
ログインID ※2 ： ログインパスワード ※3 ：

お名前 ： お名前ふりがな ：

メールアドレス ※1 ：

貴社名／学校名 ：

所属部署 ： 役職 ： 

ご住所 ：  〒

勤務先の
業種・業界： 

電話番号 ：

DISとのお取引き確認 ※4 ： □ お取引きがある
 □ お取引きがない

DIS担当支店名： DIS担当者名：

本イベントを知ったきっかけ ※5 ： □ DISからの案内　　　□ DIS以外の取引先からの案内　　　□ ホームページ
 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　　

ご招待企業名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご担当者：

ダイワボウ情報システム㈱ DISわぁるど事務局 宛

http://www.dis-world.com/hokuriku/Webでの
申し込み

入場・受講

無料

時　間講演社  ／  ディスカッション内容 定　員 チェック

□
□
□
□
□

7月18日㈬

申込FAX番号  ▶  03-5746-6402

DISわぁるど事務局 金沢支店
〒920-0856 石川県金沢市昭和町16-1（ヴィサージュ13F）
TEL 076-263-2461 / FAX 076-263-2464

7月18日㈬

□ 午前　　□ 午後　　□ 時間未定 □ 午前　　□ 午後　　□ 時間未定
7月19日㈭

□ 18日、19日のどちらか

● 来場事前登録

● 講演会・セミナー事前登録

※事前登録していただくとご登録完了メールが届きます。ご登録完了メールはお申込みいただいた講演会や ITビジネスセミナーの受講券となりますので、ご来場時は印刷して会場へお持ちください。

個人情報の取り扱いについて ： お客様の個人情報の取り扱いについては弊社が定める「個人情報保護方針」「個人情報保護方針ポリシー」をご確認ください。個人情報保護方針は裏面をご確認ください。個人情報の取り扱いについて同意いただけない
場合は事前登録することができません。なお登録いただいた個人情報は、上記ポリシーの利用目的の範囲内で下記の「ご招待企業名」に記載いただいた会社へ提供することがございますので、同意いただいた上でご登録ください。

左記の項目すべてにご記入ください。記入漏れ
がありますとご登録できない場合があります。

※1　携帯メールでのご登録はできません。
※2　お申し込みいただくとわぁるど公式サイトに専用ページをお作りしま

す。その専用ページへログインするためのIDとなります。8文字以
内で半角英数字の任意の文字をご記入ください。すでに登録され
ているIDは使用できません。専用ページではご登録内容の追加・
変更が可能です。

※3　上記のパスワードになります。8文字以内で半角英数字の任意の文
字をご入力ください。

※4　「お取引がある」を選択された方は担当支店、担当者をご記入くだ
さい。

※5　「DIS以外の取引先からのご案内」を選択された方はご招待企業名
とご担当者様をご記入ください。

ご登録が完了するとご記入いただいたメールアド
レスにご登録完了のメールをお送りいたします。
ご登録完了メールはお申込みいただいた講演会
や ITビジネスセミナーの受講券となります。
ご来場の際はご登録完了メールを印刷して会場
へお持ちください。

弊社の個人情報ポリシーに同意する　□ 

特別講演

ビジネスセミナー

パネルディスカッション

ビジネスセミナー

ビジネスセミナー

□ 農林水産業 □ 製造業 □ 建設業 □ 商社・卸売業 □ 小売業 □ 飲食店
□ 金融・保険業 □ 不動産業 □ 運輸業 □ 倉庫業 □ 通信業 □ 電気・ガス・水道
□ レンタル・リース業 □ ホテル・旅館 □ 広告業 □ 報道機関 □ 情報サービス業　　□ 医療
□ 文教　□ 研究所 □ 官公庁・地方自治体 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

受講を希望される講演・セミナーのチェック欄にチェックを入れ、必要事項をご記入の上、上記番号までFAXにてお送りください。

11:00 ～ 12:00

12:15 ～ 13:00

13:30 ～ 15:00

15:15 ～ 16:00

16:45 ～ 17:30

200名

50名

200名

50名

50名

200名

50名

200名

50名

“地方適合型スマートシティ”による地方創生の実現（シスコシステムズ）

IoT時代に求められるサイバーセキュリティ対策とは （トレンドマイクロ）

ものづくり革命！AI、ロボットにつながる未来とは。

ITの近代化を支える、DellEMCのHCIソリューション（デル）

建設生産プロセスの変革を加速する「LANDLOG」の取り組み（ランドログ）

時　間講演社  ／  ディスカッション内容 定　員 チェック

□
□
□
□

7月19日㈭
トークセッション

ビジネスセミナー

パネルディスカッション

ビジネスセミナー

11:00 ～ 12:00

12:15 ～ 13:00

13:30 ～ 15:00

15:15 ～ 16:00

スマートワーク総研 『「DiSわぁるど」会場で見つけた、ワークスタイル変革のヒント！』

絶好の働き方改革チャンス到来！（ヴイエムウェア）

生産性UPのあれこれ！ ～何からはじめてどこを目指すのか!?～

生産性向上を後押しするNECのRPAソリューション（日本電気）



個人情報を共同利用するグループ会社

個人情報の取り扱いについて

　ダイワボウ情報システム株式会社（以下「当社」といい
ます）は、お客様のお名前、ご住所、電話番号、Eメー
ルアドレスのような個人を特定できる情報（以下「個人情
報」といいます）をプライバシーと認識し、保護すること
が当社の社会的責任と考えています。
　これを確実に実践していくために下記の「個人情報保護
ポリシー」を定め、役員を含む全社員はこのポリシーに従
い個人情報の適切な取り扱い、管理に努めます。
　個人情報保護ポリシーについてのご意見、ご質問があ
りましたらお問い合わせ窓口にてご連絡をお願いします。

1　当社は、お客様の個人情報を取り扱う部門毎に管理
責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。

2　当社は、お客様に個人情報の提供をお願いする場合
は、その収集目的、当社がお客様の個人情報を提
供する第三者の範囲、お客様に対する当社の対応窓
口などを通知します。

3　当社は、お客様よりご提供いただいた個人情報を適
切に管理し、お客様の承諾を得た会社以外の第三者
に提供、開示等一切いたしません。

4　当社が、お客様の承諾に基づきご提供いただいた個
人情報を第三者に提供する場合は、お客様の個人情
報を漏洩や再提供等がないよう、契約時より義務付
け、適切な管理を実施させます。

5　当社は、お客様が提供された個人情報の確認、訂正
などを希望される場合は、合理的な範囲で対応いた
します。当社対応窓口までお申し出下さい。

6　当社は、当社が保有するお客様の個人情報に関して
適用される日本の法令、その他規範を遵守するとと
もに、本ポリシーの内容を継続的に見直し、改善し
ていきます。

　当社は、ご提供いただいた個人情報につきましては、
下記の目的の範囲内で取り扱いさせていただきます。 
1　お客様との売買契約、保守契約および業務委託契約
などの各種契約の履行のため

2　当社の取扱商品または当社が提供するサポート、サー
ビスの品質向上、充実のため

3　当社が主催するセミナー、当社の取扱商品、当社が
提供するサポート、サービスまたは情報技術に関す
るご案内をお客様へ送付するため

4　お客様へ販売した取扱商品のサポート、メンテナン
スを実施させて頂くため

5　お客様へ新たな取扱商品や各種キャンペーンのご案
内を送付するため

6　上記の他当社の営業に関する行為に利用するため
　なお、当社は、お客様との各種契約が解除された後も、
本利用目的の実施に必要な範囲内で個人情報を利用す
る場合があります。

　当社は、ご提供いただいた個人情報につきましては、
以下の場合に限り、上記利用目的を達成するためお客
様の同意を得ずに第三者へ提供させていただく場合がご
ざいます。
1　当社グループ会社との共同利用
お客様の個人情報を、当社の個人情報保護ポリシー
に従い、利用目的を上記の内容に限定したうえで、
こちらの当社グループ会社内にて共同利用させてい
ただく場合がございます。共同して利用するお客様
の個人情報の項目は、当社として保有しているお客
様の全ての個人情報です。上記会社間での共同利
用に際して、お客様の個人情報の管理、運用につい
ての責任者は弊社となります。

2　社外への業務委託のための利用
お客様の個人情報を、上記利用目的の範囲内で、
宅配便業者などの業務委託先へ預託・提供等する場
合がございます。

3　法令等に基づく利用
法令等に基づき、裁判所・警察機関などの公的機関か
ら開示の要請があったとき、当該公的機関に提供する
場合がございます。

　上記内容についてのご意見、ご質問がございましたら
お問い合わせ窓口までご連絡くださいますようお願いい
たします。
　お客様がご自身の個人情報について確認されたい場
合には、それぞれの担当窓口にお願いいたします。窓
口が設置されていない場合はお問い合わせ窓口までお
問い合わせください。

お問い合わせ窓口：
https://contact.pc-daiwabo.co.jp/form.htm-
l?id=1

　その際、ご本人確認をさせていただくため、下記の内
容を提示いただきます。ご本人確認の詳細につきまして
は、お問い合わせいただいた際にご連絡させていただ
きますので、ご協力願います。

提示いただく内容
　▪ お名前
　▪ ご住所
　▪ 電話番号・FAX番号
　▪ e-mailアドレス
　▪ お問い合わせ内容（開示、第三者提供の停止など）
　▪ お客様の個人情報を提供いただいた経緯
　　（セミナー、修理依頼など）
　▪ 上記内容を確認するためのご本人確認書類
（次のうちのいずれかで氏名と現住所を確認できるもの）
住民票の写し、運転免許証のコピー、健康保険証の
コピー、パスポートのコピー

　当社は、日本国における法令等の変更に合わせるた
め、またはお客様情報の保護をより確かなものとするた
め、本サイト「個人情報の取り扱いについて」を改定させ
ていただくことがございます。定期的に本サイトのご確
認をしていただきますようお願いいたします。

（1）　パソコンを中心としたOA機器の販売 
（2）　情報処理システム・通信システムの開発と販売

倉庫業及びパソコン等の導入・運用・障害復旧支援に
関する事業

（1）　ネットワーク構築事業
（2）　システム開発事業
（3）　ソフトウェア開発事業
（4）　インフラ設計施工事業
（5）　保守・運用事業
（6）　電気通信事業

個人情報保護方針

個人情報保護ポリシー

お客様の個人情報の
利用目的について

第三者への
情報提供について

お問い合わせ窓口

「個人情報の取り扱い
について」の改定

社名

ダイワボウ情報システム
株式会社

ディーアイエス
サービス＆サポート
株式会社

ディーアイエス
ソリューション株式会社


