
この広告物は、2022年11月現在のものであり、事前の予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

1. 個人情報取扱事業者の名称
TAC 株式会社
代表取締役　多田　敏男

2. 個人情報保護管理者
個人情報保護管理室　室長
連絡先　privacy@tac-school.co.jp

3. 管理
教材のお申込みに伴いご提供頂きました個人情報は、安全かつ厳密に管理いたします。

4. 利用目的
お預かりいたしました個人情報は、当社が提供する受講サービス（教材の発送、資格試験情報の

提供）に関して利用します。ただし、当社からの受講案内やガイダンス等の開催案内、また、取得
した閲覧履歴や購買履歴等の情報は、サービスの研究開発等に利用及び興味・関心に応じた広告や
サービスの提供にも利用する場合がございます。

5. 安全対策の措置について
お預かりいたしました個人情報は、正確性及びその利用の安全性の確保のため、情報セキュリティ

対策を始めとする必要な安全措置を講じます。
6. 第三者提供について

お預かりいたしました個人情報は、お客様の同意なしに業務委託先以外の第三者に開示、提供す
ることはありません。（ただし、法令等により開示を求められた場合を除く。）

7. 個人情報の取扱いの委託について
お預かりいたしました個人情報を業務委託する場合があります。

8. 情報の開示等について
ご提供いただいた個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、削除、利用又は提供の停止等を請求

することができます。請求される場合は、当社所定の書類及びご本人確認書類のご提出をお願いい
たします。詳しくは、下記の窓口までご相談ください。

9. 個人情報提供の任意性について
当社への個人情報の提供は任意です。ただし、サービスに必要な個人情報がご提供いただけない

場合等は、円滑なサービスのご提供に支障をきたす可能性があります。あらかじめご了承ください。
10. その他 

個人情報のお取扱いの詳細は、TAC ホームページをご参照ください。 
http://www.tac-school.co.jp

11. 個人情報に関する問合せ窓口
TAC 株式会社　個人情報保護管理室
住所：東京都千代田区神田三崎町 3-2-18
E メール：privacy@tac-school.co.jp

個人情報の取扱いにつきまして
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❻

教材購入の手引き

1. ご注文方法について
①ご注文
　■教材注文書に必要事項をご記入の上、FAX・メールにてお申込みください。
　※教材の発売時期および価格は予告なく変更される場合がございます。
②教材発送
　■平日正午までにいただきましたご注文は、翌営業日発送とし、それ以降にいただきましたご注文につきましては、翌々営業

日発送とさせていただきます。
　■商品の在庫状況および交通機関の運行状況、天災や天候等により、ご希望の納品日にお届けできない場合もございます。
　■土日、祝祭日の発送は行っておりません。
　■送料は弊社にて負担いたします。

3. 教材発送の注意事項
①3月から4月の発送
　3月から4月の発送は特に混み合いますので、納品までに1週間程いただく場合がございます。
②教材の発送ができない期間
　年末・年始、夏季お盆期間中及び棚卸期間（3月下旬～4月上旬、9月下旬～10月上旬）1週間程は教材の発送ができません。
　※棚卸期間（2021年実施例）：3月27日～4月2日迄・9月28日～10月4日迄

2. お支払方法について
■請求書は商品出荷後に別途送付いたします。
■郵便振替でのお支払をお願いしております。銀行口座へのお振込をご希望の場合はお問合わせください。
■ゆうちょ銀行窓口・ATMにて現金でお振込みされる際の加算料金（窓口手数料110円等）については、ご負担をお願いいた
します。
　なお、口座振り込みであれば窓口手数料は発生いたしませんので、一度口座にご入金の上、お振込み頂きますようお願い致
します。
■振込手数料につきましては、ご注文金額に応じて、以下の通りとなります。
【1回のご注文につき、税込合計金額が3,000円以上の場合】
振込手数料は弊社にて負担いたします。同封の郵便振替払込取扱票にてお支払いください。
【1回のご注文につき、税込合計金額が2,999円以下の場合】
振込手数料のご負担をお願いいたします。お振込先詳細は、請求書をご確認ください。

■公費支払いの場合は、注文書「請求方法」欄の「□公費請求」にチェックをお願いします。ご注文金額にかかわらず振込手数
料のご負担をお願いいたします。

■その他、請求書の宛名等でご要望がある際は注文書「備考」欄にご記入ください。
■ご注文いただきました教材代金は、翌月末を支払期限とさせていただきます。
■複数のご注文を合算してご注文合計金額を3,000円以上とされる場合は、初回ご注文分の支払期限内にお申し出くださ
い。支払期限を過ぎますとお受けすることはできません。

4. 教材の返品について
弊社商品発送後の商品返品は、原則としてお受けできません（以下、①～③全ての返品規定を満たす場合を除く）。
商品内容・数量・金額をよくご確認の上、ご注文ください。
①一旦おおよその数で注文し、後に必要部数が確定した時点で残余の教材を返品することをご希望の場合は、予めご注文する
前か、またはご注文の時点で弊社担当者まで必ずご連絡ください。

　ご連絡を受け次第、返品に関する諸手続きを取らせていただきます。返品にかかる送料・お手数料はお客様のご負担となりま
す。

　なお、ご注文前、またはご注文時点でご連絡をいただいていない場合は、返品をお受けできない場合もございますのでご注意
ください。
②教材の返品期間は、納品後2週間以内とさせていただきます。
③教材の返品数量は、当初ご注文数の10％（例：10冊ご注文いただいた場合は1冊）までとさせていただきます。

5. 見本（献本）について
見本をご希望の場合は、弊社担当者までお問合せください。
なお、見本としてお出しできない教材（内部教材・DVDメディア教材等）もございます。

ご注文・お問合せ窓口
TAC株式会社 出版事業部 学校グループ

（平日10：00～16：00）
TEL 03-5276-8937

FAX 03-5276-9674
〒101-0061 東京都千代田区神田三崎町3-1-5
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