
記入日：平成 年 月 日

事務所情報 記入欄 （※ 太枠内は必ずご記入ください。）

ビズソフト・アドバイザーズ・ネットワーク 会員申込書
裏面の ＢＡＮサービス利用規約・ＢＡＮ登録にてお預かりする個人情報について を必ずお読みください。

フリガナ

登録事業所名

ご住所

代表者名

TEL E-mail

担当者名

フリガナ

フリガナ フリガナ

〒

有資格者情報 記入欄 （※ どれか１つの□にチェックを入れ、該当項目をご記入ください。）

FAX URL

フリガナ

フリガナ

所有資格 税理士□ 公認会計士□ 中小企業診断士□
所有資格を登録している団体(税理士会など) に
届け出ている事務所名

ＢＡＮサービス

☑ ＢＡＮ ＦＩＲＳＴ
サービス

ツカエル会計・ツカエル経理（以下、ビズソフト製品という）それぞれの使用料、
オプション機能、バージョンアップ、製品サポート、ＢＡＮ会員専用ページなど
各種ＢＡＮサービスを含む。

（各ビズソフト製品は、所有ＰＣ３台までご利用いただけます。）

サービス利用料（年間）

64,800 円(税込)

登録者名 登録番号

オプションサービス ビズソフト製品ライセンス追加

□
□
□

□

＋ ２ ライセンス

＋ ７ ライセンス

＋１７ ライセンス

合計 ５ 台までご利用いただけます。

合計１０ 台までご利用いただけます。

合計２０ 台までご利用いただけます。

事務 内（ 在地）内制 な

追加でビズソフト製品のライセンスをご希望の場合、どれか１つの□にチェックをご記入ください。 追加利用料（年間）

+ 21,600 円(税込)

+ 54,000 円(税込)

+108,000 円(税込)

216 000

追加利用料（年間）

86,400 円(税込)

118,800 円(税込)

172,800 円(税込)

― 株式会社オリコンタービレ記入欄―

同意する

□ 無制限 ライセンス 同一事務所内（所在地）内制限なし。 +216,000 円(税込) 280,800 円(税込)

□

※ 利用料金のご請求は、販売代理店 株式会社オリコンタービレ が行います。

ＢＡＮサービス利用規約 及び ＢＡＮ登録にてお預かりする個人情報について、同意いただける場合は、左の
□にチェックをご記入ください。同意頂けない場合は、ＢＡＮサービスのご提供ができない場合がございます。

お 申 し 込 み Ｆ Ａ Ｘ ： 0 6 - 6 2 6 1 - 3 1 7 7

担当者：

[受注センタ ]ビズソフト販売代理店 〒541 0052

ban-occ-entry-1010-03

ＢＡＮサービス
提供元

ビズソフト株式会社
http://www.bizsoft.co.jp/

[ＢＡＮサービス窓口] 〒160-0022

TEL：０３－６６７９－６０２４（代表）

●お問合せ時間／ 9:30～12:00 13:00～17:00（土日祝日及び弊社休業日を除く）

お問合せ

東京都新宿区新宿1-4-8 新宿小川ビル５Ｆ

株式会社オリコンタービレ
[受注センター]

TEL：０６－６２６１－３１７８

大阪府大阪市中央区1-7-13 トヤマビル本館7階
ビズソフト販売代理店 〒541-0052



第1 条（本規約の範囲及び変更）
1. 本規約は、BANサービスの利用に関し、弊社及び会員（第4 条参照）に適用されるものとします。
2. 弊社は、会員に事前の承諾を得ることなく、BANサービス上で告知あるいは弊社が適当と判断する方法で
会員に通知することにより本規約を変更できるものとします。

第2 条（BANサービスの種類）
BANサービスには、BAN基本サービス（以下「基本サービス」という）とオプションサービスがあります。弊社
が会員に提供するそれぞれのサービスは、次の通りとします。

1. 基本サービス
ビズ

第8 条（変更の届出）
会員は、住所、氏名、電話番号、その他弊社に届出ている事項に変更が生じた場合には、弊社が別途指定する方
法により、すみやかに弊社に届出るものとします。

第9 条（会計事務所ID 及びパスワードの管理）
1. 弊社は、会員がBANサービスを利用するために、会員ごとに1つの会計事務所ID と1つのパスワードを付与

するものとします。
2. 会員は、会計事務所ID 及びパスワードが大切なものであることを認識し、その取り扱いにつき管理責任を

負うものとします。
び

ＢＡＮサービス利用規約

ビズソフト株式会社（以下「弊社」といいます）は、「ビズソフト・アドバイザーズ・ネットワーク（Bizsoft Advisors Network）」（以下「BAN」といいます）が提供するサービス（以下「BANサービス」といいます）の利用規
約（以下「本規約」といいます）を以下の通り定めます。第4条に従いBANに入会申請された方は、以下の条件にご承諾いただいたことになります。

（1）会員用「ビズソフト製品」の提供
（2）ヘルプデスク（電話並びにWebお問い合わせ）
（3）BAN会員専用ページの利用権
（4）法令改正時の対応や後継製品発売にともなう最新プログラムへのバージョンアップ※1

（5）顧問先向けソフトウェアの注文・更新
（6） BAN会員専用ページでの顧問先データ共有、メッセージ送受信機能の利用権※2

2. オプションサービス
（1）会員用「ビズソフト製品ライセンス追加」

※1 インターネット経由でのダウンロード提供となります。
※2 顧問先が「顧問先向けソフトウェア」または「出納帳ライセンスパック」にてビズソフト製品を利用している場合のみ利用できます。

第3 条（BANサービスの利用）
1. 会員は、本規約及び弊社が別途定めるルール等に従い、BANサービスを利用するものとします。
2. 弊社は、会員の事前の承諾を得ることなく、BANサービスの内容を変更することができるものとします。

第4 条（会員）

3. 会員は、会計事務所ID 及びパスワードを第三者に譲渡、貸与、開示してはならないものとします。
4. 会員は、会計事務所ID 及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用などに起因する損害に

つき自ら責任を負うものとします。
5. 会員は、会計事務所ID 及びパスワードが第三者によって不正に使用されていることが判明した場合には、

直ちに弊社に連絡するものとします。

第10 条（禁止事項）
会員は、以下の行為をしてはならないものとします。

（1）利用の際に、虚偽の内容を入力あるいは登録申請する行為
（2）BANサービスの運営を妨げ、その他BANサービスに支障をきたすおそれのある行為
（3）会計事務所ID 及びパスワードを不正に使用する行為
（4）他の会員、第三者もしくは弊社に迷惑、不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれの

ある行為
（5）他の会員、第三者もしくは弊社の著作権等の知的財産、プライバシー・人格権その他の権利を

侵害する
行為、またはそれらのおそれのある行為

（6）公序良俗に反する行為その他法令に違反する行為 またはそれらのおそれのある行為「会員」とは、次の各号のいずれかに該当し、かつ本規約を承認いただいた上、弊社所定の手続に従い入会を
申請し、弊社が必要な審査を行い承認した方をいいます。

（1）税理士または公認会計士
（2）税理士法人または監査法人
（3）税理士または公認会計士が代表者である関連法人
（4）中小企業診断士

第5 条（入会・更新・退会）
1. 入会希望者は、弊社の指定する方法に従い入会申請を行い、BANサービス利用料（年会費）をお支払い
いただきます。

2. 入会日は、入会希望者の申請手続きを弊社が登録処理した日となります。
3. 弊社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当該入会申請を承認しない場合があります。

(1) 入会希望者が過去に本規約に違反をしたことなどにより会員登録の抹消などの処分を受けている
ことが判明した場合

(2) 入会希望者の申請内容に虚偽の事項が含まれている場合
(3) その他登録申請を承認することが不適当であると弊社が判断する場合

4 弊社は 入会登録後 すみやかにBANサ ビ の提供を開始します BANサ ビ の有効期間は 入会日の

（6）公序良俗に反する行為その他法令に違反する行為、またはそれらのおそれのある行為
（7）その他、弊社が不適当と判断する行為

第11 条（BANサービスの利用停止、会員登録の取消）
弊社は、会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、会員に事前通知することなくBANサービスの利用停止ま
たは会員登録を抹消することができるものとします。

（1）過去に本規約に違反したことなどにより会員登録の抹消などの処分を受けていることが判明した場合
（2）BANサービスに関する料金などの支払債務の履行遅延、その他の不履行があった場合
（3）第10 条（禁止事項）の行為を行った場合
（4）その他本規約に違反した場合

第12 条（著作権）
1. 会員は、BANサービスを通じて提供されるいかなる情報も、権利者の許諾を得ないで、著作権法で

認められる個人の私的複製等著作権の制限規定範囲外での使用をすることはできません。
2. 本条の規定に違反して問題が生じた場合、会員は自己の責任と費用においてかかる問題を解決すると

ともに、弊社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。

4. 弊社は、入会登録後、すみやかにBANサービスの提供を開始します。BANサービスの有効期間は、入会日の
翌月1日から起算して1年間とします。

5. 会員は、弊社が指定する方法に従い、年間のBANサービス利用料を指定する期日までに一括して支払う
ものとします。期日までに支払いいただけない場合には、サービスの提供を停止させていただくことが
ございます。

6. 弊社は、会員の有効期間終了前に更新の案内を会員に対して行います。BANサービスの有効期間終了前に
翌年分のBANサービス利用料をお支払いいただいた場合にBANサービスは1年間更新されます。

7. 会員が更新を行なわなかった場合は、有効期間終了を以って退会されたものとします。退会翌日、
BANサービスとして提供しているビズソフト製品に関しては使用することができなくなります。
また、弊社はその際に生じるいかなる損害についても責任を負いません。

8. 会員は、BANサービスの有効期間中に退会を希望する場合には、弊社に対して文書による通知により
退会することができます。この場合、支払われたBANサービス利用料の返還は行いません。

第6 条（顧問先向けソフトウェアの注文・更新）
弊社は「顧問先向けソフトウェア」を会員もしくは顧問先に対して優待で提供いたします。会員は、顧問先向
けソフトウェアで注文可能な各種製品（以下「ＢＡＮプレミアム製品」という）を顧問先へ導入させることが
可能です

第13 条（BANサービスの保守）
弊社は、BANサービスの稼動状態を良好に保つために、以下各号の場合、会員に事前に通知を行うことなくBAN
サービスの全部あるいは一部において提供を中止することができるものとします。

（1）システムの定期保守及び緊急保守の場合
（2）火災、停電、第三者による妨害行為等により、システムの運用が困難になった場合
（3）その他、止むを得ずシステムの停止が必要と弊社が判断した場合

第14 条（その他免責事項）
1. 弊社は、会員がBANサービスを利用できなかったことにより発生した一切の損害について、いかなる

責任も負わないものとします。ただし、弊社の故意または重過失の場合は除きます。
2. 弊社は、会員の登録した情報に従って各種事務処理をした結果、会員が不利益を被った場合でもその

責任を負わないものとします。
3. 会員が、BANサービスを利用したことにより、他の会員または第三者に対して損害等を与えた場合には、

当該会員は自己の責任と費用において解決し、弊社には一切迷惑を与えないものとします。

第15 条（その他）可能です。
1. 注文希望の会員は、弊社の指定する方法に従いＢＡＮプレミアム製品の注文を行います。
2. 注文日は、会員からの手続きを弊社が処理した日となります。
3. 弊社は、処理後、すみやかにＢＡＮプレミアム製品の提供を開始します。ＢＡＮプレミアム製品の
有効期間は、注文日の翌月1日から起算して1年間とします。

4. ＢＡＮプレミアム製品の利用料金は、会員もしくは顧問先が期日までに一括して支払うものとします。
期日までに支払いいただけない場合には、ＢＡＮプレミアム製品の利用を停止させていただくことが
ございます。

5. 弊社は、ＢＡＮプレミアム製品の有効期間終了前に更新の案内を会員もしくは顧問先に対して行います。
有効期間終了前に翌年分の年間利用料をお支払いいただいた場合にＢＡＮプレミアム製品の有効期間が
1年間更新されます。

6. 会員もしくは顧問先がＢＡＮプレミアム製品の利用更新を行なわなかった場合は、有効期間終了を以って
利用中止されたものとします。有効期限終了翌日より、提供している顧問先プレミアム製品は使用する
ことができなくなります。また、弊社はその際に生じるいかなる損害についても責任を負いません。

7. ＢＡＮプレミアム製品は、注文した会員がBANサービスを退会すると利用更新を行うことはできず、有効
期限終了後に使用することができなくなります。また、弊社はその際に生じるいかなる損害についても
責任を負いません。

第 条（そ 他）
1. 弊社から会員への連絡方法は、原則として電子メールによるものとします。
2. BANサービスの利用に関して、本規約または弊社の指導により解決できない問題が生じた場合には、

弊社と会員との間で双方誠意をもって話し合い、これを解決するものとします。
3. BANサービスの利用に関して訴訟の必要が発生した場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を

第一審の専属管轄裁判所といたします。

附則： この規約は2010 年10 月8 日より改定・施行されます。

ビズソフト株式会社
〒160-0022
東京都新宿区新宿1-4-8 新宿小川ビル５Ｆ

営業部ＢＡＮサービス窓口

責任を負いません。
8. ＢＡＮプレミアム製品の「追加ライセンスの利用申込み権（有料）」は、ございません。

第7 条（オプションサービスの購入・更新・利用停止）

弊社は、会員に対して別途有償の「オプションサービス」を提供しており、会員の利用状況に応じて、購入・更新・利用停
止が行えます。

1. 購入希望者は、弊社の指定する方法に従い購入申込みを行い、オプションサービス利用料をお支払いいただきます。
2. 購入日は、会員からの申込み手続きを弊社が登録処理した日となります。
3. 弊社は、登録処理後、すみやかにオプションサービスの提供を開始します。オプションサービスの有効期間は、
購入日を基準にBANサービスの有効期間の残日数と同じとします。

4. 会員は、弊社が指定する方法に従い、オプションサービス利用料を指定する期日までに一括して支払うもの
とします。期日までに支払いいただけない場合には、サービスの提供を停止させていただくことがございます。

5. 弊社は、会員の有効期間終了前に更新の案内を会員に対して行います。BANサービスの有効期間前に翌年分の
オプションサービス利用料をお支払いいただいた場合にオプションサービスの有効期間は1年間更新されます。

6. 会員が更新を行なわなかった場合は、有効期間終了を以って利用中止されたものとします。有効期限翌日から、
オプションサービスとして提供しているビズソフト製品に関しては使用することができなくなります。また、弊社は
その際に生じるいかなる損害についても責任を負いません。

7. 会員は、オプションサービスの有効期間中に利用停止を希望する場合には、弊社に対して文書による通知に

より利用停止することができます。この場合、支払われたオプションサービス利用料の返還は行いません。

１．ご提供頂いた個人情報の利用目的は以下の通りです。
・ソフトウェア販売および物品等の提供の為に利用
・商品・サービス・セミナーの案内等の為に利用
・マーケティング調査（アンケート等）の為に利用
※なお、弊社において貴殿の個人情報を当該目的以外に利用することはございません。

２．弊社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できないよう加工した統計データを作成することがあります。個人を特定できない統計データについては、弊社は何ら制限なく利用することができるものとします。
３．法令に基づく場合を除いて、ユーザーの個人情報について、ユーザーご本人のご同意なく、第三者への提供は一切致しません。
４ 取得したユ ザ の個人情報を目的の範囲内において協力会社に委託する場合もございます その場合は 弊社の規定により信頼に足ると適切に評価した協力会社であり 弊社と個人情報の取り扱いに関する契約を締結した協

ＢＡＮ登録にてお預かりする個人情報について

ビズソフト株式会社 (以下「弊社」といいます)は、ＢＡＮ会員登録をお申込みいただく方（以下「ユーザー」といいます）のプライバシーを尊重し、ユーザーの個人情報の管理に細心の注意を払い、これを取扱います。

４．取得したユーザーの個人情報を目的の範囲内において協力会社に委託する場合もございます。その場合は、弊社の規定により信頼に足ると適切に評価した協力会社であり、弊社と個人情報の取り扱いに関する契約を締結した協
力会社に限ります。予めご了承ください。

５．ＢＡＮ会員登録のお申込みにおいて、必要となる項目をご記入いただかない場合、発送等の確認ができないため商品・サービス・案内等をご提供できない場合があることを、あらかじめご了承ください。
６．弊社が保有するユーザーの個人情報について、開示を請求することができます。また、開示の結果、個人情報の訂正・削除を請求することもできます。ユーザーご自身の個人情報の開示・訂正・削除を請求される場合は、下記

連絡先にご連絡をお願いいたします。なお、開示、訂正、削除を請求される場合、本人以外への個人情報の漏洩や、本人以外による個人情報の書き換え等を防止する為、請求者が本人であることを確認させていただきます。
確認がとれた場合に限り、個人情報の開示・訂正・削除を行うものとします。

７．弊社サポートセンターにお電話いただいた場合には、通話内容に関する事実確認、お問い合わせへの正確なご回答、窓口担当者の電話対応マナー向上のため等の目的で、通話内容を録音させて いただくことがあります。

＜個人情報問い合わせ窓口＞

e-mail：info@bizsoft.co.jp
（※個人情報お問い合わせ窓口は、弊社ホームページにも掲載しております。）

ビズソフト株式会社 管理部


