株式会社ラクス 宛

(パートナー:株式会社インターメッセ）

以下の内容について同意の上、申し込みます。
「クラウドサービス利用約款」、「働くDBクラウドサービス利用特約」、「楽テルクラウドサービス利用特約」、
「個人情報の取り扱いについて」、「ラクスWEB料金明細サービス利用規約」

（共用プラン）新規契約申込書
FAX : 0120-82-5348

(1)

(2)

□ 働くDB

申込サービス

申込日

□ 楽リク
年

□ 楽テル
月

日

(3) 契約者情報

フリガナ
法人名
〒

住所
電話番号

FAX
フリガナ

担当者情報
部署・役職

氏名

メールアドレス
㈱ラクスの今後の営業活動において、貴社を導入事例として紹介させていただけないでしょうか。

ご協力のお願い

(4) 請求書送付先情報

□ 紹介しても良い

□ 紹介して欲しくない

請求書送付先が契約者情報と異なる場合のみご記入下さい。送付先が別法人となる場合のみ押印をお願い致します。

フリガナ
法人
印

法人名
住所

〒

電話番号

FAX

担当者情報

フリガナ

部署・役職

氏名

メールアドレス

□ 請求書送付先情報が契約者情報と異なる場合、下記内容に同意する

契約者は、請求書送付先の法人からのサービス利用料金支払いが滞った場合、連帯して債務を負うこととする。

(5) 設定・運用担当者情報①
実際に設定・運用をされる方を記入下さい。各種設定方法のご案内・バージョンアップ・メンテナンス関連情報をお知らせ致します。

部署名

担当者名

メールアドレス

電話番号

設定・運用担当者情報②

(6)

担当者①様が不在の際のご連絡先

部署名

担当者名

メールアドレス

電話番号

課金開始日

年

月

日

課金開始日までは、当社が本申込書を受領した日を
含め、最低3営業日が必要です。

(7) 基本プラン

ユーザ数
契約プラン

□ 20ユーザ
□ 30ユーザ
□ 40ユーザ
□ 80ユーザ
□ 100ユーザ
□（
□ スタンダードプラン
□ ファストフィットプラン

□ 60ユーザ
） ユーザ

※楽テルをお申込みの場合のみ、どちらかにチェックを付けてください。

(8) 継続オプション

ライトユーザ
ライセンス

□ 80ユーザ
□ 100ユーザ
□ 120ユーザ

□ 140ユーザ
□ 160ユーザ
□ 180ユーザ

データの参照および入力のみ行えるユーザライセンスを発行できます。
基本プランのご利用が前提となります。
ライトユーザにはCSV出力権限がありません。予めご了承下さい。

■ 連携系オプション
API連携

APIを利用した他システムとのデータ連携機能を利用できます。

□ 申し込む

設定作業は、お客様にて実施いただきます。
現在、ご利用中のラクス他製品と本サービスの連携を行うための設定画面が

□ 配配メール/クルメル連携

利用できます。設定作業は、お客様にて実施頂きます。

ラクス製品間連携

「楽楽明細連携」をお申込みされた場合は、自動的に楽楽明細にて、

□ 楽楽明細連携
ラクス製品間連携
（働くDB・楽リク）

連携オプションが追加となります。（料金は無料となります）
メールディーラーからデータベースの情報を参照できます。(楽テル標準機能)

□ メールディーラー連携

働くDB・楽リクをお申込みの場合でご希望の場合はお申込みが必要です。

■ セキュリティ系オプション
IPアドレス制限サービス
SSLクライアント認証
サービス

□ 申し込む
証明書の説明 ・ 本サービスのクラウドサーバによる自署証明書です。

□ 申し込む

・ 変更可能回数は、年間1回です。
年

課金開始日

月

・ 有効期限・パスワード等は、ラクスが指定します。

日

・ 認証用CD-Rは、契約担当者様に書留にて郵送します。
・ 利用開始までに2週間程度かかります。

お申し込み日から3週間後をご記入ください。

■ その他オプション
5Gバイト容量追加

□ 申し込む

メールサーバオプション

□ 申し込む

バックアップオプション

□ 申し込む

添付ファイル暗号化
オプション
自動処理連続実行
オプション
自動処理ジャンプ
オプション

□ 申し込む
□ 申し込む
□ 申し込む

(9) その他申込内容（金額は税抜）

No.

（

） Gバイト

データ保存容量の上限値を5GB単位で追加いただけます。

追加する容量数を記入下さい。
本サービスからの配信メールを、高速配信リレーサーバで配信できます。

1日1回早朝にバックアップサーバにデータを作成し、7世代分保持します。

本サービスからのメール送信時に、添付ファイルを自動で暗号化します。

自動処理の連続実行が3回まで可能になります。

自動処理パーツの中に「ジャンプパーツ」が追加されます。

品目

お申し込み

1

□ 申し込む

2

□ 申し込む

3

□ 申し込む
備考

Ver.1

【個人情報の取り扱いについて（抜粋）】
1.個人情報の定義
個人情報とは、個人に関する情報であり、氏名・生年月日・住所をはじめ電話番号・メールアドレスなど、個人が識別できるものを
いいます。又、組み合わせることによって個人が識別できる情報も個人情報として取扱います。
2.個人情報の利用目的
当社の人材育成派遣・派遣・紹介事業、クラウド事業、システム受託開発事業などのサービスに関する個人情報利用目的は下記とな
ります。
1）当社サービス提供を御希望される方の利用目的
・該当サービスに関する連絡及び必要な事務手続き
・当社からの情報提供(広告を含む)
・御意見や御感想の回答のお願い
・統計資料の作成
2）当社サービスをご利用いただいている方の利用目的
・当該サービスに関する連絡及び通知
・当社からの情報提供(広告を含む)
・カスタマーサポートのご提供
・御意見や御感想の回答のお願い
・統計資料の作成
当社はクラウド(ASP)サービスを提供するにあたり、お客様より間接的に個人情報を取得する場合があります。当社のお客様がサー
ビスに登録している個人情報については、データとしての機密性、完全性、可用性を適切に保つために保管やバックアップを行いま
す。それ以外の目的のために当社サーバに間接的に登録された個人情報を利用することはありません。
3.個人情報の提供
a) 当社は次の場合を除き、お客様の個人情報を第三者に開示又は提供いたしません。
(1)お客様の同意を得ている場合
(2)法令に基づく場合
(3)人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、お客様の同意を取ることが困難な場合
(4)利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報の取扱を委託する場合
(5)合併、会社分割、事業譲渡等の理由によって事業が他社に継承される場合
(6)プレゼント当選の発表及びプレゼント発送のため
(7)個人を特定できない方法でマーケティング活動を行う場合
(8)犯罪捜査の為など警察、検察、裁判所、弁護士会またはこれらに準じた権限を有する機関から開示請求があった場合
(9)第三者利用の調査など正当な目的に基づき、クレジットカード会社から開示請求があった場合
(10)弊社のサービスの不正利用又は不正購入を防止するため必要のある場合
(11)当社が発行する請求書の発行代行を第三者へ委託する場合
b) 当社が第三者に提供し得る個人データの項目は、当社サービスの利用に際して取得される情報等であり、これらを弊社の所管シ
ステム、電子媒体及び紙媒体の手段・方法で提供いたします。
C) 当社は、お客様の求めに応じて、お客様本人が識別される個人データの第三者への提供を停止いたします。
4.外部委託
個人情報の処理を外部に委託する際に、個人情報を預託する場合があります。委託処理を行う場合には、十分な個人情報保護水準を
確保していることを条件として委託先を選定し、機密保持契約を結んだ上で行います。
5.個人情報の管理
個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩などの危険に対して、技術面及び組織面において必要な安全対
策を継続的に講じるよう努めています。
6.クッキーの取扱いに関して
「クッキー」とは、Webサーバがお客様のコンピュータ（ブラウザ）を識別する業界標準の技術です。
当社では、一部のサイトにおいて、クッキーを利用してお客様の行動履歴にかかる情報を取得しております。当社は他のWebサイト
が使用しているクッキーを読み込むことはできません。
なお、お客様が個人情報を入力しない限り、お客様ご自身を識別することはできず、匿名性は維持されます。
また、お客様がクッキーの活用を望まれない場合は、ご使用のWebブラウザでクッキーの受け入れを拒否する設定をすることが可能
です。ただし、受け入れを拒否した場合は、当社のサービス等のご利用ができない場合があります。
7.個人情報の開示等について
「2.個人情報の利用目的」に同意された方は、弊社に個人情報（個人番号および特定個人情報を含みます。）の開示等を請求するこ
とができます。
当社が保有する開示対象個人情報の利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加または削除・利用の停止・消去および第三者への提供
の停止（「開示等」といいます。）をご希望の方は下記にお申し出ください。その際、お申出の方が本人であることを確認させてい
ただいた上で速やかに対応させていただきます。
ご希望の全部または一部に応じられない場合はその理由をご説明いたします。また、当該お申し出によって取得した個人情報は、お
申し出に関する連絡・事務手続きに必要な範囲で利用させていただきます。
8.お問い合わせなど
本件及び個人情報の開示・訂正・利用停止・削除などに関するお問い合わせは下記窓口までお願い申し上げます。
株式会社ラクス 経営管理統括部
個人情報管理責任者 宮内 貴宏
E-Mail：privacy@rakus.co.jp
「個人情報の取り扱いについて」の全文は、こちらをご覧下さい。
https://www.rakus.co.jp/legal/pp.html
当社は、より一層の個人情報保護を図るため、各種法令やガイドラインの制定・変更に伴い、本内容を変更する場合がございます。

【ラクス Web料金明細サービス利用規約】 2012年6月1日改定
ラクス Web料金明細サービス利用規約（以下、「本規約」といいます。）には、株式会社ラクス（以下、「当社」といいます。）の
提供する「ラクス Web料金明細サービス」(以下、「本サービス」といいます。）のご利用にあたり、利用者の皆様に遵守していた
だかなければならない事項が定められております。 なお、本サービスをご利用いただいている場合は、本規約にご同意されたもの
と判断させていただきます。
第1条(サービス内容）
本サービスは当社が提供する各サービスの契約者に限り利用することができます。
利用者は当社が提供する各サービスに係る請求について、本サービスにて、請求書・明細情報の閲覧、データダウンロード等を行う
ことができます。
当社は、本サービスの利用者に対して、本サービスの提供をもって、書面の送付による請求に代えて取り扱うものとします。
第2条（料金）
本サービスの利用料金は無料とします。ただし、本サービスにアクセスする際の通信費等は利用者の負担となります。
第3条（ID・パスワード等の管理）
利用者は、本サービスの利用に必要なIDおよびパスワードを利用者の責任において管理するものとし、当社は、これらの譲渡・貸
与・忘失・盗用等に関する一切の責任を負わないものとします。
第4条(禁止行為）
利用者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号の行為を行ってはならないものとします。
(1)本サービスのIDまたはパスワードを不正に使用する行為、またはそのおそれのある行為
(2)本サービスを通じて、もしくは本サービスに関連してコンピュータウィルス等の有害なプログラムを使用する、もしくは提供す
る行為、またはそのおそれのある行為。
(3)本サービスに係るシステムに権限なくアクセスする等、不正なアクセスを試みる行為
(4)法令に違反する、またはそのおそれのある行為
(5)その他当社が不適切と判断する行為
第5条（本規約の変更）
当社は、予告なく本規約の内容を変更できるものとします。この場合には、特に定めのない限り、変更後の本規約が適用されるもの
とします。
第6条（本サービスの内容変更）
当社は、利用者への事前の通知なしに本サービスの内容を変更することができるものとします。 また、この場合に、利用者または
第三者に不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
第7条（本サービスの停止）
当社は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合は、利用者への事前の通知なしに本サービスの提供を停止することができるものと
します。また、この場合に、利用者または第三者に不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとしま
す。
(1)本サービスを提供するための設備等の保守、点検、修理等を定期的に、または緊急に行う場合
(2)火災・停電等により、本サービスの提供ができなくなった場合
(3)天災地変、戦争、内乱、暴動その他の不可抗力により、本サービスの提供ができなくなった場合
(4)その他運用上または技術上、本サービスの提供の一時的な中断が必要であると判断した場合
第8条（本サービスの廃止）
当社は、利用者に事前に通知することにより、本サービスを廃止することができるものとします。利用者への通知は、当社が適切と
思われる方法によって行うものとします。
また、この場合に、利用者または第三者に不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。
第9条（準拠法及び管轄裁判所）
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因しまたは関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁
判所とします。
第10条（協議解決）
当社及び利用者は、本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上
速やかに解決を図るものとします。

