
　●すべての項目に黒のボールペンまたはサインペンではっきりとご記入ください。

FAX   0120-881-962

たのめーる新規ご登録FAX用紙 FAX
送信方向

ご登録は
こちらへ

弊社連絡欄

お客様コード

2022/04版

ご依頼者ご記入日 　　　　　　　年　　　　月　　　　日

たのめーるインフォメーション

フリガナ

FAX番号

ご担当者部　署　名

お支払い方法

カタログ送付

備考欄

ご登録先
住　　所
※会社団体個別
　郵便番号不可

貴　社　名

フリガナ

フリガナ

フリガナ

都 県
府 道

〒（　　　ー　　　　） 市 郡
区

号室ビル 階

TEL 番号
※携帯電話番号不可

※「締支払い」をご希望の際、一部ご要望に沿えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※口座振替をご希望のお客様には、別途書類をお送りします。手続きが完了するまでの間、銀行振込となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※クレジット払いのご利用はWebご注文時にレジ画面にて選択してください。当申込用紙でのご登録は必要ありません。

□ 代金引換　★弊社とのお取引が初めてのお客様は、代金引換でお取引を開始させていただく場合がございます。
□ 締支払い： （ 　　　　　）日締め　 （ 当／翌 ）月　（　　　　）日のお支払い
　① 銀行振込（コンビニ振込併用）　② 口座振替（自動引落し）（①②いずれかを○で囲んでください）

最新号の送付　　□ する　　　□ しない　　　　　次号以降の送付　　□ する　　　□ しない

フリガナ

※登記上の内容と相違なくご記入ください。

フリガナ

FAX番号

社長・
代表者名

本社所在地

TEL 番号
※携帯電話番号不可

業　　　種

フリガナ

都 県
府 道

市 郡
区

ビル
階　        号室

※新規登録には数日かかります。また登記の確認をさせていただく場合がございます。※登録完了のご案内は FAXにて連絡させていただきます。

（
任
意
回
答
）

ア
ン
ケ
ー
ト

どこで『たのめーる』をお知りになりましたか？　該当項目にチェックしてください。（複数回答可）
□TVCM □新聞・雑誌の記事 □営業訪問 □たのめーる以外で大塚商会を利用
□TV 番組 □インターネット広告 □知人の紹介 □ぱーそなるたのめーるを利用
□屋外広告 □インターネット上のニュースサイトの記事 □カタログが届いた（Vol.　　号）
□交通広告 □インターネット検索（Yahoo!・Google） □御社の他部署・関連会社等で利用
□その他広告 □インターネット検索（その他）  □その他（　　　 　　　　　　　　  ）

「個人情報の取り扱い」について
a）事業者の氏名または名称：株式会社大塚商会

b）個人情報保護管理者について
株式会社大塚商会　個人情報保護統括責任者
連絡先は下記、保有個人データ（＊1）または第三者提供記録の開示等およびお
問い合わせ窓口についてを確認ください。

c）個人情報の利用目的について
契約の履行 （商品、サービス、受託業務）：取引契約の履行に付随するご連
絡・お問い合わせ対応等 /商品、サービスに関する情報の提供および提案、
連絡、マーケティング活動：メール・お電話・郵送・FAX・訪問等によるご案内・
連絡等 /商品、サービスの企画および利用等の調査に関する、お願い・連絡・
回答：アンケート等による商品、サービス、企画、お客様ご利用状況・満足
度等の調査等 /商品、サービス、その他のお問い合わせ、依頼等の対応、
試用の提供：お客様からの各種お問い合わせ、資料請求など依頼対応等 /
展示会、セミナー、トレーニング、懸賞、その他イベントに関する案内・回答
/代金の請求・回収・支払い等の事務処理 /統計資料の作成 /その他一
般事務・業務等の連絡・お問い合わせ・回答 /施設への入退管理 /お客
様から受託もしくは個別のサービスにて同意を得た範囲内で利用する場合に利
用します。

d）個人情報の第三者提供について
ご記入いただいた個人情報は、次の場合を除き、第三者に個人データを提供
することは行いません。法令の定めによる場合 /お客様ご本人および人の生
命、身体または財産の保護のために必要な場合 /あらかじめお客様ご本人か
ら同意を得ている場合。

e）個人情報の取り扱いの委託について
ご記入いただいた個人情報は、利用目的達成に必要な範囲内において、第
三者へ個人情報を委託する場合があります。その場合は、個人情報保護体
制が整備された委託先を選定するとともに、個人情報保護に関する契約を締
結いたします。

f）保有個人データ（＊1）または第三者提供記録の開示等およびお問い合わせ
窓口について
お客様ご本人またはその代理人が、個人情報に関して、利用目的の通知、開示、
内容の訂正、追加または削除、利用の停止または消去、第三者提供の停止、
第三者提供記録の開示（以下“開示等”という）を請求される場合の連絡先
は、以下になります。

【個人情報に関するお問い合わせ先】
株式会社大塚商会　　お客様相談室
ウェブの場合：https://www.otsuka-shokai.co.jp/contact/privacy/inquiry/index.asp
FAX：03-3514-7179 
郵送：〒102-8573 東京都千代田区飯田橋2-18-4

【たのめーるに関するお問い合わせ先】
株式会社大塚商会　たのめーる事業部たのめーるインフォメーション
TEL：0120-570-185
e-mail：たのめーるの「お問い合わせ→その他のお問い合わせフォーム（法人）」
より入力いただけます。
（https://www.tanomail.com/web-inquiry/register/business/11/）

※なお、利用目的の通知、開示等に関する具体的な手続き方法につきまして
は、大塚商会HP「お問い合わせ先」
（https://www.otsuka-shokai.co.jp/privacy/operation/maillist.html）をご参照ください。

※当社の「個人情報保護宣言・方針」、「個人情報保護運用」は、
（https://www.otsuka-shokai.co.jp/privacy/）をご参照ください。

g）個人情報のご記入について
ご記入にあたって、全ての項目をご記入いただくかは、任意とさせていただきま
すが、未記入とされた項目によっては、手続きや適切な対応が出来ない場合が
ございます。
＊1：保有個人データとは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用
の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、
その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるものをいう
（個人情報の保護に関する法律　第十六条4項より）

たのめーる
インフォメーション

新規登録・登録内容変更についてのお問い合わせは

受付時間：月〜土曜日
8：00〜 20：00
※日曜、祝日、年末年始を除く。TEL 0120-570-185

●黒のボールペンまたはサインペンで
　はっきりとご記入ください。

1 ご記入日、ご依頼者名を
ご記入ください。

2 すべての項目をご記入
ください。こちらの部署宛
に請求書をお届けします。

3
お支払い方法を
ご記入ください。
※締支払いは五十日（ごとおび）
　または末日でご指定ください。

4 最新および次号以降の
カタログ送付について
チェックを入れてください。

6 アンケートにお答えくだ
さい。（任意回答）

5 すべての項目を登記上の
内容と相違なくご記入く
ださい。

記入方法

裏面の「新規ご登録FAX用紙」に必要事項をご記入の上

FAX 0120-881-962まで送信してください。

Webからの
ご登録方法

「インターネットたのめーる」よりお申し込みください。

https://www.tanomail.com/

「たのめーる」のご利用が初めてのお客様へ

新規法人会員登録について

FAXからの
ご登録方法

ご注文はWeb&FAXにて24時間受け付けています。

「たのめーる」のご利用には事前の登録が必要です。
ご注文の前にFAXか「インターネットたのめーる（Web）」にて新規会員登録をお済ませください。

●新規会員登録は裏面の 「新規ご登録FAX用紙」 か 「インターネットたのめーる（https://www.tanomail.com/）」 からお申し込みください。
※新規登録には数日かかります。
●ご登録完了後に10桁のお客様コードをご案内します。 ご注文はご登録完了後に可能となります。
●登録費用は一切かかりません。
●たのめーるは  法人様限定  のサービスです。 個人様はご入会いただけませんのでご了承ください。
● 個人購入またはクレジットカード決済をご希望のお客様は 「ぱーそなるたのめーる」 をご利用ください。 

https://www.tanomail.com/p-tano/　  0120-326-270



　●すべての項目に黒のボールペンまたはサインペンではっきりとご記入ください。

FAX   0120-881-962

たのめーる新規ご登録FAX用紙 FAX
送信方向

ご登録は
こちらへ

弊社連絡欄

お客様コード

2022/04版

ご依頼者ご記入日 　　　　　　　年　　　　月　　　　日

たのめーるインフォメーション

フリガナ

FAX番号

ご担当者部　署　名

お支払い方法

カタログ送付

備考欄

ご登録先
住　　所

※会社団体個別
　郵便番号不可

貴　社　名

フリガナ

フリガナ

フリガナ

都 県
府 道

〒（　　　ー　　　　） 市 郡
区

号室ビル 階

TEL 番号
※携帯電話番号不可

※「締支払い」をご希望の際、一部ご要望に沿えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
※口座振替をご希望のお客様には、別途書類をお送りします。手続きが完了するまでの間、銀行振込となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※クレジット払いのご利用はWebご注文時にレジ画面にて選択してください。当申込用紙でのご登録は必要ありません。

□ 代金引換　★弊社とのお取引が初めてのお客様は、代金引換でお取引を開始させていただく場合がございます。
□ 締支払い： （ 　　　　　）日締め　 （ 当／翌 ）月　（　　　　）日のお支払い

　① 銀行振込（コンビニ振込併用）　② 口座振替（自動引落し）（①②いずれかを○で囲んでください）

最新号の送付　　□ する　　　□ しない　　　　　次号以降の送付　　□ する　　　□ しない

フリガナ

※登記上の内容と相違なくご記入ください。

フリガナ

FAX番号

社長・
代表者名

本社所在地

TEL 番号
※携帯電話番号不可

業　　　種

フリガナ

都 県
府 道

市 郡
区

ビル
階　        号室

※新規登録には数日かかります。また登記の確認をさせていただく場合がございます。※登録完了のご案内は FAX にて連絡させていただきます。

（
任
意
回
答
）

ア
ン
ケ
ー
ト

どこで『たのめーる』をお知りになりましたか？　該当項目にチェックしてください。（複数回答可）
□TVCM	 □新聞・雑誌の記事	 □営業訪問	 □たのめーる以外で大塚商会を利用
□TV	番組	 □インターネット広告	 □知人の紹介	 □ぱーそなるたのめーるを利用
□屋外広告	 □インターネット上のニュースサイトの記事	 □カタログが届いた（Vol.　　号）
□交通広告	 □インターネット検索（Yahoo!・Google）	 □御社の他部署・関連会社等で利用
□その他広告	 □インターネット検索（その他）	 	 □その他（　　　	　　　　　　　　		）

「個人情報の取り扱い」について
a）事業者の氏名または名称：株式会社大塚商会

b）個人情報保護管理者について
株式会社大塚商会　個人情報保護統括責任者
連絡先は下記、保有個人データ（＊1）または第三者提供記録の開示等およびお
問い合わせ窓口についてを確認ください。

c）個人情報の利用目的について
契約の履行 （商品、サービス、受託業務）：取引契約の履行に付随するご連
絡・お問い合わせ対応等 / 商品、サービスに関する情報の提供および提案、
連絡、マーケティング活動：メール・お電話・郵送・FAX・訪問等によるご案内・
連絡等 / 商品、サービスの企画および利用等の調査に関する、お願い・連絡・
回答：アンケート等による商品、サービス、企画、お客様ご利用状況・満足
度等の調査等 / 商品、サービス、その他のお問い合わせ、依頼等の対応、
試用の提供：お客様からの各種お問い合わせ、資料請求など依頼対応等 /
展示会、セミナー、トレーニング、懸賞、その他イベントに関する案内・回答
/ 代金の請求・回収・支払い等の事務処理 / 統計資料の作成 /その他一
般事務・業務等の連絡・お問い合わせ・回答 / 施設への入退管理 / お客
様から受託もしくは個別のサービスにて同意を得た範囲内で利用する場合に利
用します。

d）個人情報の第三者提供について
ご記入いただいた個人情報は、次の場合を除き、第三者に個人データを提供
することは行いません。法令の定めによる場合 / お客様ご本人および人の生
命、身体または財産の保護のために必要な場合 /あらかじめお客様ご本人か
ら同意を得ている場合。

e）個人情報の取り扱いの委託について
ご記入いただいた個人情報は、利用目的達成に必要な範囲内において、第
三者へ個人情報を委託する場合があります。その場合は、個人情報保護体
制が整備された委託先を選定するとともに、個人情報保護に関する契約を締
結いたします。

f）保有個人データ（＊1）または第三者提供記録の開示等およびお問い合わせ
窓口について
お客様ご本人またはその代理人が、個人情報に関して、利用目的の通知、開示、
内容の訂正、追加または削除、利用の停止または消去、第三者提供の停止、
第三者提供記録の開示（以下“開示等”という）を請求される場合の連絡先
は、以下になります。

【個人情報に関するお問い合わせ先】
株式会社大塚商会　　お客様相談室
ウェブの場合：https://www.otsuka-shokai.co.jp/contact/privacy/inquiry/index.asp
FAX：03-3514-7179 
郵送：〒102-8573 東京都千代田区飯田橋2-18-4

【たのめーるに関するお問い合わせ先】
株式会社大塚商会　たのめーる事業部たのめーるインフォメーション
TEL：0120-570-185
e-mail：たのめーるの「お問い合わせ→その他のお問い合わせフォーム（法人）」
より入力いただけます。

（https://www.tanomail.com/web-inquiry/register/business/11/）

※なお、利用目的の通知、開示等に関する具体的な手続き方法につきまして
は、大塚商会HP「お問い合わせ先」

（https://www.otsuka-shokai.co.jp/privacy/operation/maillist.html）をご参照ください。

※当社の「個人情報保護宣言・方針」、「個人情報保護運用」は、
（https://www.otsuka-shokai.co.jp/privacy/）をご参照ください。

g）個人情報のご記入について
ご記入にあたって、全ての項目をご記入いただくかは、任意とさせていただきま
すが、未記入とされた項目によっては、手続きや適切な対応が出来ない場合が
ございます。
＊1：保有個人データとは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用
の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、
その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるものをいう

（個人情報の保護に関する法律　第十六条4項より）


	新規登録FAXシート202204_表-5_裁ち落とし
	新規登録FAXシート202204_裏-5_裁ち落とし

