comメールご紹介資料
〜ホール様用〜

comメールご紹介
機能一覧①

1

『パチンコのトラ』サイト連動機能
パチンコ・スロットのポータルサイト
『パチンコのトラ』
と連動しています
ので、
パチトラ管理画面からスムーズにメールシステムにログインでき
画像も共有できます。

2

プッシュ通知送信機能

3

デコメール作成機能

4

パチトラアプリとの連携で、簡単にメールと同じ内容のプッシュ通知を
送ることができます。配信対象者は、パチトラアプリで貴店をお気に
入り登録されているお客様です。

直感的に操作しやすい画面、
メニュー構成で、初めてでも迷わずメール
を作成することができます。
文字（テキストメール）だけでは伝わりにくい情報を画像や絵文字、背景や
文字のカラーを変更することによって、
よりお客様に伝わりやすい、
イン
パクトのあるメールを送信することができます。

画像添付機能
新台、
コンパニオンの紹介等の画像をメールに添付したり、工夫次第で
今までの文字だけのメールではできなかった情報を送ることができま
す。画像の登録に、面倒なサイズ調整は不要です。

comメールご紹介
機能一覧②

5

アンケート機能

6

送信先絞り込み機能

お客様のニーズ・顧客満足度を調べるためのアンケートをメールに
添付することができます。営業戦略を立てたり、今後の店舗展開の重要
なマーケティングが簡単にできます。

男性だけに、女性だけに、
ライバル店に行かれている方だけに等、送り
たい相手に送りたい内容を絞り込んで、お客様のニーズにあったメール
を送ることができます。

7

グループ店管理機能

8

ワードフィルタ機能

9

送信予約機能

※有料オプション

店舗が複数ある場合、グループ管理者を設定することで、すべての
店舗の中から指定した店舗の情報を管理および操作することができ
ます。
また、
グループ店で画像共有ができるので画像登録の作業を削減
できます。

ふさわしくない特定の言葉、射幸心をあおる言葉などを設定することで
システム内の使用を規制することができます。
スタッフの誰が作成しても、
うっかり使用してしまった！というようなミス
を防ぐことができます。

無制限で送信予約できるので、決まっている内容等はまとめて予約設定
をしておくと、休日や担当者不在時でも指定日時に自動的にメールを
送信することができます。

comメールご紹介
機能一覧③

10
11
12

テスト送信機能
メールの誤送信を防ぐため、指定したアドレスのみに送信することが
でき、担当者が内容を確認してからメール送信ができます。テスト
送信先は、あらかじめ 10 件まで登録可能です。

集計機能
月別の会員数の増減、
メール送信数、簡易ホームページのアクセス数等、
メールの状況を一覧で簡単に見ることができます。

退会アンケート機能
お客様の解約理由をアンケートで集計できます。お客様がなぜ退会
したかを調べることによって、退会防止および更なるサービスの向上を
行うことができます。

13

簡易ＨＰ作成機能

14

携帯から送信機能

※有料オプション

簡単に貴店独自の携帯向けホームページを作成することができます。
全キャリア対応。

店舗にパソコンがない場合や、担当者が出張先や自宅などにいる場合
でも、いつでもどこでも携帯から簡単にメールを送信することができ
ます
（テキストメールのみ）。

comメールご紹介
機能詳細①

『 パ チ ン コ のト ラ 』と の 連 動

『パチンコのトラ』
全国（北海道、関東、東海、関西、九州・沖縄、その他）パチンコ＆スロットホールの総合ポータルサイト
『パチンコのトラ』のレギュラープラン・バリュープランＡをご契約いただいた店舗様は
comメールをご利用いただけます。サイト内での優先表示やメール会員募集の案内が
でき、アクセスアップ・会員数増加により相互に利用客を増やすことが可能です。また
『パチンコのトラ』
と画像の共有ができるので、新台などのチラシデータを何度もアップ
ロードする手間を省けます。

※画像はすべてイメージです。

comメールご紹介
機能詳細②

プッシュ 通 知 送 信 機 能
パチトラアプリで貴店をお気に入り登録されているお客様へ、
メール配信と同様の内容を
プッシュ通知で送信できます。

デコメー ル 機 能
デコメールとは、誰でも簡単にメール内の文字色や大きさを変えたり、顔文字や絵文字・
画像などを本文に組み込むことができ、表現が格段に広がったメールです。その見た目の
特殊さ、美しさから、従来のテキストメール以上に、貴店が伝えたい情報をお客様に伝える
ことができます。

クリック率が格段にUP
デコメールは、
テキストメールと比較し 2 〜 8 倍のクリック率を誇り、
ユーザの閲覧、行動
意欲を高めます。
もはやメール送信に必須といえるでしょう。
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パチンコ・スロット店舗情報
完全無料ギガサイト
MENU
【パチトラ】

Myページ
ようこそ Com さん！
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お知らせ
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プッシュ通知
送信機能
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進

おはようございます
ＣＯＭＤＥＸです
本日 6 月 22 日（金）
時ＯＰＥＮ

お気に入り

最新機種導入！

お知らせ一覧

56 件
＜＜

＜

前ページ

次ページ

＞

デコメール
機能
詳細は次ページをご覧
ください。

＜＜

？アイコンの説明

ウルトラマンタロウ

App

送 信 内 容 は 、アプリの
Mｙページ(お知らせ一覧)
にて確認できます。
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進

パーラー○○○○
2017/10/02 9：11
メール

おはようございますCOMDEXです！
詳細を見る

CR 大わんわんパラダイス

タップ

お客様のメール設定によっては、配信した情報が届かない場合があります。
メールの
受信設定をご確認の上、
ご登録ください。
パケット料金・通信料金は別途かかります。
※画像はすべてイメージです。

comメールご紹介
機能詳細③

デコメー ル 機 能
絵文字

0：19

各キャリアに対応する絵文字はもちろんオリジナル
絵文字で文章をより楽しく表現することができます。

100%

おはようございます
ＣＯＭＤＥＸです！
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
本日 6 月 22 日（金）
10 時ＯＰＥＮ
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
最新機種導入！
ウルトラマンタロウ
CR 大わんわんパラダイス
４円ぱちんこ 2２０台設置
１円ぱちんこ ８０台設置
スロット
２４０台設置

0：19

100%

おはようございます
ＣＯＭＤＥＸです
本日 6 月 22 日（金）
時ＯＰＥＮ
最新機種導入！

ウルトラマンタロウ

地域 1 番の笑顔で
お出迎え =*＾-＾*= にこっ♪
本日も多数のお客様のご来店
お待ちしております。
コムデックス HP
http://p-tora.com/h1481/
パチトラ TOP
http://p-tora.com/

CR 大わんわんパラダイス

2２０台設置
１円ぱちんこ ８０台設置
スロット
２４０台設置
４円ぱちんこ

★★★★★★★★★
総台数 5４０台設置
詳しくはコチラ
↓↓↓
設置機種

パチトラの
設置機種へ誘導

スタッフ一同準備は
万端
地域 1 番の笑顔で
お出迎え

デコメールにすれば
こんなに変わる！
！

背景
【例】

文字の サイズ・色

詳しくはコチラ

スタッフ一同準備は万端
(*^-^) ／＼(*^-^*) ／＼(^-^* )

文字だけでは伝え切れなかった部分を画像でお伝えする
ことができます。活用例は次ページをご覧ください。

背景の色も変えることができます。店舗のイメージに合
った雰囲気を演出できます。選択カラーは216色。

総台数 5４０台設置
↓↓↓
設置機種
http://p-tora.com/it1481/

画像添付

スイング

本日も多数のお客様のご来店
お待ちしております。
画像がうまく表示されない方はこちらへ

特に注目させたい文字を強調するため、色やサイ
ズを変えることができます。選択カラーは２１６色 。

【例】あ あ あ あ あ あ あ あ

リンク

リン ク を 張 ることが で き ま す 。伝 え き れ な い 時 は
サイトへ 誘導！ホームペ ージへ のアクセスもアップ。

文字のアレンジ
アレンジも自由自在。
右から左、左右への移動や点滅もできます。

お 店 の 詳 細 はコチラで
▼
お 店 の 詳 細 はコチラで
【 例 】テロップのように文 字が右から左に流れます。

キャリア対 応
デコメール非対応機種の方には作成したメールの
プレビューをご用意。
※画像はすべてイメージです。

comメールご紹介
機能詳細④

画像添付機能
お客様を飽きさせないメールを送信
文章だけではイメージできない内容の画像を
12：21

添付することで、
よりイメージを抱いてもらい
お客様の囲い込みにお役立ていただけます。

100%

●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●●●

で登録した画像との共有も可能です。

こんにちは！

パーラー○○○○

●●●●●●●●●●●
●●●●●●●●●●
人気の高い機種、
レアな機種・
・
・
お答えいただいた回答を
元に皆様に愛される店舗づくりを
目指します！
まずは下記URLをクリックして
アンケートに
ご協力お願いいたします。
↓↓↓
http://p-tora.com/ifXXXXXXo/

工夫次第でさまざまなメールを送る
ことができます。

100%

人気機種アンケート

画像のサイズ調整は不要で、簡単に登録する
ことができ、
グループ店やパチトラ管理画面内

9：19

たくさんのご回答
お待ちしております！
！

・メール会員様にしかわからないプレートの送信
・新台・賞品等おススメ品の画像を添付
・コンパニオンの画像を添付
・スタッフ紹介、店長挨拶など、
より親近感のあるメール

プロモーション活動のため

当店イメージ
キャラクター来店！
みなさまのご来店を
お待ちしております
パーラー○○○○
ホームページはコチラ
↓↓↓
http://p-tora.com/h○○○○/
パチトラアプリでも
当店の情報をゲット！
↓↓↓
AppStore
Google

インストール後、当店のID番号を
お気に入り登録してください

【当店ID:XXXXXX】

簡単画像登録機能
携帯で簡単に画像を登録
カメラ付携帯で撮影した画像をメールに添付し、画像登録メールアドレスに送る
だけで、comメールシステムの管理画面に登録されます。画像の管理は管理画面
から簡単に行うことができます。
※画像はすべてイメージです。

comメールご紹介
機能詳細⑤

ア ン ケ ート 機 能
お客様のニーズ・顧客満足度を
簡単に調べることができる
企業のマーケティング費用に比べ格段の安さでお客
様のニーズ・顧客満足度を調べることができます。
調べた情報を今後の営業戦略にお役立てください。
標準的な店舗で会員数の約２割の回答率、さらに
よりお客様の意見が聞けるフリーコメントは回答者の
約７割がお答えになっています。

※アンケート分析レポート 別途費用

来店を促すことができる
アンケートにプレゼント賞品を付けることで、回答率を
上げ、なおかつ賞品受取のため来店するお客様を
増やすことができます。アンケート内容が遊技台に

19：06

100%

ア ン ケ ート
プレゼント！
！

関連していれば、
お客様の興味を引きつけます。
たとえ賞品に費用がかかってしまったとしても、来店
した人に遊技していただければ、売上を上げることが
できます。
ひとつ 1 0 0 円 の 品 物を1 , 0 0 0 人に配り
そのお客さんが10,000円使ったと仮定してみて

【賞品内容】
・北斗の拳缶コーヒー×2
・海物語栄養ドリンク×1
・海物語BOXティッシュ×2
アンケートにお答えいた
だいた方から抽選で30名
様に上記賞品をプレゼント！

ください。
・
・
・効果の程がうかがえます。
※画像はすべてイメージです。

comメールご紹介
機能詳細⑥

送 信 先 絞り込 み 機 能
お客様が求める情報をピンポイントで送信
メール会員退会のおもな原因のひとつに、会員にとって必要のない情報を送り続けて
しまうことが挙げられます。comメールでは、そうしたお客様に対して、欲しい情報のみ
を送信することができます。

絞り込みたい項目を自由にカスタマイズ
名前、性別、生年月日、住所の基本情報はもちろん、会員登録時のアンケート、各店で
実施していただけるアンケートメールの質問回答から、
ターゲットとなる会員様を絞り
込むことができます。

【一例】
Ｑ１.パチンコ、スロットどちらの情報が欲しいですか？
Ａ１.パチンコ Ａ２.スロット Ａ３.両方 Ａ４.その他

Ｑ２.来店する時間帯を教えてください
Ａ１.平日午前 Ａ２.平日午後 Ａ３.土日午前 Ａ４.土日午後

Ｑ３.当店以外によく利用されるお店はありますか？
メールアンケート

Ａ１.○○店 Ａ２.□□店 Ａ３.△△店 Ａ４.××店 Ａ５．
特になし

※画像はすべてイメージです。

メールアンケート条件選択

パーラー○○○○【アンケート】(2018/01/15)

AND条件【全てに該当。送信数は少なくなります】
OR条件【どれかに該当。送信数は多くなります】

パチンコ、
スロットどちらの
情報が欲しいですか？

全員
(未回答も含む)

パチンコ

スロット

あなたがよく来店する時間を
教えてください

全員
(未回答も含む)

平日午前

平日午後

土日午前

土日午後

当店以外によく利用される
お店はありますか？

全員
(未回答も含む)

○○店

□□店

△△店

××店

両方

その他

comメールご紹介
機能詳細⑦

グループ店管理機能
本社で各店舗の会員情報・メール配信情報を管理および操作
本社が各店舗のメール会員情報および各店舗が普段どのような内容のメールを
送っているのか、
どれくらい配信しているのか等、確認することができます。
さらに本社から全店舗のメール会員様に対してメール配信を行ったり、各店舗の
管理画面を操作することができます。

グループ単位でのアンケートの活用
グループ単位でアンケートを行えば、各店舗で行うよりもさらに情報が集まり
ますので、
マーケティングツールとしては最適です。
また、
グループ全体のお客様満足度を簡単に調べることができます。

操作も簡単、データ共有！
通常の管理画面とほとんど変わらず、直観的な操作性・機能となっており、全店舗
だけでなく、指定した店舗のメールだけを簡単に編集することができます。また、
グループ店がアップロードした画像データは全店舗で共有することができます。

ワ ード フ ィ ル タ 機 能
ふさわしくない特定の言葉、射幸心をあおる言葉などを設定することで、
システム内
での使用を規制することができます。
各店舗だけでなく、
グループ店登録されている場合は、
グループ全体を対象に規制
ワードを登録することができます。

comメールご紹介
セキュリティ

プライバシーポリシーの公開
コムデックス㈱では、個人情報保護に関する法令を遵守し、
お客様の個人情報の
適切な管理を行っていることをプライバシーポリシーとして宣言しています。

情報の暗号化
comメールでは、
お客様が送信する情報をSSLにて暗号化し、第三者によるデータ
の盗聴・改ざん・なりすましを防いでいます。

※画像はすべてイメージです。

comメールご紹介
オプションサービス

ダウンロード資料(無料)
comメールログイン画面にある「ダウンロード資料」にアクセスしていただくと
comメール等の資料、書類、
ＰＯＰデータをダウンロードすることができます。
（http://www.comdex.ne.jp/dw/dw.html） コムデックス資料
※comメールご紹介資料・更新方法

※Ａ3ポスター

※ＰＯＰ(comタッチ.)

※小型チラシ

comタッチ.
フェリカ読み取り機能のあるスマートフォン、携帯をかざす
だけで、簡単にメール会員登録ができる
「comタッチ.」。
電 池でもＡＣアダプタでも対 応できるので、通 常は
カウンターに設置していただき、新台入替の時などは
島回り、店舗外でも会員募集ができる優れもの！
！
(フェリカ未搭載のお客様はQRコードから会員登録できます)

※画像はすべてイメージです。

comメールご紹介
料金表

料金表
レギュラープラン
各費用

単位

料金

①

初期費用

初回のみ

￥50,0００(税別）

②

月額利用料

毎月

￥2９,８００(税別）

各費用

単位

料金

①

初期費用

初回のみ

￥30,0００(税別）

②

月額利用料

毎月

￥1９,８００(税別）

商品名

単位

料金

①

簡易ＨＰ作成機能

毎月

￥１０,０００(税別）

②

グループ機能

毎月

￥３０,０００(税別）

１個

￥40,０００(税別）

バリュープランⒶ

オプション

③

ｃｏｍタッチ．

3)第三者又は本サービスに損害を与え、
又は与えるおそれのある行為
4)事実に反する情報を提供する行為
5)本サービスを通じて提供される情報を改ざんする行為
6)弊社の承認なく、
本サービスを通じ、
又は関連して営利を目的とする行動を行う行為
7)第三者の著作権、
その他の知的財産権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
8)他の利用者や第三者を誹謗又は中傷、
名誉を傷つける行為
9)他の利用者や第三者のプライバシーを侵害する行為
10)公序良俗に反する行為
11)本サービスの運営を妨害する行為、
あるいは妨害するおそれのある行為
12)諸法令に違反する行為又は違反するおそれのある行為
13)その他、
弊社が不適切と判断する行為
第１９条（情報提供の変更・中止・中断） 1.本サービスから提供される情報及びデータは、
弊社が提携する

2.本サービスの利用者は、
次の各号に同意の上、
利用契約を締結するものとします。
1)本サービスへのアクセス及び利用に必要なすべての設備を持ち、
第三者サービスプロバイダーへのアクセ
スが可能であること
2)本サービスの利用に対して、
弊社が別途定める料金の支払いに応じること
3)本規約のすべての条項に同意すること
4)弊社が提供する利用者への宣伝目的の情報や製品サービスを受け取ること
第５条（利用登録の申し込み） 弊社が定める本申込書の提出をし、
弊社が受理することにより申し込みとし
ます。利用登録を申し込む者（以下「申込者」）
から弊社へ提供される情報が不正確である場合、
弊社は申
込者の登録を拒否することができます。
第６条（登録申込の承諾） 1.第５条により本サービスの利用登録申込があった場合、
弊社は申込者が本規
約に同意するものと受け止め、
登録資格の審査を行います。

には、
弊社が別途定める様式の書面の提出により申し出なければならないものとします。

一切の責任を負わないものとします。
2.弊社は、
本サービスを通じて行われた利用者と第三者との物品売買等の取引に関する債務の履行、
瑕疵
及びその他取引に関して生じた紛争については一切の責任を負わないものとします。
3.利用者の登録資格の中断又は取り消しに起因して、
利用者又は第三者に生じた損害について、
弊社は一
切の責任を負わないものとします。
4.利用者提供の情報の取得に関し、
正規に取得したものと見做し、
その取得方法に関し、
弊社は一切の責
任を負わないものとします。

4.レギュラープラン利用者及びバリュープランのメール配信機能利用者は、
弊社との利用契約にあり、
会員情
報は公開、
譲渡は行えないものとします。
第９条（登録情報変更の届出） 1.利用者は、
弊社への届出内容に変更があった場合は、
弊社が別途指定
する方法により速やかに届出をするものとします。
2.本条第１項の届出がなかったことに起因して利用者又は第三者が被る損害に対して、
理由の如何にかか
わらず弊社は一切責任を負わないものとします。
第１０条（権利の譲渡禁止） 利用者は、
本契約に基づく権利又は義務の一切について、
第三者に譲渡し、

平成

年

月

日

5.弊社は、
本サービスの提供が中断したことを理由にサービス料の減額、
返金は一切行わないものとします。

する電話料金等は、
利用者がこれを負担するものとします。

4.本サービスを利用するために必要な通信機器等の設備費用、
及び本サービスへのアクセスに伴って発生

宜利用者に告知するものとします。

合、
弊社はその旨についてオンラインを通じて掲示するか、
又は弊社が適当と判断するその他の方法で、
適

3.弊社は利用者の承諾なく、
本条第１項により定めるサービス料を変更することができるものとします。
その場

2.サービス料は１ケ間を単位に算定します。

2014.12改訂

印

第２８条（準拠法） 本規約に関する準拠法は、
日本法とします。

第１３条（サービス料の算定） 1.本サービスにおける料金（以下「サービス料」）
の算定方式は、
弊社が別途

(自署)

裁判所を利用者と弊社の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第１２条（サービス利用上の制約） 利用者は、
本サービスの利用登録の経路・手段等によっては、
特定のサ
ービスを利用できない等の制約を受けることを了承するものとします。

利用者名

第２７条（専属的合意管轄管轄裁判所） 利用者と弊社の間に訴訟の必要が生じた場合は、
名古屋地方

3.本サービスの最低利用期間は１年とします。

定めるとおりとします。

第２６条（協議事項その他） 本規約に定めのない事項や疑義が発生する場合には、
弊社と利用者は十分
に話合い、
友好的な解決に向けて努力するものとします。

2.本サービスの提供区域は、
日本国内に限ります。

第２５条（損害賠償） 利用者は、
本サービスの利用において故意又は過失により弊社に損害を与えた場合

性等について、
一切の責任を負わないものとします。又、
これらの情報等に起因して生じた損害に対しても、

用に関連して支払うべき全ての金員を、
直ちに弊社に支払うものとします。

には、
その損害を賠償するものとします。

第２４条（免責） 1.弊社は、
利用者が本サービスの利用を通じて得た情報の正確性、
特定の目的への適合

す。
なお、
本契約を解除されることとなった利用者は、
解約の日までに発生した料金、
その他本サービスの利

第１１条（本サービスの内容） 1.本サービスの内容は、
その時点で合理的に提供可能なものとします。

三者からの問い合わせは相互に協力し対応する事とします。

3.本条の規定により利用契約が解除された場合、
弊社は既に支払われた料金を一切返却しないものとしま

引き受けさせ、
又は担保に供してはならないものとします。

第２３条（個人情報の取り扱い） 弊社は、
利用者の個人情報を別途オンライン又はその他の方法にて掲示
する
「プライバシーポリシー」に基づき、
適切に取り扱うものとします。又、
弊社に登録した利用者に関連する第

5)その他、
弊社が利用の継続を適当でないと判断した場合

3)サービス料支払いの遅延又は不履行があった場合
4)本規約に違反した場合

本サービスを通じて提供される著作物を、
著作権法で定める私的使用の範囲内でのみ利用するものとしま
す。

2)虚偽の内容に基づいて利用登録の申込を行ったことが判明した場合

第２２条（著作権等） 利用者は、
事前に弊社又は著作権者の特段の許諾がある場合を除き、
原則として、

2.弊社は、
本条第１項に基づいて弊社が行った措置により、
利用者又は第三者に生じたいかなる損害につい

第８条（解約、
登録資格の中断又は取り消し） 1.利用者は、
本サービスの利用契約を解約しようとする場合

知を行った上で、
本サービスを廃止することがあります。

4)その他弊社が本サービスの運営上又は技術上、
本サービス提供の中止又は中断が必要と判断した場合

第７条（利用契約の成立） 本申込書の提出を以って、
弊社がこれを承諾した時に契約の成立といます。

1)第１８条（禁止事項）
に該当すると弊社が判断した場合

3)予期せぬサーバーの障害等により、
サーバーが停止した場合

とします。

第２１条（本サービスの廃止） 弊社は、
オンラインその他合理的と判断される方法によって利用者に事前通

2)火災、
停電、
戦争等の不可抗力により本サービスの提供ができなくなった場合

4.本条第１項の審査の結果、
弊社が本サービスの利用を承諾しない者には、
弊社よりその旨を通知するもの

ることができるものとします。

1)本サービスに係るコンピューターシステム又はサービス用設備の保守作業を定期的に又は緊急に行う場合

者にはメールアドレスを発行するものとします。

ても理由を問わず一切の責任を負わないものとします｡

一部を中止あるいは中断することができるものとします。

もに、
利用者ごとにＵＲＬを発行し、
加えてレギュラープラン利用者及びバリュープランのメール配信機能利用

2.弊社は、
第７条に基づいて利用契約が成立した後であっても、
利用者が次に掲げる各号のいずれかに該

第２０条（サービス提供の中止・中断） 1.弊社は、
以下のいずれかの場合には、
本サービス提供の全部又は

3.本条第１項の審査の結果、
弊社が本サービスの利用を承諾した者には、
弊社より登録完了を通知するとと

当すると弊社が判断したときは、
弊社は直ちに利用者の利用登録を取り消し、
利用者との利用契約を解約す

2.弊社は、
本条第１項に基づいて提携会社からの情報提供及びデータ更新が変更・中止・中断されたことに
より、
利用者又は第三者に生じたいかなる損害についても理由を問わず一切の責任を負わないものとします。

2)その他、
弊社が登録申込者の本サービス利用を適当でないと判断した場合

ります。

2)有害なコンピュータプログラム等を本サービスに関連して使用し若しくは提供する行為

ることにより、
利用契約を締結した者をいいます。

1)利用登録申込の際の申告事項に、
虚偽の記載、
誤記、
又は記入漏れがあった場合

1)他の利用者の登録情報及びメールアドレス等を不正に使用する行為

第４条（利用者） 1.利用者とは、
弊社の定める手続きにより利用登録を申し込み、
かつ弊社がそれを承諾す

情報提供会社（以下「提携会社」）
からのものが含まれますが、
当該情報提供及びデータ更新は、
提携会社

第１８条（禁止事項） 次の各号に該当する行為を禁止します。

ることにより、
本規約を変更することができるものとします。

との提携関係の存廃、
提携会社によるサービスの変更等の理由により予告なく変更・中止・中断することがあ

へのサービスのご利用を一旦停止することができるものとします。

第３条（変更） 弊社は、
利用者の承諾を得ることなく、
本サービスを通じてあるいはその他の方法で掲示す

するものとします。

第１７条（料金支払い遅延時の処置） 利用者の利用料金の支払いが遅延した場合、
弊社は当該利用者

わらず、
本規約の一部を構成するものとします。

2.申込者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると弊社が判断した時は利用登録を承諾しないことに同意

第１６条（決済） 当月利用の翌月払いとします。
その他、
弊社が定める方法により支払うものとします。

スの「ご案内」又は「ご利用上の注意」等で規定するサービス上の利用条件等の告知も、
名目の如何にかか

第１５条（決済手段） 決済は銀行振込又は口座振替とします。又、
銀行振込の際、
振込手数料は利用者
が負担するものとします。
その他、
弊社が定める方法により支払うものとします。

第２条（適用範囲） 本規約は、
本サービスの利用に関し、
弊社、
ホール及び利用者に適用されるものとしま
す。弊社が本規約本文の他にオンラインあるいはその他の方法により随時提示する料金規定及び各サービ

録条件及び利用条件を規定したものです。

第１４条（サービス料の種別） サービス料には以下の種別を設けるものとします。
イ) 基本料 ロ）
その他有料サービス料 ハ) 初期費用

第１条（目的） この利用規約（以下「本規約」）
は、
コムデックス株式会社（以下「弊社」）
が提供するホール
のホームページ及びメール配信サービス
（以下「本サービス」）
に関して、
登録利用者（以下「利用者」）
の登

利用規約

お問い合せ先

コムデックス株式会社
0568-35-3180
info@comdex.ne.jp
（受付時間： 月〜金曜日 9 〜 18 時）
2018年 8月

