
●背景からすべてオリジナルで作成できるフルオーダータイプのQUOカードです。
●オフセット印刷とインクジェット印刷、2種類の印刷方式からお選びいただけます。

※インクジェット印刷の場合、1つのデザイン・額面につき作業手数料3,300円（税込）がかかります。

●1つの額面・デザインにつき、オフセット印刷は100枚以上、インクジェット印刷は10枚以上100枚未満、1枚単位で承ります。
●制作日数の都合上、ご注文からお届けまで3～4週間程度かかります。

※年末年始などはさらに日数がかかることがございます。

●送料は注文枚数にかかわらず、お届け先1件ごとにかかります。（本州・四国:770円　北海道・九州:990円　沖縄:1,485円　/税込）

オリジナルカード注文書および完全データ入稿依頼書を当社までFAXのうえ、データをご入稿ください。
受信確認後、担当者より内容確認のご連絡をさせていただきます。
※版下作成をご希望の場合、完全データ入稿依頼書のご提出は不要です。

※当社営業日16時以降の受信分に関しましては、翌営業日のご連絡となります。

★版下作成（10,000円/三校まで）をご希望の場合のみ
版下レイアウトをお送りいたします。ご確認いただき、版下確定あるいは修正のご連絡をお願いいたします。
※修正は2回まで料金内で可能です。3回目以降は1回につき10,000円がかかります。

※版下確定後のレイアウトのご変更はお受けいたしかねます。

★オフセット印刷の場合のみ
色校正紙をお届けいたします。ご確認いただき、校了あるいは再校のご連絡をお願いいたします。
※本番と同じ環境で印刷する本機校正をご希望の場合や、再校をご希望の場合は、1回につき24,000円がかかります。

※校了後の枚数等のご変更はお受けいたしかねます。

商品発送の2営業日前までに、当社銀行口座へ購入代金をお振込ください。
※ご入金は必ず校了後にお願いいたします。請求書は、校了後翌営業日に発行いたします。

※振込手数料はお客様負担とさせていただいております。

※ご入金の当日受付は、当社営業日15時までの着金確認分です。

校了後9営業日以降に商品を発送いたします。
※制作内容により、プラス日数がかかることがございます。

【お振込先】　下記いずれかの口座へお振込ください。
・三菱UFJ銀行(0005) 東京営業部(321) 当座預金　0781569 カ)クオカード
・三井住友銀行(0009) 本店営業部(200) 当座預金　2127869 カ)クオカード
・みすほ銀行(0001) 日本橋支店(038) 当座預金　0124890 カ)クオカード

【注文書送付先・お問い合わせ先】
　株式会社クオカード　お客様サービス部

〒103-0023　　東京都中央区日本橋本町2-4-1　日本橋本町東急ビル内
データ入稿用Mail：quo-design@quocard.com　　　Tel：0120-117-484　　　FAX：03-3243-2251

◆営業時間　9:00～17:00（土日祝日・年末年始を除く）

管理番号：A-307（221101）

【オリジナルカード　ご注文案内書】
オリジナルカードとは

 ご注文の流れ

※商品がお手元に届きましたら、ただちに内容をお確かめください。万が一内容の相違や
傷・折れがある場合は、QUOカードを利用せず、商品到着後7日以内に当社までご連絡ください。

注文受付

色校正

ご入金

発送・お届け

版下作成



　　【オフセット印刷】
シアン・マゼンタ・イエロー・ブラックの4色の版を作成して印刷する印刷方式です。
色の再現性に優れ、印刷前に色校正をご確認いただけるため、品質を重視して大量にお作りする場合に適しています。

　　【インクジェット印刷】
インクを吹き付けて印刷する印刷方式です。1つの額面・デザインにつき、3,300円(税込)の作業手数料がかかります。
色校正の工程がないためスピーディーに印刷でき、版代がかからないため、少ない枚数でも低コストでお作りいただけます。
※インクジェット印刷の場合、印刷色はCMYKのかけ合わせに限ります。特色は使用できません。
※オンラインストアからご注文いただけるハッピーメイドカードもございます。詳細は【制作のご案内③】をご確認ください。

　各印刷方式における基本価格は、制作費用・利用可能額を含めた1枚あたりの販売価格(非課税)です。
　下記の場合はオプション価格がかかりますので、あらかじめご了承ください。

●版下作成でご注文の場合
版下作成代10,000円がかかります。 料金内で2回まで修正可能ですが、3回目以降の修正には1回につき10,000円かかります。
※素材データの加工や切り抜きが発生する場合など、別途トレース代や画像調整代がかかることがございます。

●特色（DIC,PANTONEなど）を使用する場合　※オフセット印刷のみ
1色使用につき、特色代20,000円がかかります。

●色校正を本機校正で行う場合　※オフセット印刷のみ
1回につき、本機校正代24,000円がかかります。(本機校正…本番と同じ環境で印刷をした色校正）

●再色校正を行う場合　※オフセット印刷のみ
簡易校正・本機校正にかかわらず、再色校正代24,000円がかかります。

●簡易校正の色校正紙（プルーフ）を追加する場合　※オフセット印刷のみ
1枚追加につき、プルーフ追加代840円がかかります。通常（追加なしの場合）は2枚ご提出いたします。

★オプション価格は基本価格へ割込みます。下記方法でご計算ください。

※小数点第三位切り捨て+ ÷

【オリジナルカード　制作のご案内①】

 印刷方式について

 価格について

(
【基本価格】 【枚数】 【オプション価格】

)
【枚数】 【単価】

＝×

▼基本価格表（インクジェット印刷）
枚数 500円券 1,000円券 2,000円券 3,000円券 5,000円券 10,000円券
10～99 970 1,520 2,570 3,670 5,820 11,520

▼基本価格表（オフセット印刷）
枚数 300円券 500円券 700円券 1000円券 2000円券 3000円券 5000円券 10000円券
100～ 945 1,305 1,665 2,205 3,322 4,438 6,593 12,370
200～ 705 1,004 1,303 1,751 2,822 3,893 5,988 11,462
300～ 584 851 1,117 1,518 2,566 3,614 5,678 10,999
400～ 548 806 1,061 1,447 2,489 3,530 5,585 10,862
500～ 525 778 1,029 1,407 2,445 3,482 5,532 10,783

1,000～ 477 717 953 1,312 2,341 3,369 5,407 10,597 ▼オプション価格表
2,000～ 454 688 923 1,274 2,299 3,323 5,355 10,517 オプション項目 価格
3,000～ 443 675 908 1,256 2,278 3,300 5,330 10,479 版下作成(3校迄) 10,000
5,000～ 431 659 895 1,239 2,259 3,279 5,306 10,440 版下作成(4校～) 10,000／回
10,000～ 417 642 865 1,202 2,219 3,236 5,259 10,373 特色使用 20,000／色
20,000～ 413 637 858 1,193 2,210 3,226 5,248 10,358 本機校正 24,000／回
30,000～ 409 632 852 1,186 2,202 3,218 5,240 10,348 再色校正 24,000／回
50,000～ 404 625 848 1,181 2,197 3,212 5,233 10,338 プルーフ追加 840／枚
100,000～ 400 620 844 1,176 2,190 3,205 5,230 10,330 トレース・画像調整 都度見積

※100,000枚以上ご注文の場合はお問い合わせください。

※QUO Kids Smileをご注文の場合、上記基本価格にプラス50円かかります。



お客様より、当社規定に沿ってillustratorで作成した印刷用データを入稿いただく方法です。
完全データ入稿が難しい場合、当社にて版下作成（オプション価格：10,000円）を承ります。

入稿方法や入稿データの作成につきましては、「完全データ入稿依頼書」をご確認ください。

お客様より完成イメージと原稿（素材データ）を入稿いただき、当社にて印刷用データを作成する方法です。
入稿方法などにつきましては、下記をご確認ください。

【入稿方法】
当社入稿用アドレス（quo-design@quocard.com）宛に、メール添付にてご入稿ください。

※容量の都合などで添付できない場合はご連絡ください。入稿用の当社規定ストレージメールをお送りいたします。
※お客様指定のストレージサービス等を利用してのご入稿はお受けいたしかねます。あらかじめご了承ください。

【入稿いただくもの】
①原稿（デザインに使用する画像データなど）

画像データの場合 ： JPEG・TIFF・Photoshopいずれかの形式でご入稿ください。カラーモードはCMYKに変換いたします。
写真/イラストの場合 ： 現物をお送りください。切り抜きが必要な場合はコピーしたものに切り抜き線をお書きください。
ロゴマークの場合 ： アウトライン化したAiデータ または原寸大の清刷りでご入稿ください。

※JPEGの画像や名刺に印刷されたものを使用する場合、トレース代がかかる可能性がございます。
②完成イメージ図

以下の点が分かる完成イメージ図を、PDFやJPEGなどの追加編集ができない形式でご用意ください。
・カード枠に対する原稿の配置やサイズ
・文字入れする内容や字体、色（CMYK割合）、サイズ
・QUOロゴマークの位置と色（指定色/白フチ/白ヌキ）
・度数表示の色

オフセット印刷の場合、規定範囲内で額面を自由に設定いただける『フリーバリューカード』でのご注文も可能です。
※額面は 1～999円 と 2,001～2,200円 までの範囲内で、自由に設定していただけます。

●ご注文の流れや使用いただく注文書は、オリジナルカード オフセット印刷と同様です。

●データ作成には既存額面のトンボデータをご使用ください。額面・度数表示は設定額面のものに無償で差し替えいたします。
※色校正へ進む前に、額面・度数表示差し替え後のレイアウトを確認いただくことも可能です。

●フリーバリューカードの価格は、設定額面に制作コストを足した金額となります。
※制作コストは設定額面と作成枚数に応じて異なります。下表をご確認ください。

【オリジナルカード　制作のご案内②】

 完全データ入稿について

 版下作成について

フリーバリューカードについて

枚数＼設定額面 1～100円券 ～200円券 ～300円券 ～400円券 ～500円券 ～600円券 ～700円券 ～800円券 ～900円券 ～999円券 2001～2200円券

100～ 485 565 645 725 805 885 965 1,045 1,125 1,205 1,322
200～ 307 356 405 455 504 554 603 652 702 751 822
300～ 216 250 284 317 351 384 417 451 484 518 566
400～ 189 219 248 277 306 332 361 389 418 447 489
500～ 173 199 225 252 278 302 329 355 381 407 445

1,000～ 137 157 177 197 217 233 253 273 292 312 341
2,000～ 120 137 154 171 188 205 223 240 257 274 299
3,000～ 112 128 143 159 175 192 208 224 240 256 278
5,000～ 102 117 131 145 159 180 195 209 224 239 259
10,000～ 92 105 117 130 142 153 165 177 190 202 219
20,000～ 89 101 113 125 137 146 158 170 181 193 210
30,000～ 86 98 109 121 132 141 152 164 175 186 202
50,000～ 82 93 104 114 125 138 148 159 170 181 197
100,000～ 79 89 100 110 120 134 144 155 165 176 190

▼フリーバリューカード制作コスト一覧表　　※基本価格は、下表の制作コストに設定額面を足した金額です。



※ハッピーメイドカードは、JPEGまたはPNGの画像データをアップロードして作成するフルオーダータイプのQUOカードです。
※印刷方式はインクジェット印刷です。
※作業手数料がかからないため、10枚以上の場合オリジナルカードより安価にてご注文いただけます。

★ QUOカードオンラインストア　：　https://www.quocard.jp/store/

●過去3年以内に当社へご注文いただいたオリジナルカードと全く同じデザインで注文される場合、再版でのご注文が可能です。
●再版が可能な期間は前回のご注文のお届け日より3年以内です。3年を経過した再版につきましては都度お問い合わせください。
★オフセット印刷 かつ 前回注文のお届け日より1年以内の再版注文の場合、再版値引（一律-6,000円）が適用されます。

※インクジェット印刷の場合、再版値引はございません。

≪ 再版注文の流れ ≫

オリジナルカード注文書に前回のご注文情報（注文日やカードデザイン等）を添えてお送りください。
受信確認後、担当者より内容確認のうえ、再版レイアウト確認書を送付させていただきます。
※再版レイアウト確認書とは、前回のご注文デザインを確認いただくための書類です。

当社よりお送りした再版レイアウト確認書をご確認いただき、押印のうえご返送ください。
※ご返送いただいた再版レイアウト確認書の到着確認をもちまして、注文内容確定とさせていただきます。

※注文内容確定後の枚数等のご変更はお受けいたしかねます。

商品発送の2営業日前までに、当社銀行口座へ購入代金をお振込ください。
※ご入金は必ず注文内容確定後にお願いいたします。請求書は、注文内容確定後翌営業日に発行いたします。

※振込手数料はお客様負担とさせていただいております。

※ご入金の当日受付は、当社営業日15時までの着金確認分です。

校了後9営業日以降に商品を発送いたします。
※制作内容により、プラス日数がかかることがございます。

◆オフセット印刷で再版値引が適用される場合、注文書の『再版値引』欄に値引額をご記入ください。

【オリジナルカード　制作のご案内③】

ハッピーメイドカードのご紹介

　　　　当社通販サイトの『QUOカードオンラインストア』では、
　　　　　　5枚から作成可能なハッピーメイドカードもございます！

 再版注文について

※商品がお手元に届きましたら、ただちに内容をお確かめください。万が一内容の相違や
傷・折れがある場合は、QUOカードを利用せず、商品到着後7日以内に当社までご連絡ください。

注文受付

再版レイアウト
確認

ご入金

発送・お届け



カードのご注文枚数分までお選びいただけます。
※追加希望の場合は1枚11円(税込)で販売しております。
※デザインは予告なく変更される場合がございます。詳しくは当社HPをご確認ください。

https://www.quocard.jp/store/app/lp/free_card_case/

■2つ折り台紙タイプケース（商品コード：PP000109） ■封筒タイプケース（商品コード：PP000110）
サイズ：縦77×横100㎜(2つ折り時) サイズ：縦70×横105㎜

表面 表面

裏面 裏面

■ビニールケース（商品コード：PP000009） ■無料ゴルフケース（商品コード：PP000105）
サイズ：縦77×横100㎜ サイズ：縦80×横114㎜

表面 裏面 表面 裏面

Kids Smile QUOカードをご注文の場合、専用ケースをご注文枚数分お付けいたします。
※無料カードケースはご選択いただけません。

表面 中面

中面

無料カードケース

Kids Smile QUOカード専用ケース

★Kids Smile QUOカードとは
カード1枚につき50円が、(株)クオカードより、東日本大震災
被災地の子どもたちを笑顔にするための活動に寄付されます。
※活動の詳細は当社HPよりご覧いただけます。
https://www.quocard.com/product/lineup/standard/donation/kids-smile/

販売価格 ： 通常のカード価格プラス50円
募金先 ： 一般社団法人E＆E、公益社団法人ハタチ基金
募金主体 ： 株式会社クオカード
募金額 ： カード1枚につき50円



★注文受付からお届けまでの目安は3週間強～4週間です。(校了後9営業日以降の発送)
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オリジナルカード（オフセット印刷）注文書
※完全データ入稿の場合、別紙「完全データ入稿依頼書」もあわせてお送りください。

 ＜送付先＞　株式会社クオカード
 FAX ： 03-3243-2251

①
納
期

注文日 西暦 年 月 日 曜

振込予定日 西暦 年 月 日 曜

お届け希望日 西暦 年 月 日 曜

部署名
※25文字まで 担当者名 /

FAX

同上　※お届け先が異なる場合は、下記へご記入ください。

  〒　

住所 都・道
府・県

TEL

メールアドレス

お届け先 □
フリガナ

社名(氏名)
※25文字まで 担当者名 /

住所 都・道
府・県

部署名
※25文字まで TEL

  〒　

②
お
客
様
情
報

ご注文者 ※個人での注文の場合は、部署名・担当者名は記入不要です。
フリガナ

社名(氏名)
※25文字まで

入金名義
（カナ）

特色数

③
ご
注
文
内
容

額面 デザインデータ入稿方法 数量 単価 金額

色円券 完全データ ・ 版下作成 枚

色円券 完全データ ・ 版下作成 枚

色円券 完全データ ・ 版下作成 枚

※前回お届け日から、1年以内に同じデザインでご注文された場合のみ適用

※スタンダードカードや有料ケース・のし等をご注文の場合は、下記へご記入ください。
当社使用欄

商品コード 数量 単価 金額

再版値引(※) 種 -6,000

枚

枚

無料ゴルフケース

枚

④
送
料

本州･四国：\770　北海道･九州：\990　沖縄：\1,485 送料

⑤
合
計

合計カード枚数 枚 合計金額

⑥
無
料
ケ
ー
ス

2つ折り台紙タイプケース 枚 ※ カードのご注文枚数分までお選びいただけます。
封筒タイプケース 枚 ★ QUO Kids Smileカードをご注文の場合､

選択内容にかかわらず、専用ケースを枚数分
お届けします。

ビニールケース

管理番号：A-412（230301）

当社使用欄色校正の種類

簡易校正 ・ 本機校正

簡易校正 ・ 本機校正

簡易校正 ・ 本機校正

郵送

□請求書不要

　【ご注意】　注文受付後にキャンセルされる場合、その時点までに発生した作業費用をご負担いただきます。　また、校了後の枚数やレイアウトの変更はお受けいたしかねます。

　ご記入いただいた個人情報につきましては、当社の【個人情報の取扱いについて】に従いお取扱いいたします。（ https://www.quocard.com/privacy/ ）
☑ 個人情報の取扱いについて同意の上、注文します。

枚

□カードケース不要

⑦
請
求
書

□FAX ※ 領収書の発行は基本的に行っておりません。
金融機関発行の振込金受領書と
当社発行の請求書を併せまして、
領収書の代用としてご利用が可能でございます。

□



★注文受付からお届けまでの目安は3週間強～4週間です。(校了後9営業日以降の発送)

-

-

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\ \

\

\

オリジナルカード（インクジェット印刷）注文書
※完全データ入稿の場合、別紙「完全データ入稿依頼書」もあわせてお送りください。

 ＜送付先＞　株式会社クオカード
　　　 FAX ： 03-3243-2251

①
納
期

注文日 西暦 年 月 日 曜

振込予定日 西暦 年 月 日 曜

お届け希望日 西暦 年 月 日 曜

部署名
※25文字まで 担当者名 /

FAX

同上　※お届け先が異なる場合は、下記へご記入ください。

  〒　

住所 都・道
府・県

TEL

メールアドレス

お届け先 □
フリガナ

社名(氏名)
※25文字まで 担当者名 /

住所 都・道
府・県

部署名
※25文字まで TEL

  〒　

②
お
客
様
情
報

ご注文者 ※個人での注文の場合は、部署名・担当者名は記入不要です。
フリガナ

社名(氏名)
※25文字まで

入金名義
（カナ）

③
ご
注
文
内
容

額面 デザインデータ入稿方法 数量 単価 金額

※スタンダードカードや有料ケース・のし等をご注文の場合は、下記へご記入ください。

枚

枚

円券 完全データ ・ 版下作成 枚

当社使用欄

円券 完全データ ・ 版下作成 枚

円券 完全データ ・ 版下作成 枚

当社使用欄
商品コード 数量 単価 金額

作業手数料 種 3,300 ※1つの額面・デザインにつき、3,300円の作業手数料がかかります。

④
送
料

本州･四国：\770　北海道･九州：\990　沖縄：\1,485 送料

⑤
合
計

合計カード枚数 枚 合計金額

ビニールケース 枚

無料ゴルフケース 枚

⑥
無
料
カ
ー
ド
ケ
ー

2つ折り台紙タイプケース 枚 ※ カードのご注文枚数分までお選びいただけます。
封筒タイプケース 枚 ★ QUO Kids Smileカードをご注文の場合､

　  選択内容にかかわらず、専用ケースを枚数分
 　 お届けします。

請求書不要

　【ご注意】　注文受付後にキャンセルされる場合、その時点までに発生した作業費用をご負担いただきます。　また、校了後の枚数やレイアウトの変更はお受けいたしかねます。

　ご記入いただいた個人情報につきましては、当社の【個人情報の取扱いについて】に従いお取扱いいたします。（ https://www.quocard.com/privacy/ ）
　☑　個人情報の取扱いについて同意の上、注文します。

管理番号：A-413（221101）

□カードケース不要

⑦
請
求
書

□FAX ※ 領収書の発行は基本的に行っておりません。
　  金融機関発行の振込金受領書と
　  当社発行の請求書を併せまして、
　  領収書の代用としてご利用が可能でございます。

□郵送

□



＜入稿用アドレス＞　quo-design@quocard.com
＜CD-R送付先＞　 〒103-0023　東京都中央区日本橋本町2-4-1　日本橋本町東急ビル内　　株式会社クオカード　お客様サービス部　デザイン担当

★推奨バージョン：CC以下

★1色使用につきオプション費用 ¥20,000

★本機校正の場合オプション費用 ¥24,000

管理番号：A-414（221101）

　　☑注意事項・免責について同意の上、注文します。　　

□特色を使用している場合、スウォッチに特色名が入っている（オフセット印刷の場合のみ）
※トンボデータや「QUOロゴマーク・度数表示位置規定」は当社ホームページよりダウンロードいただけます。（購入方法＞FAXで購入する）
　 https://www.quocard.com/purchase/fax/

※注意事項・免責※　必ずご確認いただき、ご同意の上でご注文ください。

　【制作にあたっての注意事項】
　　●入稿データに不備があった場合、お客様にご確認いただくまでは作業を中断いたします。
　　　 また、色校正のお返事・ご確認に日数がかかる場合にも納期に遅れが発生する場合がありますことをご了承ください。
　　●ロゴマークに対して上下が反転したデザインや、公序良俗に反するデザインでの制作はお受けいたしかねます。
　　●QUOカードはペット材への印刷のため、印刷後に黄みがかったニスを塗布します。

　【当社の免責】
　　●デザイン内にQRコードを使用される場合、QRコードの読み取り可否は免責事項とさせていただきます。
　　●お客様により用意された画像データを使用したことにより、第三者の著作権・その他知的財産権、
　　　 または、肖像権・氏名権・その他第三者の権利を侵害したことを理由に、訴訟上または訴訟外の紛争が生じた場合、
　　　 当社は一切責任を負いません。お客様の責任で解決していただきます。
　　　 万が一、そのような紛争により当社に何らかの損害が発生した場合には、お客様に請求させていただくことがあります。

□データ全体にアウトラインがかかっている
□カード原寸サイズより内側2mm以内に、背景以外のデザインが入っていない（印刷時のズレにより切れてしまう可能性あり）
□使用画像は十分な解像度である（350dpi以上推奨）

3．入稿データに不備がないか、以下ご確認ください。

□当社規定のトンボデータを変更なく使用し、QUOロゴマーク・度数表示位置は規定通りになっている(※)
□外トンボまでデザインが入っている
□カラーモードはCMYKになっている（RGBは不可）

□ 無
■色校正 ：□簡易校正 / □本機校正
■特色 ：□ 有 /

■ソフト ： illustrator

※以下はオフセット印刷の場合のみ記入

□

2．入稿データの情報をご記入ください。

■OS ：□Windows / □Mac

□リンクデータ　：　Aiデータにリンクさせている画像データ　※画像をリンクさせている場合のみ

□ CD-R 　デザインデータの入ったCD-Rを下記送付先へお送りください。 ※CD-Rは校了後にご返却いたします。

※お客様指定のストレージサービス等を利用してのご入稿はお受けいたしかねます。必ず上記3つのいずれかの方法でご入稿ください。

　確　認　事　項　※入稿前にご確認・ご記入ください。
1．入稿データがそろっているかご確認ください。

□Aiデータ　：　illustratorで作成した完全データ

□出力見本　：　PDFやカラー出力紙など、仕上がりの見本となるデータ　※パワーポイントなど、当社で編集可能なデータは不可

当社規定ストレージメール 　注文書に記入いただいたメールアドレス宛に入稿用のストレージメールをお送りいたします。返信用URLよりご入稿ください。

オリジナルカード 完全データ入稿依頼書
※完全データ入稿の場合はご記入いただき、注文書とあわせてお送りください。

＜送付先＞
　株式会社クオカード（FAX）　03-3243-2251

　注　文　者　情　報　※注文書と同一内容でご記入ください。

社名(氏名)
※25文字まで

担当者名 /

　入　稿　方　法　※データの入稿方法をご選択ください。

□ メール添付 　添付ファイルにて、下記入稿用アドレス宛にお送りください。

 



【個人情報の取り扱いについて】 
 

当社では、当社の「個人情報保護方針」に従って個人情報保護への取り組みを行っていくとともに、個人情報取扱事業者として、

個人情報の取り扱いに際しては下記記載事項を遵守してまいります。各項目を確認し、同意のうえ、お申し込みください。 

記 

1．利用目的 

当社では、取得した個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲で利用し、目的外に利用することはいたしません。 

・ ご注文内容の確認、ご購入・ご登録いただいた商品・サービスのお申し込みの確認やお届けのため 

・ ご利用いただいている商品・サービスの改良や、新たな商品・サービスの研究や開発をするため 

・ 当社が取り扱っている商品・サービスの不具合対応のため 

・ 当社が取り扱っている商品・サービスに関連した情報等をお届けするため 

・ お客様から寄せられたご質問、ご意見、ご希望、苦情等にお応えするため 

・ お客様が申し込まれた各種キャンペーン、フォーラム等をご利用される上で必要な確認やご案内のため 

・ ご応募いただいた懸賞などに対する景品等をお送りするため 

・ 個人情報を統計的に取得・分析し、個人を識別・特定できない形態に加工した統計データを作成するため 

・ その他、お客様との取引を適切かつ円滑に履行するため 

 

当社では、業務を円滑に遂行するため、業務の一部を委託先に委託し、当該委託先に対して必要な範囲で個人情報の取扱い

を委託する場合があります。この場合には、当社が定めた基準を満たす者を選定するとともに、個人情報の取扱いに関する契約

の締結や適切な監督を行います。 

お客様から取得する情報に他の個人を特定する情報が含まれる場合には、当該他の個人から事前了解を得ているものと取り

扱いさせていただきますので、予めご承知ください。 

 

2．上記目的以外の利用について 

  上記 1．以外の目的で個人情報を利用する必要が生じた場合には、法令により許される場合を除き、その利用につい 

て、お客様の同意をいただくものとします。 

 

3．個人情報の第三者への提供について 

   当社は、取得した個人情報を、上記 1. に記載した委託先へ委託する場合及び以下のいずれかに該当する場合を除き、 

第三者に提供いたしません。 

・ あらかじめお客様の同意を得た場合 

・ 法令に基づく場合 

・ 統計的なデータなどお客様を識別することができない状態で提供する場合 

・ 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合であって、お客様の同意をいただくことが困難である場合 

・ 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、お客様の同意をいただくことが

困難である場合 

・ 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けたものが法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要

がある場合であって、お客様の同意をいただくことにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合 

 
4．個人情報提供の任意性 

お客様の個人情報を当社に提供されるか否かは、お客様のご判断によりますが、ご提供いただけない場合には、上記 
利用目的の商品・サービス等が提供できない場合がありますので予めご了承ください。 
 

5．個人情報に関する開示等について 

開示対象個人情報に関する（1）開示のご請求、（2）利用目的の通知のご請求、（3）訂正・追加及び削除のご請求、（4）利 

用停止・消去及び第三者提供の停止のご請求につきましては、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。遅滞なくご対応さ 

せていただきます。 
 

 

＜個人情報保護管理者＞ 

               株式会社クオカード 

               人事・総務部長 

 

（お問い合わせ先）   株式会社クオカード 

               苦情・相談窓口 

               〒103-0023 東京都中央区日本橋本町 2-4-1 

               電話番号 0120-340-541 （受付時間 9：00～17：00 ※土日祝日を除く） 

               E-Mail Address： quocard@quocard.com 

 

 

以上                                            
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