
以下の必要項目へご記入の上、弊社営業担当者へお渡しいただくか、上記FAX番号へお送りください。

参加申込書

FAX : 019-625-3135 フェア事務局 宛

お問い合わせ先

TASKクラウドフェア2019事務局 （エクナ株式会社内）担当：中村、漆原
住所：〒020-0021 盛岡市中央通1丁目6番30号電話番号：019-652-3000（代） FAX番号：019-625-3135

※電話でのお問合せ受付時間：8:30～12:00／13:00～17:30（土・日・祝日を除く)

TASKクラウドフェア2019in青森

個人情報保護方針
のご確認　　必須

貴庁名　　  　必須    部課名 必須

裏面の内容をご確認いただき、チェックを付してください。
　□個人情報保護方針を確認しました。

（お役職）必須　　　　　　　　　                   (ご芳名）必須

（お役職）　　　　　　　　　　　                   (ご芳名）

（お役職）　　　　　　　　　　　                   (ご芳名）

（お役職）　　　　　　　　　　　                   (ご芳名）

（お役職）　　　　　　　　　　　                   (ご芳名）

セミナー
　セミナーへ参加される場合は、参加を希望するセミナーをチェックして下さい。

　□税業務の見直しで、利用者も行政ももっと便利に　  　10:50～11：30
　□自治体クラウドの動向とマイナンバーカードの利活用（仮）   　   14:00～15：00

電話番号　　  必須
　※2名様以上でお申し込みの場合、代表者様の電話番号をご記入下さい。

ご来場予定　  必須
  □午後(       　    時　　　　分頃）
  □午前(       　    時　　　　分頃）

（お役職）　　　　　　　　　　　                   (ご芳名）


青森

				個人情報保護方針のご確認　　必須 コジン ジョウホウ ホゴ ホウシン カクニン ヒッス		裏面の内容をご確認いただき、チェックを付してください。
　□個人情報保護方針を確認しました。 ウラメン ナイヨウ カクニン フ コジン ジョウホウ ホゴ ホウシン カクニン

				貴庁名　　  　必須 キ チョウ メイ ヒッス								   部課名 必須 ブカ メイ ヒッス

				（お役職）必須　　　　　　　　　                   (ご芳名）必須 ヤクショク ヒッス ホウメイ ヒッス



				（お役職）　　　　　　　　　　　                   (ご芳名） ヤクショク ホウメイ



				（お役職）　　　　　　　　　　　                   (ご芳名） ヤクショク ホウメイ



				（お役職）　　　　　　　　　　　                   (ご芳名） ヤクショク ホウメイ



				（お役職）　　　　　　　　　　　                   (ご芳名） ヤクショク ホウメイ



				（お役職）　　　　　　　　　　　                   (ご芳名） ヤクショク ホウメイ



				電話番号　　  必須 デンワ バンゴウ ヒッス		　※2名様以上でお申し込みの場合、代表者様の電話番号をご記入下さい。 メイ サマ イジョウ モウ コ バアイ ダイヒョウシャ サマ デンワ バンゴウ キニュウ クダ



				ご来場予定　  必須 ライジョウ ヨテイ ヒッス		  □午前(       　    時　　　　分頃） ゴゼン

						  □午後(       　    時　　　　分頃） ゴゴ

				セミナー		　セミナーへ参加される場合は、参加を希望するセミナーをチェックして下さい。 サンカ バアイ サンカ キボウ クダ

						　□税業務の見直しで、利用者も行政ももっと便利に　  　10:50～11：30 ゼイ ギョウム ミナオ リヨウシャ ギョウセイ ベンリ

						　□自治体クラウドの動向とマイナンバーカードの利活用（仮）   　   14:00～15：00 ジチタイ ドウコウ リカツヨウ カリ





盛岡

				個人情報保護方針のご確認　　必須 コジン ジョウホウ ホゴ ホウシン カクニン ヒッス		裏面の内容をご確認いただき、チェックを付してください。
　□個人情報保護方針を確認しました。 ウラメン ナイヨウ カクニン フ コジン ジョウホウ ホゴ ホウシン カクニン

				貴庁名　　  　必須 キ チョウ メイ ヒッス								   部課名 必須 ブカ メイ ヒッス

				ご芳名　　　  必須 ホウメイ ヒッス		（お役職）　　　　　　　　　　（ご芳名） ヤクショク ホウメイ



				ご芳名 ホウメイ		（お役職）　　　　　　　　　　（ご芳名） ヤクショク ホウメイ



				ご芳名 ホウメイ		（お役職）　　　　　　　　　　（ご芳名） ヤクショク ホウメイ



				ご芳名 ホウメイ		（お役職）　　　　　　　　　　（ご芳名） ヤクショク ホウメイ



				ご芳名 ホウメイ		（お役職）　　　　　　　　　　（ご芳名） ヤクショク ホウメイ



				ご芳名 ホウメイ		（お役職）　　　　　　　　　　（ご芳名） ヤクショク ホウメイ



				電話番号　　  必須 デンワ バンゴウ ヒッス		　※2名様以上でお申し込みの場合、代表者様の電話番号をご記入下さい。 メイ サマ イジョウ モウ コ バアイ ダイヒョウシャ サマ デンワ バンゴウ キニュウ クダ



				ご来場予定　  必須 ライジョウ ヨテイ ヒッス		  □午前(       　    時　　　　分頃） ゴゼン トキ フン コロ

						  □午後(       　    時　　　　分頃） ゴゴ

				セミナー		　セミナーへ参加される場合は、参加を希望するセミナーをチェックして下さい。 サンカ バアイ サンカ キボウ クダ

						　□デジタル時代に求められる行政サービス  　　　　　 　10:50～11：30 ジダイ モト ギョウセイ

						　□自治体クラウドの動向とマイナンバーカードの利活用（仮）   　　14:00～15：00 ジチタイ ドウコウ リカツヨウ カリ







フェア開催に係る個人情報の取得に関する同意

１．事業者の名称
エクナ株式会社

２．個人情報保護管理者
常務取締役 野里 幸生

３．取得個人情報
・お名前 ・部課名 ・お役職 ・貴庁電話番号 ・その他本人を特定できる情報

４．個人情報を第三者に提供することが予定される場合の事項
当社は、皆様から頂いた個人情報を第三者に提供いたしません。第三者に提供する場合は、改めて

事前に同意を得ます。

５．個人情報の取り扱いの委託を行うことが予定される場合
当社は、皆様から頂いた個人情報の取扱いを第三者に委託することはありません。

６．個人情報の利用目的
当社では個人情報を以下の目的の範囲内で利用します。
下記の利用範囲を超えて個人情報を利用する場合は、その旨を連絡し同意いただいた上で利用
します。

（１）セミナー参加者への連絡、通知
（２）セミナー当日の出欠確認および名簿の作成。
（３）後日の情報提供

７．個人情報の開示等の請求
個人情報に関して下記の事項について対応させていただきますので、ご請求がございましたら、
弊社窓口までお問い合わせください。
開示要求書を送付させていただきますので、必要事項をご記入の上ご本人様確認のための書類
（運転免許証・パスポート等のコピー）を同封してご返送いただきますようお願いします。

（１）利用目的の通知の請求
（２）開示の請求
（３）内容の訂正の請求
（４）追加または削除の請求
（５）利用の停止の請求
（６）削除及び第三者への提供の停止の請求

８．個人情報を当社へご提供いただけない場合に発生するご本人様への影響について
当社に個人情報を提供されるかどうかは、ご本人様の任意によるものです。ただし、必要な項目
をご提供いただけない場合、フェア・セミナーに関するご連絡ができない場合がございます。

９．個人情報に関するお問い合わせ窓口
〒020-0021 岩手県盛岡市中央通1丁目6番30号
エクナ株式会社 公共事業本部 事業部長 菊池暁
電話番号：019-652-3000 FAX：019-625-3135

１０．備考
当社では、セミナー参加者の皆様の個人情報につきましては、管理者の管理の元、セミナー参加
者の情報として保管いたします。
その他個人情報に関し、ご不明な点がありましたら、上記の窓口までお尋ねください。


	スライド番号 1
	スライド番号 2

