個人情報の取り扱いに関して
必ず以下の内容をお読みいただき、同意頂ける場合のみお申し込み下さい。
当社へお申し込みされた時点で以下の内容に同意いただいたものといたします。
本書については、お客様にて保管下さい。
この度は当社製品のお申し込みをいただき、誠にありがとうございます。
当社は、貴社の個人情報を直接書面で取得するにあたり下記の事項を明示します。
事業者名

株式会社パイ・アール

b

個人情報保護管理者

〒540-6591 大阪市中央区大手前 1-7-31 OMM ビル 18F
株式会社パイ・アール 個人情報管理者
TEL ： 06-6948-8011
FAX ： 06-6948-8012
MAIL： support@pai-r.com

c

利用目的

1.
2.
3.

d

個人情報を第三者に提供する場合

当社では、個人情報を第三者に提供することはございません。それ以外には法令に基づく
場合や人の生命、身体又は財産の保護のために緊急の必要がある場合等を除き、あらかじ
め貴社の同意を得ることなく個人情報を第三者に提供いたしません。

e

個人情報の取扱いの委託を行う場合

当社ではサービス提供にあたり、安全管理措置を講じていると判断した外部事業者に委託
することがあります。

f

開示・訂正・利用停止の各請求に該当する場
項目 b の個人情報管理者宛にお電話、FAX、メールもしくはパイ・アールホームページの
合、その請求に応じる問い合わせ方法及び窓
お問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。
口

g

個人情報提供の任意性

a

ユーザー管理のため
営業活動、お取引様管理のため
お問い合わせに関するご回答のため

個人情報の提供は任意です。ただし個人情報をご提供いただけない場合は、貴社に対し
て、その個人情報の利用目的に係る業務をご提供できない恐れがありますので予めご了
承下さい。
株式会社パイ・アール
TEL：06-6948-8011 FAX：06-6948-8012
大阪市中央区大手前 1-7-31 OMM ビル 18F

（アルキラー追加申込書 ver.1.13）

アルキラー月額追加申込書
【 ご注意 】※申込内容を変更する場合、変更手続きが必要となり、手数料2,200円（税抜価格2,000 円）がかかります。
※太枠内の項目は必ず記載して下さい。
※別紙の各種利用規約をご確認のうえ、お申込み下さい。利用規約にご同意いただけない場合は、お申込みいただけません。
区分

申込日

追加

西暦

年

月

日

代理店

ふりがな
会社名・商号
電話番号

FAX 番号

（社印）

〒

お申込住所
ふりがな
担当者メールアドレス

担当者名

★担当者メールアドレスは今後、当社からの大事なお知らせなどをお送りする宛先となりますので定期的にご担当者様がご確認されるアドレスをご記入下さい。

管理メーラ台数

ＰＣ

台

※2 台目以降は管理メーラ代金 1 台につき17,600円（税抜価格16,000円）が発生します

メーラ①希望 ID

第 1 希望

第 2 希望

第 3 希望

メーラ②希望 ID

第 1 希望

第 2 希望

第 3 希望

★ご希望ID は、お申込される管理ソフト台数分必要になります。ご希望がない場合は当社にて ID を決定いたします。
★複数台のメーラご利用について、特にご指定がない場合は全メーラで全端末からのメールを受信する設定となります。
★使用できる文字はアルファベット（小文字）、数字および記号「－（ハイフン）」、「＿（アンダーライン）」のみの最大 15 文字です。
ご利用されるスマートフォン（携帯電話）のキャリア、種別を選択し、機種名をご記入下さい。
キャリア

docomo

au

Softbank

他

Android

種別

iOS

機種名

ご利用を希望される商品のライセンス数量ご記入下さい。
製品名

数量

アルキラー（月額支払い）

どちらかお選び下さい
ID

動画版

静止画版

※月額製品に関しては別途「口座振替依頼書」のご記入が必要になります。「口座振替依頼書」はお申込いただきましたら当社より追って郵送いたします。
※年額支払い（一括支払い）にてアルキラーご購入を希望される方は、4 枚目の「メンテナンスに関する同意文」も必ず一緒にお送り下さい。
ご利用されるスマートフォン（携帯電話）の電話番号を全てご記入下さい。 ※10 件を超える場合は別紙をご利用下さい。

ご希望されるオプション機能について、どちらか選択していただき必要事項をご記入下さい。※複数選択可
1. アラートメール機能
1,100円
（税抜価格1,000円）/台

申し込む

申し込まない

アラート先メールアドレス（1 アドレスのみ）
※PC からのメールを受信できるもの

申し込む

申し込まない

※検知結果を自動的に管理メーラへ送信する機能です。

2. 自動送信機能
1,100円
（税抜価格1,000円）/台

※オプション機能は全端末に適応されます。
アクセサリー

※アクセサリーのみご注文で合計金額が税込3,000円未満の場合、ネコポス送料308円(税込)を請求させていただきます。
ネコポス以外の発送方法をご希望の方は別途お問い合わせください。(送料が異なる為、当社サポートスタッフより個別連絡いたします)
1 本 770 円
(税抜価格700円)

本

10 個入(S) 1,100 円
(税抜価格1,000円）

ヶ

100 個入(S) 8,800 円
（税抜価格8,000円）

100 個入(L) 22,000 円
（税抜価格20,000円）

ヶ

10 個入(逆止弁) 1,650 円
（税抜価格1,500円）

1 本（300ｍｌ） 1,980 円
（税抜価格1,800円）※２本から販売

本

1 台 5,390 円
（税抜価格4,900円）

台

接続ケーブル

マウスピース
除菌スプレー
タブレットスタンド

ヶ

10 個入(L)2,750 円
（税抜価格2,500円）

ヶ

ヶ

100 個入(逆止弁)13,200 円
（税抜価格12,000円）

ヶ

代理店担当者にも登録完了通知の送信を希望される場合はチェックを入れて下さい。(送信先アドレスは備考欄へご記入下さい)
備考欄

発送日

発送No

検知器No

登録日

登録者
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ふりがな
会社名・商号

枚目／全

枚中

[追加分] ご利用されるスマートフォン(携帯電話)の電話番号（ハイフンなし）を全てご記入下さい。(任意)

備考欄

（アルキラー追加申込書 ver.1.13）

アルキラー年額支払い メンテナンスに関する同意書

この度はアルキラーご購入のお申込をいただき、誠にありがとうございます。
アルキラーを年額支払い（一括支払い）で購入されるお客様は、以下の内容についてご確認お願いいたします。以下の内容にご理解、ご同意い
ただいたうえでお申込下さい。
【※代理店の皆様へ※】代理店様にて弊社申込様式で取次ぎされる場合も、本同意書を必ずお客様へご提示、ご確認いただきま
すようお願い申し上げます。

記

1.
アルキラー（検知器およびアプリ、ソフトウェア全て）は、1 年もしくは使用回数 2,000 回のどちらか早い方が来た段階でメンテナンス
（有料）を行っていただく必要があります。
2.
ご購入から 1 年未満であっても、使用回数が 2,000 回を超えた検知器はメンテナンス（交換）が必要です。（使用回数 2,000 回を超
えますと、検知器に「CHECK」表示が出ます）
3.
メンテナンス費用は 1 台 11,000 円（税抜価格10,000円）となり、検知器本体のみ交換となります。（専用ケーブル、マウスピースは付
属されません）
4.
メンテナンスの際には、必ず使用済み検知器をパイ・アールまでご返却下さい。交換用の新検知器到着から遅くとも 2 週間以内にご返却
下さい。2 週間以内の返却に関して困難な場合は、別途ご相談下さい。
5.
メンテナンス期日の 1 ヶ月前には、パイ・アールよりメンテナンスのご案内をお送りいたします。期日までにお手続きいただけない場合
は、アルキラーご利用いただけなくなります。予め了承下さい。
6.

メンテナンス期日を超えてからの交換は、新規費用 19,800 円（税抜価格18,000円）となります。

内容について同意いただけましたら、下記に署名をお願いいたします。

上記の内容について同意します。
記入日：令和

年

月

日

お客様署名（法人名）：

※本同意書についても、お手数ですがアルキラーのお申込書と一緒にパイ・アールまでお送りいただきますようお願いいたします。
本同意書のご提出がない場合は、申し訳ございませんがお申込をお受けすることができませんので何卒ご了承下さい。

株式会社パイ・アール大阪市中央区大手前 1-7-31OMM ビル 18F
TEL) 06-6948-8011
FAX) 06-6948-8012
MAIL）support@pai-r.com

（アルキラー追加申込書 ver.1.13）

