スクール版 子ども新聞編集長 購入申請書
◆下記の【重要なお知らせ】を確認の上、購入を申し込みます。
スクール版 子ども新聞編集長 購入申請書
区分

学校

法人

申込日：

個人

○をお願いします。

年

月

日

－

〒(必須)

（ﾌﾘｶﾞﾅ）
法人・学校名
(個人の場合不
要)
（必須）

住所
(必須)

部署名

役職名

TEL
(必須)

（ﾌﾘｶﾞﾅ）（必須）

FAX

管理責任者名
(必須)

E-Mail

◆お使いのWindowsOSにチェックしてください。

□ Microsoft Windows 7

□ Microsoft Windows Vista

□ Microsoft Windows XP

※ご記入いただいた内容を弊社にてユーザ登録させていただきます。（お客様にて登録の必要はございません。）

（税抜）

□5ライセンス

（49-56022-10442-3）

□10ライセンス

（49-56022-10443-0）

□20ライセンス

（49-56022-10444-7）

□30ライセンス

（49-56022-10445-4）

◆ご希望製品にラインナップの数量をご記入願います。
◆ご注文は5ライセンス以上からとなります。

□40ライセンス

（49-56022-10446-1）

◆上記ライセンス数に追加希望の場合、追加ライセンス数をご記入願います。
例） 41ライセンス希望の場合 → 40ライセンス 「1」
追加1ライセンス 「1」

□追加１ライセンス

38,400円

スクール版 子ども新聞編集長

74,600円

新発売キャンペーン実施中！
「先生用 １ライセンスプレゼント」

144,800円
210,600円
272,000円
（49-56022-10447-8）

7,680円/1ライセンス
合計ライセンス数

[同梱物]

※購入ライセンス数に関係なく1セットでのご提供となります。
・ディスク（CD-ROM）/1枚 ・インストールガイド/1部

・使用許諾契約書、ライセンス証書/1式

追加購入時ご使用欄
※追加ライセンス購入のお客様は、お持ちのスクール版 子ども新聞編集長のシリアル番号をご記入願います。
お持ちの スクール版 子ども新聞編集長
シリアル番号(必須）

－

[同梱物] ライセンス証書

【重要なお知らせ】
●製品ユーザ登録について
ライセンスユーザのお客様に限りまして、製品ユーザ登録を弊社にて代行させていただきます。
つきましては、別紙の製品ユーザ登録規約をご承諾の上、お申込みいただきますようお願いいたします。
製品ユーザ登録規約については、弊社サイトでもご確認いただけます。
→ http://ssl.fudemame.net/product_regist/
●ご記入頂いた情報について
ご記入いただいた情報に関しましては、弊社から各種サービス（バージョンアップサービス・新製品案内など）を行うにあたりご利用させていただきます。
弊社の個人情報保護方針に関しましてはこちらをご確認下さい。
→ http://fudemame.net/corporate/policy/privacy.html
※弊社からの各種サービス案内がご不要な場合は、こちらにチェック願います。
（チェックがない場合はご案内させていただきます。）

【販売店情報】（必須）
■販売店名

■ご担当者名

■住所

■TEL.

備考欄

（株）筆まめ記入
ご注文No.
売上No.
シリアル番号
ID

ライセンスに関するお問合せ license@fudemame.net

【第2版】

【別紙】

ユーザが以下の事由に該当する場合、株式会社

開示を求められた場合。

筆まめはユーザの承諾なしにユーザ資格を取り

4.ユーザー登録における任意性について

消しすることができるものとします。

ユーザー登録画面で入力する個人情報項目につ

に関する目的及び各種取り決めをユーザ（第 2

1)製品ユーザ登録をした者が実在しない場合。

いて任意入力のフィールドで入力が省略された

条 1 項にて定義）にご同意いただくために提示

2)登録内容に虚偽の記載、重大な誤りがあった

場合、ユーザーへの影響がある場合に入力画面

するものです。

場合。

で明示させていただきます。

製品ユーザ登録規約

本規約は、株式会社筆まめが、製品ユーザ登録

3)第 5 条に定める禁止行為を行なった場合。

5.開示・訂正等に関する窓口

■第 1 条 目的

4)筆まめ製品のソフトウェア規定（使用許諾契

第 8 条に示す連絡先へお問合せください。

製品ユーザ登録は、ユーザに対して以下のサー

約書）に反した場合。

■第 4 条 運営

ビス「以下、本サービス」を提供することを目

6.MyCreoID 及び MyCreo パスワードの管理

本サービスの運営は株式会社筆まめが行うもの

的としております。

1)ユーザは、株式会社筆まめから提供された

としますが、一部は株式会社筆まめの管理責任

1)製品についてのサポートおよびサービスを提

MyCreoID 及び MyCreo パスワードの使用及び

において外部に委託を行うものとします。本サ

供するため。

管理について一切の責任を負うものとします。

ービスの個人情報はデータベースにて管理して

2)製品のアップグレードならびにそれらのお知

2)ユーザは、株式会社筆まめから提供された

おり、そのデータベースにアクセスできるのは、

らせを提供するため。

MyCreoID を第三者に使用させたり、貸与、譲

サイト運営管理者やカスタマーサービス部門、

3)株式会社筆まめからの優待販売商品の決済な

渡、売買、質入などをしてはならないものとし

株式会社筆まめの管理責任において外部に委託

らびに発送やそのお問い合せ対応のため。

ます。

した関係会社などの従業員に限定されます。

4)新製品の情報やサービスに関するお知らせを

3)ユーザによる MyCreoID 及び MyCreo パスワ

■第 5 条 禁止事項

行なうため。

ードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使

本サービスにおいて、ユーザの以下に該当する、

5)各種メールマガジンの送信のため。

用等による損害の責任はユーザがすべて負うも

またはその恐れのある行為は禁止とします。

6)各種アンケートや筆まめ製品の調査を行なう

のとし、株式会社筆まめは一切の責任を負いま

1)本サービスの運営を妨害する行為。

ため。

せん。

2)他のユーザの MyCreoID を用いて本サービス

7)その他、株式会社筆まめからの情報提供、ま

■第 3 条 個人情報の取り扱い

を利用する行為。

たはユーザ情報確認のため。

株式会社筆まめは本サービスにおいて、ユーザ

3)自己の MyCreoID を用いて他のユーザに本サ

■第 2 条 ユーザ

の住所、氏名、電話番号、E メールアドレス等

ービスを利用させる行為。

1.定義

の個人情報をお預かりし、当該個人情報を確実

4)他のユーザに係る契約者データに不正にアク

「ユーザ」とは本規約を承諾の上、所定の登録

に保護し、本規約の目的に準拠した使用がなさ

セスし、またはこれを改ざん、消去、盗用、漏

手続きを完了後、株式会社筆まめがこれを承認

れるよう、対策に万全を期します。また、当該

えいする行為。

した者をいいます。

データの消失、誤用、無断使用、改変、破壊が

5)その他、株式会社筆まめが不適切と判断する

2.登録情報の参照

なされないように細心の注意を払います。

行為。

ユーザは自らの登録情報を、株式会社筆まめの

ユーザー登録において個人情報を株式会社筆ま

■第 6 条 規約改定

インターネットサイト「以下、筆まめネット」

めへご提供いただくいた場合、株式会社筆まめ

株式会社筆まめはユーザの事前の承諾を得るこ

またはインフォメーションセンターにて参照す

は以下の事項に従い個人情報を利用します。

となく本規約を随時変更することができるもの

ることができます。

1.利用目的

とします。

筆まめネットでの登録情報の参照には、

第１条に記載の目的範囲で利用いたします。

■第 7 条 準拠法

MyCreoID 及び MyCreo パスワードが必要とな

2.個人情報の預託について

この「製品ユーザ登録規約」の準拠法は日本国

ります。インフォメーションセンターでの登録

商品の梱包や配達等の郵便物発送処理、製品の

の定める法律、法令、政令が適用されるものと

情報の参照は、本人確認ができることが必要で

サポート業務及び第 4 条のサイト運営等を関係

します。また、本サービスまたは本規約に関連

す。

会社に預託します。当社預託先選定基準を満足

して生じた紛争については、東京地方裁判所を

3.登録情報の変更

した者を預託先とし、個人情報保護に関する契

第一審の管轄裁判所とします。

ユーザは住所、電話番号、その他登録情報に変

約を締結し、適切な監督を行います。

■第 8 条 本規約に対するお問い合わせ

更が生じた場合、筆まめネットまたはインフォ

3.個人情報の開示・提供

本規約に対するお問い合わせや質問（ご要望、

メーションセンターにて速やかに登録内容の変

ユーザーより提供していただいた個人情報につ

ご意見）等は以下の住所に郵送、または電話で

更手続きを行なうものとします。筆まめネット

いて、ユーザ－の同意を得ずに第三者へ提供・

連絡をお願いいたします。

で の 登 録 情 報 の 変 更 は 、 MyCreoID 及 び

開示しません。第三者へ提供・開示する場合、

MyCreo パスワードが必要となります。インフ

提供先・提供情報を特定し、ユーザーの同意を

〒108-0014 東京都港区芝 4-5-10

ォメーションセンターでの登録情報の変更は本

得た場合に限り提供・開示するものとします。

株式会社筆まめ

人確認の終了後に変更されます。

ただし、下記の場合を除きます。

TEL：03-5216-2900

4.登録情報の削除

1)お客様が第三者に不利益を及ぼすと株式会社

月曜～土曜 10：00～17：00

ユーザが登録情報の削除を希望する場合、イン

筆まめが判断した場合、当該第三者や警察また

※ 日曜、祝日はお休みとさせていただきます。

フォメーションセンターに届け出るものとし、

は関連諸機関に通知することができます。

そこで本人確認の終了後に登録情報が削除され

2)裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費者セ

ます。

ンターまたはこれらに準ずる権限を有する機関

5.ユーザ資格の取り消し

から、登録内容についての法律に基づく正式な

インフォメーションセンター

