
 

ソルパ（solper.org）利用規約 

 

 

第１章 総則 
第１条（利用規約の適用） 

１．株式会社エムシーキューブ（以下、「当社」という）は、この利用規約（以下、「利用規約」という）に基づき、本

サービスを提供します。 

２．利用規約と個別の利用契約の規定が異なるときは、個別の利用契約の規定が利用規約に優先して適用されるものとし

ます。 

 

第２条（定義） 

利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

① 本サービス：当社の組織改革をサポートするクラウド型システムソリューション「ソルパ（solper.org）」の利用

により、インターネットに接続された契約者の利用端末への情報掲示・配信サービス 

② サービス利用者：当社から本サービスの提供を受ける者 

③ 契約者：利用契約を当社と締結する者（販売店経由による本サービスの提供の場合、当該販売店をいう） 

④ 販売店：当社との利用契約に基づき、本サービスの再販を行う者 

⑤ 利用契約：本サービスの提供に関して、契約者と当社間で締結される契約（本規約の内容も含む） 

⑥ 再販契約：販売店が本サービスを再販する場合に、販売店とサービス利用者間で締結される契約（再販契約の手続・

料金の支払い等は、販売店所定の条件に基づく） 

⑦ 利用端末：本サービスを利用するためにサービス利用者が用意するPC、スマートフォンおよび携帯電話等の端末 

⑧ 電気通信設備：本サービスを提供するために当社が用意し、設定・維持するコンピュータ、その他の機器、ソフト

ウェアおよびデータセンター設備 

⑨ ID：契約者とその他の者を識別するために用いられる符号 

⑩ パスワード：IDと組み合わせて、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号 

⑪ 最低利用期間：当該期間内に契約者が利用契約を解約する場合、当該期間の満了日までの利用料金等の支払義務を

負う期間 

⑫ 提供区域：本サービスを利用することが可能な地域 

 

第３条（通知） 

当社から契約者またはサービス利用者への連絡・情報提供は、原則として電子メールまたは書面による通知、

もしくは当社所定の WEBサイトへの掲示（以下、併せて「通知」という）など、当社が適切と判断する方法で行

うものとします。 

 

第４条（利用規約の変更） 

当社は、事前の通知を行うことにより、本規約を随時変更することができるものとします。この場合、変更後

の内容は、新規約の効力発生日より適用されるものとします。 

 

 

第２章 利用契約等 
第５条（利用契約の成立） 

利用契約は、契約者が当社所定の方法による申込書を交付し当社がこれを承諾したとき、または契約者と当社との間で

所定の契約書を締結したときに成立します。なお、契約者は、利用契約の内容を確認し、承諾のうえで、申込みまたは契約

を締結するものとし、契約者が申込みまたは契約を締結した時点で、利用契約の内容すべて承諾したものとみなします。 

 

第６条（申込の拒絶） 

当社は、契約者が次の各号に該当する場合には、本サービスの申込みを承諾しない場合があります。 

① 本サービスの利用料金の支払い等、契約上の義務を怠る恐れがあることが明らかである場合 

② 本サービスの申込みの内容に虚偽の事実がある場合 

③ その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断する場合 

 

第７条（初期設定） 

１．利用契約の成立後、当社は、利用契約に定める期日迄に、本サービス利用に必要となる ID登録、データセンター設

定、動作確認その他の初期作業（以下、併せて「初期設定」という）を実施し、初期設定の完了後、サービス利用者に対

して本サービス開始日・申込内容を記載したサービス開始の確認書およびID・パスワードを書面により通知します。 

２．契約者は、本サービス開始日以降、実際のサービス利用の有無に係わらず、利用契約に基づき本サービスの利用料を



 

支払うものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由により、本サービスが利用できなかった場合は、この限りではあ

りません。 

 

第８条（権利譲渡の禁止） 

サービス利用者は、本サービスを利用する権利を、第三者に譲渡することはできません。 

 

第９条（契約者の地位の承継） 

契約者において、合併その他の理由によりその地位の承継があったときは、合併後存続する法人、または合併

により設立された法人等は、承継したことを証明する書類を添えて承継の日から３０日以内にその旨を当社に通

知するものとします。 

 

第１０条（契約者による変更通知） 

契約者は、住所、商号、代表者、サービス利用者に関する事項、その他当社に届出た事項に変更があったとき

は、速やかにその旨を当社に通知するものとします。 

 

第１１条（本サービスの変更） 

契約者が本サービスの内容の変更を希望する場合は、当社所定の方法により申出を行うものとし、当社が承諾

する場合、変更契約を締結するものとします。 

 

第１２条（当社が行う利用契約の解約） 

１．当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者になんらの催告を要せず直ちに利用契約を解約することができ

ます。 

① 契約者が本サービスの料金、遅延損害金等の支払期日を経過してもなお支払わないとき 

② 契約者が利用契約の申込にあたって虚偽の事項を申し出たことが判明したとき 

③ 第１０条（契約者による変更通知）、第３０条（お客様設備等の設置）、第３１条（サービス利用者の維持責任）、

第３２条（情報の取扱い）、第３４条（秘密情報の取扱い）または第３５条（個人情報の取扱い）の規定に違反した

とき 

④ 契約者において手形の不渡りもしくは破産の申立て等の理由により債務の履行が困難となったとき、またはその

恐れがあると認められたとき 

⑤ サービス利用者が前各号に掲げる事項の他、本規約に違反する行為で、当社の業務の遂行または本サービスに関わ

る電気通信設備に支障を及ぼす、または及ぼす恐れのある行為をしたとき 

２．当社は、前項の規定により利用契約を解約する場合は、契約者に対して当社の定める方法により通知します。 

 

第１３条（契約者が行う利用契約の解約） 

契約者は、利用契約を解約するときは、解約日の１ヵ月前までに、当社に対し書面によりその旨を通知するも

のとします。ただし最低利用期間を経過していない場合、契約者は当社に対して、最低利用期間の末日までの本

サービスの料金相当額を支払うものとします。 

 

第１４条（サービス利用者） 

１．当社は、利用契約に基づき、サービス利用者に対して、本サービスを提供します。 

２．契約者は、契約者以外の者をサービス利用者と設定し、利用契約を締結することができます。その場合、契約者は、

当該サービス利用者との間で、利用契約と同等の権利義務を定めた契約を締結すると共に、当該サービス利用者の為した

行為に関して責任を負うものとします。 

 

第１５条（反社会的勢力の排除） 

１．契約者および当社は、自らが暴力団、暴力団員またはこれらに準ずる者などの反社会的勢力（以下、「反社会的勢力」

という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 

２．契約者および当社は、自らまたは第三者を利用して、暴力を用いる不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布、偽

計または威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または業務を妨害する行為その他これらに準ずる行為を行わないことを

確約します。 

３．契約者および当社は、相手方が前各項に違反し、または第１項の規定に基づく表明および確約に関して虚偽の申告を

したことが判明し、取引の継続が不適切である場合、利用契約を解除することができるものとします。 

 

 

第３章 本サービスの提供 
第１６条（サービス種別） 



 

本サービスのサービス区分およびその内容については利用契約に定めるとおりとします。 

 

第１７条（提供区域） 

本サービスの提供区域は、日本国の全ての地域とします。 

 

第１８条（導入支援およびサポート） 

当社は、別紙サービス仕様書に定める導入支援サービスおよびサポートサービスを利用契約に基づき契約者に

対して提供するものとします。 

 

第１９条（契約の最低利用期間） 

本サービスの最低利用期間は、利用契約において特段の定めのない限り本サービス開始日から１年間とします。 

 

第２０条（サービス提供の中断） 

１．当社は、次の各号の何れかに該当する場合、本サービスの提供を中断することがあります。 

① 電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき 

② 電気通信設備に障害が発生したとき 

③ 第２１条（通信利用の制限）の規定によるとき 

④ 第一種電気通信事業者が電気通信役務の提供を中断することにより本サービスの提供を行うことが困難になった

とき 

２．当社は、前項各号により本サービスの提供を中断しようとするときは、サービス利用者に対して事前に通知します。

ただし、緊急時やむを得ない場合はこの限りではありません。 

 

第２１条（通信利用の制限） 

１．当社は、電気通信事業法第８条により公共の利益の為に緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取扱う為に、

本サービスの提供を制限、または中止する措置を取ることがあります。 

２．当社は、サービス利用者が、本サービスの電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為をしたときには、本サービス

の利用を制限することがあります。 

 

第２２条（サービスの終了） 

当社は６ヵ月前迄の通知により、本サービスの全部または一部の提供を終了することができるものとします。 

 

第２３条（再委託） 

当社は、契約者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の一部を当社の判断にて第三者に再委託す

ることができます。この場合、当社は、当該再委託先（以下、「再委託先」という）に対し、第３４条（秘密情

報の取扱い）および第３５条（個人情報の取扱い）のほか当該再委託業務遂行について利用契約等所定の当社の

義務と同等の義務を負わせるものとします。 

 

 

第４章 料金等 
第２４条（料金） 

本サービスの料金は、初期料金と月額料金および追加料金からなるものとし、利用契約に定めるものとします

（インターネットへの接続料金は含まれません、別途サービス利用者の負担となります）。なお、各料金は月の

途中で利用契約が開始あるいは終了した場合であったとしても、１ヵ月として換算されるものとします。 

 

第２５条（課金開始日） 

本サービスの課金開始日は、当社が通知するサービス開始の確認書に定めるサービス開始日とします。 

 

第２６条（料金の請求時期および支払期日） 

１．本サービスの料金は、利用契約に基づき当社の定める方法により請求するものとします。 

２．前項の定めにより料金の請求を受けた契約者は、請求書に記載する支払期日迄に当該料金を支払うものとします。 

３．前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 

 

第２７条（遅延利息） 

１．契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場

合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年１４.６％の利率で計算した金額を延滞利息と

して、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとし



 

ます。 

２．前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 

 

第２８条（解約に伴う料金の清算方法） 

契約者は、最低利用期間が経過する前に利用契約を解約する場合、当該最低利用期間の末日までの本サービス

の料金相当額につき、当社の請求に基づき直ちに一括にて支払うものとします。 

 

 

第５章 サービス利用者の義務・責任 
第２９条（パスワード等の管理） 

１．サービス利用者は、当社から発行されたIDおよびパスワードの管理責任を負います。IDおよびパスワードを失念し

た場合は、速やかに当社に届けるものとします。 

２．サービス利用者が国内外を問わず、他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規

則に従わなければなりません。 

 

第３０条（お客様設備等の設置） 

サービス利用者は、自己の費用と責任において、本サービスを利用する為に必要な当社指定の通信機器、ソフトウェア、

その他これらに付随して必要となる全ての機器およびインターネットへの接続等のサービス（以下、「お客様設備等」とい

う）を準備するものとします。 

 

第３１条（サービス利用者の維持責任） 

サービス利用者は、本サービスの利用に支障が生じないよう、お客様設備等を正常に稼動し、維持するものとします。 

 

第３２条（情報の取扱い） 

１．サービス利用者は、サーバ上のデータ領域（データ保管空間）内で行った一切の行為およびその結果について、当該

行為をサービス利用者が為したか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。 

２．サービス利用者は、本サービスの利用にあたって以下の行為をしてはならないものとします。 

① 公序良俗に反する行為 

② 犯罪行為もしくは犯罪の恐れのある行為 

③ 他人の著作権を侵害する行為 

④ 他人の財産、プライバシー等を侵害する行為 

⑤ その他法令に違反する行為 

⑥ 本サービスの運営を妨げ、もしくは当社の信用、信頼を損なわせる行為 

３．サービス利用者が利用契約に違反して当社に損害を与えた場合、当社は契約者またはサービス利用者に対して当社が

被った損害の賠償を請求できるものとします。 

 

第３３条（バックアップ） 

当社は、契約者等が本サービスにおいて提供または伝送するデータ等については、別紙サービス仕様書に定め

る範囲でデータ等の保管を行うものとしますが、別紙サービス仕様書に定める範囲を超えるデータ等の保管、保

存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。 

 

 

第６章 秘密情報等の取扱い 
第３４条（秘密情報の取扱い） 

１．契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のう

ち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である

旨の表示を明記した情報（以下、「秘密情報」という）を第三者に開示または漏洩しないものとします。ただし、相手方

からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありま

せん。 

① 秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報 

② 秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 

③ 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 

④ 利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報 

⑤ 本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 

２．前項の定めにかかわらず、別紙サービス仕様書において定める秘密情報については、前項に定める秘密である旨の



 

指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。 

３．前各項の定めにかかわらず、契約者および当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの

要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示することができるものとし

ます。この場合、契約者および当社は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、 

開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。 

４．秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。 

５．秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、

本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等（以下本条において、「資料等」という）を複製又は改変（以

下本項においてあわせて、「複製等」という）することができるものとします。この場合、契約者および当社は、当該複

製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲

を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。 

６．前各項の規定に関わらず、当社が必要と認めた場合には、第２３条（再委託）所定の再委託先に対して、再委託のた

めに必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。ただしこの

場合、当社は再委託先に対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。 

７．秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等（本条第５項に基づき相手方の承諾を得て資

料等を複製、改変したものを含む）を相手方に返還し、秘密情報が電気通信設備またはお客様設備等に蓄積されている場

合はこれを消去するものとします。 

８．本条の規定は、本サービス終了後、３年間有効に存続するものとします。 

 

第３５条（個人情報の取扱い） 

１．契約者および当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報

（個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」をいう。以下同様）を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、

第三者に開示または漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関する法律その他関連法令を

遵守するものとします。 

２．個人情報の取扱いについては、前条（秘密情報の取扱い）第４項乃至第７項の規定を準用するとともに、株式会社エ

ムシーキューブの「個人情報の取扱いについて」を適用するものとします。 

３．本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。 

 

 

第７章 損害賠償 
第３６条（損害賠償） 

１．当社が提供すべき本サービスを、当社の責に帰すべき事由によりその利用が全くできない状態が生じ、かつそのこと

を当社が知った時刻から起算して、連続して２４時間以上本サービスが利用できなかったときは、契約者の請求に基づ

き、１料金月の月額料金の３０分の１に、利用不能の日数を乗じた額（小数点以下の端数は切り捨てます）を限度として

契約者に現実に発生した損害の賠償責任を負うものとします。ただし、当社の責に帰すことができない事由から生じた損

害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、当社は賠償責任を負わないものとしま

す。 

２．本サービスの通信回線にかかる第一種電気通信事業者その他の電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して

お客様が利用不能となった場合、利用不能となった契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる通信役務に関し第

一種電気通信事業者その他の電気通信事業者から受領する損害賠償額を限度とするものとし、当社は前項に準じて契約

者の賠償請求に応じるものとします。 

 

第３７条（免責） 

１．当社は、本規約で特に定める場合を除き、本サービスの利用に関していかなる責任も負わないものとします。 

２．当社はサービス利用者が本サービスを利用することにより他人との間で生じたトラブル等に関し、一切の責任を負わ

ないものとします。 

 

 

第８章 雑則 
第３８条（機密保持） 

当社は、利用契約の履行に際し知り得たサービス利用者の業務上の機密（通信の秘密を含みます）を、第三者に漏らしま

せん。 

 

第３９条（管轄裁判所） 

契約者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判

所とします。 



 

 

第４０条（準拠法） 

利用契約等の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本法とします。 

 

第４１条（協議等） 

利用契約等に規定のない事項および規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決するこ

ととします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、

かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。 

 

 

附則：本規約は２０２１年９月１日より効力を発するものとします。 

  



 

ソルパ（solper.org）サービス仕様書 
 

１． サービス名 

ソルパ（solper.org）クラウドサービス 

 

２． 本サービスの提供 

株式会社エムシーキューブ（以下、「当社」という）は、本書およびソルパ（solper.org）利用規約（以下、「利

用規約」という）に記載するサービス実施条件に基づき、当社のソリューション「ソルパ（solper.org）」の利用に

より、インターネットに接続された PC、スマートフォンおよび携帯電話等の端末（以下、「利用端末」という）へ

の情報掲示・配信サービスを提供します。 

なお利用規約は、「ソルパ（solper.org）」専用 WEB サイト〔https://solper.org/〕に掲載する最新版が適用さ

れるものとします。 

 

３． 本サービスの項目 

本サービスの項目は次のとおりとし、利用者が契約するサービスが提供されるものとします。 

項 サービス サービス概要 

(1) 基本機能 マネジメントシステム運用支援 

(2) 導入支援およびサポート 業務調査・改善提案・システム導入支援およびサポート 

(3) 入退記録手書きサイン機能 社員の入退館記録管理 

（QR コードログイン機能＋リーダー付き） 

(4) 来訪者記録手書きサイン機能 来訪者の入退館記録管理 

(5) 同意書等手書きサイン機能 同意書・誓約書等の手書きサイン 

(6) 複数サイト管理機能 コンサルタント向けクライアント管理 

(7) 各種カスタマイズ レイアウト調整・画面遷移等個別カスタマイズ対応 

 

４． 初期設定 

当社は、本サービスの提供開始に先立ち、サービス利用者が本サービスを利用するために必要な ID 登

録、データセンター設定、動作確認その他の初期作業（以下、「初期設定」という）を実施し、初期設定の完了

後、本サービスの開始日、ID およびパスワード等をサービス利用者に通知するものとします。 

 

５． 動作確認済みブラウザ 

本サービスでは、次のブラウザでの動作を確認しています。 

動作確認済み Chrome、Edge、Firefox、Safari 

 

６． 本サービスの提供時間帯 

本サービスの提供は、２４時間３６５日運用を原則とします。なお、サービス項目の内容により、所定のサー

ビス時間内での提供となります。また、定期システムメンテナンス（原則、毎月 1 回深夜時間帯に実施）または

緊急システムメンテナンスにより、本サービスの提供を一時停止する場合があります。 

 

７． クラウドデータセンター 

本サービスのクラウドデータセンターは、マイクロソフト Azure の東日本リージョンを利用します。 

 

８． セキュリティ対策 

本サービスを運用するサーバにおけるセキュリティ対策は、次のとおりとなります。なお、当該対策のレベル

を超えて発生したデータの改竄、消滅、破壊、漏洩またはコンピュータウイルスの侵入等に関しては、当社は

責任を負わないものとします。 

① Web Application Firewall による Web アプリケ—シヨンの脆弱性対策 

② ハードディスク装置の二重化による作成データの消滅、破壊の防止対策  

③ ファイヤーウォールの導入による改竄、漏洩の防止対策  

④ 専用アプライアンスによる DDoS 対策 

 

９． ＦＯＳＳの利用 

本サービスでは、次に記載するＦＯＳＳ（Free and open-source software）を利用しています。利用ＦＯＳＳに

関しては、当社が可能な限り事前調査・検証を行ったうえで採用しておりますが、瑕疵、セキュリティホール等

のないこと、著作権その他の権利侵害がないことの全てを保証するものではありません。 

利用ＦＯＳＳ Apache、Python、PostgreSQL 



 

 

１０． 本サービスの対象外・免責事項 

次に記載する事項は、本サービス提供の対象外とします。また、当該事項に起因して発生した損害等に関

しては、当社は免責されるものとします。 

① 利用者が掲載するコンテンツにより、一部の利用端末で正常に閲覧できないことがあります 

② 利用端末の電波状況やネットワークの混雑状況等、通信回線の性質上の原因により、画面表示や電

子メ-ル配信が遅延または停止することがあります 

③ 電子メ-ル受信等にかかる通信料等費用は、サービス利用者負担となります 

④ 本サービス利用のため、利用端末における迷惑メール防止機能の設定解除が必要な場合があります 

⑤ 設定情報の管理や変更等は、サービス利用者責任において実施するものとします 

 

以上 

  



 

「ソルパ（solper.org）」利用申込書 
 

本サービスは、「ソルパ（solper.org）利用規約」に基づきご提供いたします。お申込みの前に必ず WEB サイト

（https://solper.org/）より内容をご確認いただき、同意の上、お申込みいただきますようお願いいたします。 

 

【お申込日】 

２０   年   月   日 

 

【ご契約者】 

フリガナ  フリガナ  

法人名  代表者名  

契約管理 

部署名 
 

フリガナ  

契約管理 

担当者名 
 

住所 
〒 

TEL  FAX  

E-Mail  

※お申込み承諾の通知は、上記メールアドレス宛に E-Mail にて発信します。 

 

【ご利用サービスおよびご利用料金】（ご利用希望のサービスを全てご記入ください）  

※２０２１年９月１日現在の価格で税込表示となります。 

標準機能 初期費用 月額費用 申込数 

■初期サーバ設定費用 \49,500  1 

■従業者 50 名以内の利用料  \4,950 1 

※従業者アカウントを 51 名以上ご利用の場合は、別途追加利用料を申し受けます。 

 

オプション機能（ご利用オプションをチェックし申込数をご記入ください）  初期費用 月額費用 申込数 

□入退記録手書きサイン機能設定費用 

 （QR コードログイン機能＋QR コードリーダー付き） 
\49,500   

□来訪者記録手書きサイン機能設定費用 \29,700   

□同意書等手書きサイン機能設定費用 \29,700   

※初期設定データの作成および作成サポート、システムのカスタマイズ、専用タブレット等につきましては、別途

見積りの上お引き受けいたします。 

 

【お支払い方法】（請求書発行による銀行振込のみご利用になれます）  

ご請求先 

法人名 
 

フリガナ  

ご請求先 

担当者名 
 

ご請求先 

住所 

〒 

TEL  FAX  

 

【本申込みに関するお問い合わせおよび申込書ご提出先】 

〒410-2201 静岡県伊豆の国市古奈 430-1 和光ビル 3F 

株式会社エムシーキューブ  ソルパサービス係 

TEL 055-946-0075 （平日 10：00～17：00） 

FAX 055-946-0076  E-Mail solper@mc3.co.jp 

 


