは、インターネットの特性上、当社で完全に保証することができま

せん。個人情報を送信する場合は、ご自身の責任において情報を送信していただきますよう

お願い申し上げます。 
（３）当社は、当社のウェブサイトにリンクされている他(事業者または個人)のウェブサイトにおける

お客様の個人情報等の保護について責任を負うものではありません。当該リンク先へのアク

セスに際しては、リンク先のウェブサイトの内容や利用条件などをご確認の上、ご利用下さい。 

（４）当社のウェブサイトは当社の管理下にあります。本ウェブサイトにアクセスされたお客様および
当社は、本ウェブサイトの利用に関し日本国の法律および条例に拘束されることに同意するも

のとします。 

（５）当社は、お客様が当社の事業所にご来場いただいた際に、防犯カメラによる撮影を行う場合が

あります。その場合、撮影された画像データを個人情報に準じて、当社の「個人情報保護方
針」および本文書に従って、適切な管理に努めます。 

（６）当社は、2005年3月31日以前にお客様から取得した個人情報に関しても、当社、「個人情報保
護方針」および本文書に基づき適切に取り扱いいたします。 

（７）2005 年3 月31 日以前にお客様が個人情報を当社に登録のうえご利用いただいている当社の

各種サービスなどについては、お客様のご利用に関する履歴情報がお客様を特定出来る個
人情報とあわせて記録されることがありますが、当社はこれらを「個人情報保護方針」および

本文書に基づき個人情報の一部として適切に取り扱いいたします。 

（８）お客様が、第三者（同僚など）に関する個人情報を当社に提供された場合は、お客様がそれを

提供することについて、当該第三者本人の承諾を得られているものと見なします。 

２．個人情報の利用目的 
（１）当社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、当社の事業（IT コンサルティング／情

報システム開発／情報システムの運用・保守サービス／コンピュータ、ソフトウェア、関連機器

の販売と運用・保守サービス（以下、「トータルソリューションサービス」といいます。））を行うた

めに、以下の利用目的のために合理的に必要な範囲内で利用いたします（トータルソリューシ
ョンサービス毎に利用目的が明示されている場合は、当該利用目的に準拠いたします）。また、
個人情報をお客様の同意なく利用することはありません。 

   【利用目的】 

①当社のトータルソリューションサービスをご提供するため。（資料・サンプル品・商品などの

送付を含む）。 
②当社のトータルソリューションサービスをご利用いただくためのビフォアサービスやアフタサ

ービスに関するお知らせを行うため。 

（例） 

・新商品、サービス、改善提案などのご案内。 
・セミナー、カンファレンス、イベント、お客様感謝会など催事のご案内と催事への参加登

録及び登録確認。催事が有料の場合のご請求。 

・教育スクール開催のご案内と参加登録及び登録確認。スクール受講に当たってのご請

求。 
 

・メールマガジン配信や広告の表示。 

・各種キャンペーンに関するご案内や応募のご回答。 

③お客様満足度調査や市場調査やアンケートなどを実施するため。 
④当社のトータルソリューションサービスの向上や改善を図るため。 

⑤新卒、中途採用など求人募集に際してご提供いただいた情報を、採用説明会の案内と資料

の送付及び採用に関するお問い合わせに対するご回答などを行うため。 
⑥お客様の適正な与信判断を行うため、個人信用情報機関に照会するため。また、定められ

た範囲においてお客様の情報を個人信用情報機関へ登録するため。 
⑦外部侵入者からの防犯および保安上のため。 

⑧お客様から同意を得た利用範囲の変更を行う為、利用目的の再承諾資料送付の為。 

⑨修理の為お預かりした機器に個人情報が含まれている場合、当社はこの個人情報を修理

以外の目的では使用いたしません。 
（例）修理で使用する場合とは 

・修理の為お預かりしたパソコンの記録媒体(DISK 等)のデータ復旧作業。 

・基本OSの再登録作業で使用するお客様登録情報の入力の為。 

（２）当社が前項に記載された目的以外の目的でお客様の個人情報を利用する事はありません。

３．お客様へのお知らせについて 
当社は、お客様の個人情報をもとに、前記の当社の事業活動に関する情報を、電子メール、郵
送、FAX、電話または訪問などにより、お客様にお知らせする場合があります。お客様がこのよ

うなお知らせを望まれない場合、当社に連絡することにより送信・送付を停止させることができま

す。 

４．業務委託について 
（１）当社は、正当な利用目的の範囲において当社の業務委託先などにお客様の個人情報を、開

示または提供する場合があります。その際には、当社と委託会社または提携会社間の委託
契約や機密保持契約などにおいて、個人情報保護に関する契約を締結した上で、個人情報

の開示または提供を行います。但し、提供するお客様の個人情報は、当該業務の遂行に必

要となる最低限の個人情報のみとし、また使用範囲もその範囲に限定いたします。 

（２）当社は、前項の場合を除き原則としてお客様の個人情報を第三者に開示することは致しませ
ん。 

５．個人情報の共同利用について 
個人情報の共同利用については、事前に本人に対して共同利用先を明示するとともに、共同利
用先での適切な取り扱いの管理と個人情報の取り扱いに関する契約を行ないます。 

６．その他の第三者に対する個人情報の開示または提供 
（１）当社は、お客様からご提供いただいた個人情報を、当社の子会社、業務の委託先および提

携先、ならびに当社または当社の子会社の関連業務の承継先以外の第三者に対して、お客
様の個人情報を提供いたしません。但し、以下のような場合は、お客様の個人情報を第三

者に開示または提供する場合があります。 

①国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行す

ることに対して、当社が協力する必要があった場合で、お客様本人の同意を得ることにより
当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるとき。 

②前号の他の法令により当社による開示または提供義務が定められているとき。 

③人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合であって、お客様本人の同意を得る

ことが困難なとき。 
④公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

お客様本人の同意を得ることが困難なとき。 
⑤お客様本人が、第三者が主催するセミナー、カンファレンス、イベント、教育スクールに当社

を通じて申し込みされた場合で、当該第三者から情報の提供を求められたとき。 

⑥お客様本人が当社を通じて、当社または第三者の商品やサービスの購入又は請求をされ
た場合で、当該第三者から必要な情報提供を求められたとき。 

⑦当社が営業の全部または一部を第三者あるいは分社した会社に譲渡するとき。 

⑧お客様本人を識別することのできない状態で開示するとき。 

（２）前項の場合を除き、お客様からご自身の個人情報の提供について同意を得られた場合のみ、
当社は、第三者に対して提供します。お客様の個人情報を第三者に提供する場合は、特段

の事情のない限り、契約による義務付けの方法により、その第三者からの漏洩・再提供の

防止などを図ります。但し、当社および第三者の両者は、相互に他方の個人情報の取り扱

いについて責任を負うものではありません。 
７．お客様の個人情報のセキュリティ 

当社は、お客様の個人情報保護のため、データベースへアクセス可能な者を限定し、パスワー
ドのかかったアクセス制御が可能なサーバー上で管理するなど、データ保管における安全性に

細心の注意を払っています。また、個人情報の不正アクセス、紛失、破壊、改ざんおよび漏えい

などが発生しないよう合理的で適切な予防・安全対策を講じています。 

８．個人情報の訂正、追加または削除について 
お客様は、下記の「内部統制部コンプライアンスグループ」に所定の方法でご連絡いただくことで、
お客様本人の個人情報についての開示請求や当該情報の内容が事実でない場合には、当該

情報を訂正、追加または削除などの請求をしていただくことが可能です。この場合、当該請求者

に対して、別途定める方法により、請求者が請求対象である情報にかかるお客様のご本人であ

ることおよび個人情報の提供の状況などの確認をさせていただきます。ご請求があった場合は、
合理的な範囲内で遅滞なく対応させていただきます。 

９．個人情報保護方針および本文書の変更および通知について 
当社は、「個人情報保護方針」および本文書を、事前の予告なく変更することがあります。この場
合すべての改訂は当社のウェブサイト上で掲示いたします。お客様がご利用の際には適時最新

の当社、「個人情報保護方針」および本文書を参照いただきますようお願いいたします。 

１０．個人情報の提供と利用を拒否された場合の本人への不利益について 
個人情報の取得にあたり、当社へ提供と利用を望まれない場合、前記 ２．個人情報の利用目
的でご説明しているサービスを受けられない場合があります。 

１１．個人情報に関するお問い合わせ先 
ご提供いただきました個人情報の取り扱いに関するご確認、ご要望、お問い合わせなどにつき

ましては、下記の連絡先までお願いいたします。 

 

日本事務器株式会社 内部統制部コンプライアンスグループ 
MailTo：privacy@njc.co.jp 

TEL：0120-3292-01、FAX：03-3372-1450 

受付時間：月～金曜日 午前9時～午後5時（土日祝祭日、当社休日は除く） 
 

 

 


