クレジットカード決済依頼書

私 （当社） は、 下記料金等をクレジット決済にて支払うこととしたいので、 次のとおり依頼いたします。

お

名

前

フリガナ：

(又は法人・代表者名)

フリガナ：

ご
電

住
話

所
番

〒

号

メールアドレス

日中の連絡先
フリガナ：

※必ず受信可能なアドレスを
記入してください

※クレジットカード情報は、 お客様にて決済代行業者の専用ページで登録をお願いいたします
専用のページは本依頼書にご記載いただいたメールアドレス宛にご案内いたします

＜ 利用可能なクレジットカード ＞
VISA、 MasterCard、 JCB、 AMERICAN EXPRESS、 Diners Club

私 （当社） は下記について遵守し、 誠実に利用料金の支払いを行います。
1. 私 （当社） は、 San-inNet の月額利用料金等を私 （当社） がセコム山陰株式会社が指定するクレジットカードで、 私が既にクレジット会社に差出済の規約に
基づいて支払います。
2. 私 （当社） からの解約の申出をしない限り毎月自動継続の上前項と同様に支払います。
3. 私 （当社） が指定したクレジットカードの会員資格を喪失した場合はもちろん、 私 （当社） が指定したクレジットカードの利用代金や年会費の支払い状況によっては
セコム山陰株式会社または私の指定したクレジットカードの発行会社の判断により一方的に本手続きを解約されても異議ありません。
4. この契約を解約する時は、 私 （当社） から御社に書面により届出ます。
5. このクレジットカード決済について仮に紛議が生じても、 御社の責によるものを除き、 御社にはご迷惑かけません。
弊社にて申込書を受付けてから約 1 週間後に、 接続に必要な書類 「登録のご通知」 をお送りいたします。
課金は 「登録のご通知」 に記載しております 「課金開始日」 より開始させていただきます。
※回線工事、 機器調整等にてご利用開始日が遅くなる場合は、 お客様によりお申込時期を調整していただきますようお願いいたします

●振替日について
弊社よりクレジット決済代行業者には、 毎月 20 日前後に振替依頼を行います。
但し、 実際の振替日は各カード会社の指定日となります。

【記入例】
記入例ですので、 お客様の情報でご記入をお願いいたします。 お客様番号は記入不要です。
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フリガナ： セ
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フリガナ： ○○ケン ○○シ ○○チョウ ○○○バンチ
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号

メールアドレス
※必ず受信可能なアドレスを
記入してください

〒 ○○○－○○○○

○○県 ○○市 ○○町 ○○○番地
０１２３－４５－６７８９

日中の連絡先

１２３－４５６－７８９０

フリガナ：エス イー シー オー ワイ ユー エム イー アット エス エックス ドット エム アイ アール エー シー エル イー ドット エヌ イー ドット ジェイ ピー

secoyume@sx.miracle.ne.jp
2018.5.18 改訂

クレジットカード情報登録手順書
１． ご案内メールの確認
・弊社よりご指定のメールアドレス宛に情報登録用ページのアドレス(URL)通知を行います。
弊社ご登録(San-inNet)以外のメールアドレスの場合は、弊社よりテストメールを送信後、アドレス(URL)通知を行います。
※迷惑メールの設定をされている場合は、「support@secom-sanin.co.jp」からのメールについては設定の解除をお願いいたします

２． クレジットカード情報の入力
・ご案内メールに記載のアドレス(URL)より情報登録用ページを開き、カード番号・有効期限・カード確認番号を入力後、
【入力内容を確認する】をクリックしてください。

<有効期限>
・カード券面の表記が"02/14"の場合"02 月/2020 年"を選択
・カード券面上に表示されているとおり、"月/年"の順番で入力ください

<確認番号>
【VISA、MasterCard、JCB、Diners Club の場合】
・カード裏面
・印字番号の下 3 桁
【AMERICAN EXPRESS の場合】
・カード表面
・カード番号の上にある 4 桁の番号

３． クレジットカード情報の登録
・入力内容を確認後、【登録】をクリックしてください。
※誤りがある場合は、左下の【前画面に戻る】をクリックし、手順２より情報を入力し直してください

４． 登録完了
・下記の画面が表示されたことを確認後、情報登録用ページを閉じてください。

※手順書については、登録完了までお客様にて保管をお願いいたします

個人情報の取扱いについて(San-inNet)
セコム山陰株式会社にお客様の個人情報を提供頂く際は、以下記載内容にご同意の上でご提供ください。お客様の個人情
報を提供頂いた場合は、以下記載内容に同意頂いたものと致します。
１ 法令等の遵守

いの全部又は一部を委託する場合。

セコム山陰株式会社はお客様の個人情報を取り扱うにあたり、個人情報保護に関す

②合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合。

る関係法令、社団法人全国警備業協会の「警備業における個人情報保護に関するガイ

③個人情報を特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同し

ドライン」
、総務省の「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」

て利用される個人情報の項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目

及び「情報セキュリティ基本方針」等の社内諸規程を遵守します。セコム山陰株式会

的及び当該個人情報の管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あ

社は、お客様の個人情報を次のとおり、適正に取り扱います。

らかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いている場合。

なお、セコム山陰株式会社のセキュリティ事業以外の事業分野において、当該分

５ 適正な取得

野の主務官庁より個人情報保護に関する指針がある場合(例:金融分野における個人情

セコム山陰株式会社は、個人情報を、偽りその他不正の手段で取得することは致しません。

報保護に関するガイドライン)、これを遵守します。

セコム山陰株式会社は、お客様に個人情報の提供をお願いする場合、第２項以外の

２ 利用目的

目的で利用する場合は、その利用目的、お客様に対するセコム山陰株式会社対応窓口

セコム山陰株式会社がSan-inNetサービスにおいて個人情報を利用する目的は次の
通りです。

などをお知らせ致します。
６ 開示・訂正・削除

・ お申し込み先等のご本人の特定のため、ご契約先の緊急連絡先、その他のご担当
者のご本人特定のため

セコム山陰株式会社は、
「個人情報保護に関する法律 第27条第１項」に定められた保有個人
データについて、本「個人情報の取扱いについて」に定める利用目的の達成に必要な範囲内にお

・ ご請求のあった資料、ご契約に関するご案内文書等をお届けするため

いて利用いたします。また、セコム山陰は「個人情報の保護に関する法律 第27条～第30条」

・ お客様からのお問合せ、ご要望を処理するため、またその内容を記録するため

に則り、保有個人データの利用目的の通知・開示・内容の訂正・追加又は削除・利用の停止・消

・ ご契約情報、購入履歴の登録のため

去および第三者への提供の停止を受け付けます。お求めの手続きは以下のとおりです。

・ 金融機関への、口座振込み依頼申請代行のため、金融機関口座やクレジットカー

①セコム山陰の保有個人データの開示等のお求めは、本「個人情報の取扱いについて」

ドの有効性の確認のため

の 11 項に定める窓口までご連絡ください。お求めの際は、セコム山陰が定める請

・ お取引の決済、お支払い、ご入金確認のため
・ サービスに関する連絡、障害発生等の連絡を行うため、サービス利用上での同意確認のため
・ 他電気通信事業者サービス等への申請代行のため
・ 緊急事態発生時における、迅速な対応・連絡確認措置及び必要により現地確認を
お願いするため（緊急連絡先に関する個人情報はこの目的のために利用されます)
２)セコム山陰株式会社は、お客様との契約が解除された後であっても、ここに掲げ
る利用目的の達成に必要な限りで個人情報を利用する場合があります。
３)セコム山陰株式会社は、上記に記載した利用目的の範囲を超えて、お客様の個人

求書類を簡易書留郵便（代金は請求者様がご負担下さい）によって送付頂く必要が
ございます。
②上記①のお求めにおいては、社内規程に基づき、ご本人(または代理人)の確認をい
たします。
③上記①のお求めのうち、“開示請求”および“利用目的通知請求”におきましては、440
円の手数料を頂戴いたします。
７ 安全管理
セコム山陰株式会社は、取り扱う個人情報の、漏えい、滅失又は毀損の防止その他
の安全管理のための必要かつ適切な措置を講じます。

情報を利用することはありません。

８ 従業員の教育・監督

３ 個人情報の取扱いに関する管理責任者
セコム山陰株式会社において当該個人データの管理責任を有する者は次の通り。

セコム山陰株式会社は、従業員に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人

セコム山陰株式会社本社 本社総務部 総務部長

情報の安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行います。

電話番号：0852-23-6000

９ 委託先の監督

FAX：0852-23-8800

４ 第三者への提供
セコム山陰株式会社は、ご本人の同意がない限り第三者に個人情報を提供することは

セコム山陰株式会社は、個人情報の取り扱いの全部又は一部を委託する場合、その
取り扱いを委託された個人情報の安全管理が図られるよう、委託先と機密保持に関す

いたしません。ただし次に掲げる場合は第三者に個人情報を提供することがあります。

る契約を締結し、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。

・他業者代理店業務における申し込み取り次ぎのため、電子メールやデータ送信、電

10 個人情報ご提供の任意性及びその場合の注意事項

話連絡にて、お名前、ご住所、ご連絡先等を、通信事業者、インターネット接続事
業者、ドメイン管理業者に提供
・収入代行業務委託のため、金融機関に提供。提供方法並びに提供する個人情報の内
容は金融機関の定めに基づき実施
・上記以外の第三者提供につきましては、ご本人の同意がない限り致しません。ただ
し次に掲げる場合は、ご本人の同意無しに第三者提供する事がございます。
１)法律の定め又は法律の手続きにより開示が必要な場合。
２)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、お客様の同意
を得ることが困難であるとき。
３)公衆衛生の向上又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、お客様の同意を得ることが困難であるとき。
４)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂
行する事に対して協力する必要がある場合であり、お客様の同意を得る事により
当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
なお、次に掲げる場合において、当該個人情報の提供を受ける者は、第三者には該
当致しません。
①セコム山陰株式会社が利用目的の達成に必要な範囲内において個人情報の取り扱

個人情報のご提供は、この「個人情報の取扱いについて」の内容にご同意頂けない
場合は取得致しません。ただし、ご提供頂けない場合、又は、個人情報の全部又は一
部が不足している場合には、セコム山陰株式会社が提供するサービスに支障が生じる
場合があります。あらかじめご了承ください。
11 個人情報の取り扱いに関する問い合わせ窓口（苦情窓口)
セコム山陰株式会社は、個人情報の開示・訂正・削除請求及び取り扱いに関するお
問合せ・苦情について、適切な対応を致します。
セコム山陰株式会社本社 事務局
電話番号：0852-23-8320

FAX 番号：0852-27-8696
2017.5.30 (8 版) 改訂

