本申込書は、ご登録(通知)メールアドレスが利用できない(分からない)場合のみご提出ください

「Zenlogic」ビジネス会員情報変更届
個人情報保護法に基づく公表事項等に関するご案内に同意し、貴社に登録した会員情報について下記の通り変更手続きをいたします。
届出日：

1

年

月

日

現在の会員情報をご記入ください
会員番号
捺印欄 ※1

フリガナ

法人名/ 団体名
フリガナ

担当者名
※1 法人名/団体名がわかる印鑑を必ずご捺印ください。

2

変更後の会員情報をご記入ください
捺印欄 ※1

フリガナ

法人名/ 団体名
フリガナ

担当者名
部署名

役職名

フリガナ

〒

住所等

－
都

道

市

府

県

群

区

フリガナ

ビル名、部屋番号、様方
までご記入ください

電話番号（

）

通知メール
アドレス

－

FAX番号（

）

－

＠

【ご記入にあたってのご注意】
・通知メールアドレスは受信可能なメールアドレスをご記入ください。
・法人名/団体名の変更の場合は、変更の履歴が確認できる『登記簿謄本（履歴事項全部証明書など）』の
コピーをあわせてお送りください。

必要事項をご記入のうえFAXにてお送りください。
株式会社IDCフロンティア 大阪オフィス
TEL：0120-414-538（受付時間：平日9時～18時）
E-Mail：support@zenlogic.jp

（弊社使用欄）
ZLA-A-019-Q0326

個人情報保護法に基づく公表事項等に関するご案内
当社が取り扱う個人情報について、その利用目的および開示請求等のお手続きに関して以下のとおり
ご案内いたします。お客様（ビジネスパートナーを含みます。）におかれましては、本書をお読みいた
だき当社に対する個人情報のご提供の是非をご判断ください。お客様から個人情報のご提供があった場
合は、お客様が本書の内容にご同意いただいたものとさせていただきます。
1.

2.

当社は、お客様への通知、ご利用約款への掲示等の方法により、別途、利用目的等を個別に
ご案内する場合があります。その場合、個別のご案内が本書の内容に優先いたします。

3.

個人情報の取扱いの委託
当社は、上記利用目的の達成のため、または当社サービスを提供するために必要な範囲内で、
ライセンサー、データセンター、ドメイン名の管理機関（レジストリ等）その他当社の個人
情報保護基準を満たす業務委託先に対して、取得した個人情報の取扱いを委託する場合が
あります。

当社は、個人情報を取得する場合は以下の利用目的の範囲で取り扱います（取得の状況からみて
利用目的が明らかであると認められる場合を除きます）。
個人情報の種別
(1) 当社サービスをご利用
のお客様の個人情報

(2) ドメイン名の取得その
他ドメイン名の管理を
伴うサービスをご利用
のお客様の個人情報
(3) ビジネスパートナー制
度をご利用のお客様の
個人情報
(4) 各種キャンペーン・懸
賞等にご応募いただい
たお客様の個人情報
(5) 各種セミナー・イベン
ト等の参加のお申込み
をいただいたお客様の
個人情報

(6) 各種アンケート・調査
等にご協力いただいた
方の個人情報

(7) 採用応募者の個人情報

(8) その他お問い合わせや
ご指摘をいただい方の
個人情報

(9) その他お問い合わせや
ご指摘をいただい方の
個人情報

利用目的
① サービス提供に伴うお客様の本人確認のため
② サービス利用料金の請求、サービス利用契約の更新、サー
ビス内容・仕様等の変更その他サービスのご利用に関わる
各種お手続きのため
③ ハードウェア障害、メンテナンス工事、セキュリティ問題
その他サービスのご利用に影響を与える情報の提供のため
④ 当社サービスの提供のために必要な範囲で、当該サービスに
かかるソフトウェア等のライセンサーまたはハードウェア
の提供元であるデータセンター事業者に対し提供するため
⑤ 当社およびソフトバンクグループ各社のサービス、キャン
ペーン等をご案内するため
⑥ 当社のメールマガジンの配信、当社サービスにかかる広告
宣伝物、並びに景品、粗品等の送付のため
⑦ お客様からのお問い合わせ等に対する当社回答のため
⑧ 市場分析、お客様動向の調査に利用するため（調査、分析
結果の利用は、当社内に限定いたします）
① ドメイン名の取得、更新、廃止等に必要な手続きのため。
② ドメイン名の取得、更新、廃止等のために必要な範囲で、
ドメイン名管理機関（レジストリ等）に対し提供するため
① (1)①～⑧記載の利用目的のため
② ビジネスパートナー制度に関連するサービス、キャンペー
ン、イベント等についてのご案内を行うため
① 当社およびソフトバンクグループ各社のサービス、キャン
ペーン等をご案内するため
② 当社のメールマガジンの配信、当社サービスにかかる広告
宣伝物、並びに景品、粗品等の送付のため
① お客様の本人確認のため
② イベント内容のご案内のため
③ セミナー、イベントを今後新たに企画した際のご案内のため
④ 当社およびソフトバンクグループ各社のサービス、キャン
ペーン等をご案内するため
⑤ 当社のメールマガジンの配信、当社サービスにかかる広告
宣伝物、並びに景品、粗品等の送付のため
⑥ 市場分析、お客様動向の調査に利用するため（調査、分析
結果の利用は、当社内に限定いたします）
① サービスの開発、向上および販売促進のため
② 当社およびソフトバンクグループ各社のサービス、キャン
ペーン等をご案内するため
③ 当社のメールマガジンの配信、並びに景品、粗品等の送付
のため
④ 市場分析、お客様動向の調査に利用するため（調査、分析
結果の利用は、当社内に限定いたします）
① 書類選考、面接等の採用活動および当該活動に関連する
連絡のため
② ご質問等に対する当社回答の提供のため
① お客様からのご質問等に対する当社回答の提供のため
② 当社およびソフトバンクグループ各社のサービス、キャン
ペーン等をご案内するため
③ 当社のメールマガジンの配信、当社サービスにかかる広告
宣伝物、並びに景品、粗品等の送付のため
④ 市場分析、お客様動向の調査に利用するため（調査、分析
結果の利用は、当社内に限定いたします）
① お客様からのご質問等に対する当社回答の提供のため
② 市場分析、お客様動向の調査に利用するため（調査、分析
結果の利用は、当社内に限定いたします）

その他、個別に同意いただいた利用目的について、その範囲内で適切に利用いたします。

4.

5.

個人情報の第三者提供
以下の場合、当社は個人情報を第三者に提供することがあります。
① 別途本人の同意がある場合
② 裁判所から、法令に基づく開示を命じる判決もしくは命令を受けた場合、または、警察
等の公的機関から捜査権限を定める法令に基づき正式な照会を受けた場合
③ 当社または提携先のサービスの利用に関連して、お客様が法令や利用規約、ガイドライン
等に反し、第三者または当社の権利、財産、サービス等を保護するために必要と認めら
れる場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合
④ 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合
であって、本人の同意を得ることが困難な場合
⑤ 【別紙1】に定める場合
⑥ その他、個人情報保護法上許容される場合
受託業務において取扱う個人情報（開示対象個人情報に該当しません。）
当社は、他の事業者から電気通信サービスに関する業務を委託され、当該業務を実施するに
あたり個人情報を取扱う場合があります。この場合、当社は当該業務の目的達成に必要な
範囲内で個人情報を利用します。

6.

個人情報保護管理者
管理部門長
連絡先は以下8(5)に同じ

7.

個人情報提供の任意性等
当社への個人情報の提供は任意によるものです。お客様のご判断によりご提供いただけない
場合は、当社が提供するサービスをご利用いただけない場合があります。また、8(1)に定め
る開示等の求めのお申出をお受けすることができません。

8.

開示等の求めに応じる手続
当社が保有するお客様の個人情報の開示、利用目的の通知、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（以下、「開示等」といいます。）のお申出
は、以下の手続きにより受け付けます。
(1) 開示等の求めのお申出先
株式会社IDCフロンティア 個人情報開示窓口係
〒102-8124 東京都千代田区紀尾井町1番3号 東京ガーデンテラス紀尾井町紀尾井タワー
(2) 開示等の求めに際し、ご提出いただく書式および開示等の求めの方式
書式：当社所定の申請書
方式：前(1)の住所に郵送
(3) 開示等の求めをする者がご本人またはその代理人であることの確認の方法
以下の書面の写しを所定の申請書とともにご郵送ください。
（本人の場合）
運転免許証、旅券、写真付き住民基本台帳カードのいずれかのコピー
（代理人の場合）
代理人と本人、それぞれについて運転免許証、旅券、写真付き住民基本台帳カードの
いずれかのコピーと代理委任状
(4) 利用目的の通知または開示を求める際の手数料額および徴収方法
手数料額：900円（税込）
徴収方法：定額小為替証書を所定の申請書とともにご郵送ください。
(5) 個人情報の取扱いに関し弊社が設置する苦情のお申出窓口
株式会社IDCフロンティア 個人情報開示窓口係
〒102-8124 東京都千代田区紀尾井町1番3号 東京ガーデンテラス紀尾井町紀尾井タワー

9.

その他
当社は、個人情報保護法に基づく公表事項等について適宜見直しを行い、改定する場合が
あります。改定した場合は、当サイトの掲載内容に反映すること等により公表し、公表さ
れた時点よりその効力を生じるものといたします。

【別紙1】
当社は以下のとおりお客様の個人情報を共同利用いたします。
(1)共同利用者の利用目的

(2)共同利用者の範囲

「Zenlogic」のサービス利用料金の支 株式会社セディナ
払が発生するお客様を対象とした以下
の利用目的
・当社から共同利用者に対するサービ
ス利用料金の債権譲渡に関する手続き
のため
・その他、当社ビジネス会員規約別記
「債権譲渡に関する特約2 個人情報の
取扱いに関する同意条項」記載の利用
目的のため
https://zenlogic.jp/pdf/yakkan/zen_
account_b.pdf

・お客様からサービス利用契約の申
込みを受け付け、当社とお客様との
間で成立するサービス利用契約の取
次、利用料金の回収その他サービス
利用契約に関する媒介行為を行うた
め
・お客様のサービスの利用に関する
手続きやサポート等を行うため

ソフトバンク株式会社

お客様を当社に紹介いただいたビジ
ネスパートナーが、お客様に代わり
お客様のサービスの利用に関する手
続等を行うため

お客様を当社に紹介い
ただいたビジネスパー
トナー

「TeamOn」のサービスをご利用のお 株式会社フレクション
客様を対象として、本書本文1.の(1) コンサルティング
①、②、③、⑦、⑧に定める利用目
的のため（必要な範囲に限ります）
本書本文1.の(1)①、②、③、⑦に定 当社サービスにおいて
める利用目的達成のため（必要な範 ソフトウェアの使用許
囲に限ります）
諾等のライセンス契約
を伴う場合の当該ライ
センサー

(3)共同利用され (4)共同利用される個人情報に
かかる個人情報保護管理者
る個人情報の項目
会社名
本書本文6.に定める個人情
代表者名
報保護管理者
担当者名
部署名
役職名
住所
電話番号
ＦＡＸ番号
メールアドレス
その他利用目的に
必要な範囲の項目

