
※お申込を受け付けましたら電話・ＦＡＸ等でご連絡させていただきます。 ＊＊＊＊「受講票」は発行いたしませんので、当日受付で名刺「受講票」は発行いたしませんので、当日受付で名刺「受講票」は発行いたしませんので、当日受付で名刺「受講票」は発行いたしませんので、当日受付で名刺
1111枚をお渡し願います枚をお渡し願います枚をお渡し願います枚をお渡し願います。。。。

※個別相談会は講演終了後開催いたします。受付は先着順（１社１５分程度、4社様限定）とし、開始時刻等は別途ご連絡いたします。

■セミナー参加申込書■ （（（（FAXFAXFAXFAXにてお申し込み下さい）にてお申し込み下さい）にてお申し込み下さい）にてお申し込み下さい）→→→→ FAX No.092092092092----282282282282----6401640164016401

★１社につき経営職・管理職の方２名様までご参加いただけます★１社につき経営職・管理職の方２名様までご参加いただけます★１社につき経営職・管理職の方２名様までご参加いただけます★１社につき経営職・管理職の方２名様までご参加いただけます ◆申込締切日：5月16（月） ※※※※但し、定員になり次第但し、定員になり次第但し、定員になり次第但し、定員になり次第
締切とさせていただきます締切とさせていただきます締切とさせていただきます締切とさせていただきます

ご記入いただきました内容は、当社からの関連会社・提携会社を含む各種商品/ サービスのご案内・提供、及び当社業務に関
する情報提供・運営管理に活⽤させていただきますのでご了承ください。なお、各種商品/サービスの詳細及び当社業務に関する
情報については、当社ホームページをご覧ください。
また、メールアドレスをご記入いただきますと、地域AD倶楽部に登録でき、各種セミナーのご案内、介護リスクマネジメントニュース
や⼈事労務その他お役⽴ちニュースをメール配信させていただきます。（地域AD倶楽部については別紙規約をご覧ください）

フリガナ フリガナ

貴社名
施設名
医院名

ご住所
（貴社所在地）

〒
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（ＡＤ倶楽部）（ＡＤ倶楽部）（ＡＤ倶楽部）（ＡＤ倶楽部）

ＴＥＬ ＦＡＸ

フリガナ 部署名 お役職 Ｅメールアドレス ＊必須

ご参加者
氏名①

＠

フリガナ 部署名 お役職 Ｅメールアドレス ＊必須

ご参加者
氏名②

＠

業種区分
（サービス
類 型
病床数）

セミナーを

知った

きっかけ

無料個別
相談希望
（○を付けて
ください）

□□□□ ADADADAD倶楽部会員倶楽部会員倶楽部会員倶楽部会員

□□□□ 一般（非会員）一般（非会員）一般（非会員）一般（非会員） 下記「下記「下記「下記「ADADADAD倶楽部登録倶楽部登録倶楽部登録倶楽部登録
確認欄」を確認下さい確認欄」を確認下さい確認欄」を確認下さい確認欄」を確認下さい

【以下の該当するものに✔を付けてください。（複数回答可）】
□介護福祉施設（特養） □介護⽼⼈保健施設 □介護療養医療施設 □有料⽼⼈ホーム □サ高住
□グループホーム □デイサービス □デイケア □訪問介護 □訪問看護 □訪問リハビリ
□⼩規模多機能型居宅介護 □定期巡回・随時対応型訪問介護看護 □複合型サービス
□ショートステイ □居宅介護⽀援 □介護予防サービス（ ）
□病院 【□高度急性期・⼀般急性期 □回復期リハ □地域包括ケア病床 □療養病床（慢性期）

□精神病床 □その他（ ）】
病床数 ︓ □２０〜１９９床 □２００〜２９９床 □３００〜４９９床 □５００床以上）

□有床診療所 □無床診療所
□その他（具体的な業種・サービス ︓ ）

希望する ・ 希望しない

相談内容を右欄へ
ご記入ください

【ご相談内容を記入ください】 ＊個別相談を希望されない場合でも、主催者・講師への
要望・質問等ございましたら、こちらへご記入ください

弊社
使用欄

営業課支社 区 分 新 ／ 既 ケアフレ／べスケア

営業担当者 メール配信 □ケアフレ① □ケアフレ②

代理店・扱者 受付者／日付 ／

□ＡＤ倶楽部メールニュースでの案内 □福岡ＡＤ倶楽部ホームページ □ダイレクトメール（郵便/ＦＡＸ）
□あいおいニッセイ同和損保からのご案内⇒（社員／代理店名︓ ）
□団体、協会等からの案内⇒（団体／協会名︓ ） □その他（ ）

※「受講票」は発⾏いたしませんので、当⽇受付で名刺1枚をお渡し願います。
※個別相談会は講演終了後開催いたします。受付は先着順（１社１５分程度、4社様限定）とし、開始時刻等は別途ご連絡いたします。



第1条（名称）
本倶楽部は「地域AD倶楽部」（以下「本倶楽部」という）と称します。

第2条（目的）
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社（以下「当社」という）は、本倶楽部へ参画いただく企業（以下「参画企業」という）の企業経営の支援を目的とし、本倶楽部の参画企業の発展に
寄与するため、参画企業に対し、企業経営に関する各種情報の提供、コンサルティング、専門機関の紹介、講演会・セミナーの開催など、各種サービス・支援策（以下「本サービス」とい
う）の提供を行います。

第3条（運営）
本倶楽部は当社が運営を行うものとします。

第4条（利用規約）
１． 本規約は、本倶楽部の参画企業に対して適用されるものとします。
２． 当社は、必要に応じて本規約を変更できるものとし、本規約を変更したときは、所定の方法により、その内容を参画企業に告知するものとし、変更後の規約はその告知の時から既存
の参画企業へも適用されるものとします。

第5条（参画企業）
本倶楽部は、原則として、日本国内に所属する法人を対象とし、当社が定める所定の参画申込手続きを行い、当社が承認したものを参画企業とします。なお、個人事業主においては、
法人に準じるものとして当社が承認をしたものを参画企業とします。ただし、公序良俗に反する営業を営むもの、または当社が参画企業として不適当と認めたものについては、当社はそ
の参画申込を承認しない、または、承認後であっても承認の取消しを行うことができるものとします。

第6条（変更の届出）
１． 参画企業は、住所、電話番号、メールアドレス等、本倶楽部に関する届出の内容に変更があった場合は、すみやかに本サービスまたは当社の担当者を通じて当社に連絡するものと
します。
２． 前項の届出が無かった場合、当社は参画企業の了承を得ることなく、参画企業資格の一時停止、または、本サービスの廃止の手続きをとることがあり、この場合、当社からは参画企
業資格の一時停止、または、本サービスの廃止に関する通知は行わないものとします。
３． 第1項の連絡がなかったことで参画企業が、不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負わないものとします。
４． 第1項の連絡があった場合で、変更の連絡内容に虚偽、誹謗、中傷、公序良俗に反する内容その他不適切なものがあるときは、当社は当該連絡内容を更新しないか、または、更新
後であっても更新を取り消し、これによる参画企業の不利益については、一切その責任を負わないものとします。

第7条（入会金、会費など）
本倶楽部の入会金、会費および登録費用は無料とします。

第8条（参画企業資格の有効期間）
１． 本倶楽部の参画企業資格の有効期間は、当年10月1日から翌年9月30日までを1年度として、第5条により当社が参画申込を承認した日から開始し、当該開始日の属する年度の9月
30日までとします。
２． 参画企業は、参画企業資格の有効期間満了の5ヶ月前より、本サービスまたは当社の担当者を通じて、参画企業から本倶楽部からの退会の申出がない場合、翌年度へ自動更新さ
れるものとし、以後同様とします。

第9条（免責）
１． 当社は、本サービスを介した情報により発生あるいは誘発された損害、情報の利用により得た成果についての責任を負わないものとします。
２． 当社は、本サービスの提供に当たり、参画企業情報等の保護については、暗号化等の必要な措置は講じますが、通信の性質上、漏えいの危険性があることを参画企業はあらかじめ
承諾するものとします。
３． インターネット等通信経路において、盗聴等により本サービスで使用する個人情報が漏えいし参画企業及び他者に不利益、損害等が生じた場合について、当社は、責任を負わない
ものとします。
４． 個人情報のメールアドレスが、正しく登録または変更されていない等の事由により、メール配信が不能となり、参画企業又は他者に不利益又は損害が生じた場合について、当社は責
任を負わないものとします。
５． 当社は、本サービスの配信システムの障害等によるメールの遅配、未配及びその他のいかなる原因に基づき生じた損害について賠償する義務を一切負わないものとします。
６． 参画企業は、本サービスのシステム構成上、一度配信されたメールマガジンが再度配信される場合があることをあらかじめ承認することとします。

第10条（本サービスの提供の停止及び変更）
１． 当社は、参画企業の承諾を得ることなく、サーバーメンテナンス等により、一時的に本サービスの提供を停止することがあります。
２． 当社は、参画企業に事前に通知することなく、本サービス内容を変更又は廃止することがあります。
３． 第1項、第2項及びその他の事由により本サービスの提供の遅延または中断により参画企業及び他者が被った損害について一切の責任を負わないものとします。

第11条（通知）
本サービスの提供および参画企業宛の諸通知は、当社が管理する、参画企業の住所・FAX番号・メールアドレス等へ行うことをもって足り、参画企業に送信されない場合であっても、そ
れらが通常到達すべきときに到達したとみなすことができるものとします。

第12条（本サービスの廃止）
１． 参画企業が任意に本サービスを廃止する場合、原則として本サービスの廃止をしようとする日の１ヶ月前までに、本サービスまたは当社の担当者を通じて当社に届出るものとします。
なお、次の場合には当社は当該参画企業を本サービスの廃止をしたものとして取扱うことができ、この場合当社から本サービスの廃止に関する通知は行わないものとします。

ア) 本倶楽部ヘの入会時の登録時に虚偽の申告をした場合
イ) 正当な理由なく、本倶楽部の運営に対する破壊行為ないし妨害行為があった場合
ウ) 流言などで、当社または本倶楽部の名誉を著しく傷つけた場合
エ) 破産手続開始の申立、倒産または廃業、民事再生手続開始の申立等がなされた場合
オ) 吸収合併または組織変更等による法人としての同一性の喪失、事業の全部譲渡があった場合
カ) 本サービス等の悪用ないし濫用による窃盗、詐欺、恐喝、横領、背任、贈収賄、業務妨害、名誉毀損、侮辱、脅迫、公然わいせつ物陳列、電磁的記録の改ざん・破壊、不正アクセス
等があった場合
キ) 本規約に違反した場合
ク) 暴力団、暴力団関連企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という。)である、または反社会的勢力
であった場合
ケ) 上記各号に該当する場合のほか、当社が不適当と判断する場合
２． 参画企業は、日本国内に所在する法人および個人事業主でなくなった場合、原則として参画企業としての本サービスの廃止をするものとし、本サービスの廃止をしようとする日の１ヶ
月前までに前項の場合、本サービス、または、当社の担当者を通じて当社に届け出るものとします。参画企業としての本サービスの廃止について所定の届け出がなかった場合でも、当
社は当該参画企業に対する事前の通知なく、いつでも参画企業としての本サービスの廃止をさせることができます。

地域AD倶楽部参画規約



第13条（参画企業情報の取扱い）
当社は、参画企業が当社に届け出た情報及び本サービスの利用に関する参画企業情報等（以下「参画企業情報」という）は下記に掲げる目的（以下「利用目的」という）に必要な範囲内
で当社及び当社のグループ会社間で共同利用し、当該利用目的以外には利用しないものとします。
ア） インターネットやＤＭを通じたサービス情報のご提供や、サービスのご利用に関するご案内等の連絡・各参画企業のサービス・商品、キャンペーン等の情報提供
イ） アンケート調査および分析、キャンペーン、懸賞等の抽選及び賞品等の発送ならびにこれに関連した応募者への連絡・その他付随する業務
ウ） 第三者への開示について、事前の承認を得た場合
エ） 本サービスを提供する上で必要とされる業務委託先に、機密保持契約を結んだ上で開示する場合
オ） 法律などにより開示が要求される場合
カ） 当社が取り扱う商品・サービスのご案内、募集および販売（契約の維持・管理を含む）
キ） 当社の市場調査ならびにデータ分析、アンケート実施による金融商品・サービスの開発・研究

第14条（私的利用の範囲外の利用禁止）
１． 参画企業は、当社が承認した場合(当該情報に関して権利をもつ第三者がいる場合には、当社を通じ当該第三者の承諾を取得することを含む。)を除き、本サービスを利用して入手し
たいかなるデータ、情報、文章、発言、ソフトウェア等も、著作権法で認められた私的利用の範囲を超える複製、販売、出版のために利用することはできないものとします。
２． 参画企業は前項に違反する行為を第三者にさせることはできないものとします。

第15条（その他の行為の禁止事項）
１．参画企業は、当社が定める以下の行為をすることができません。
ア) 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
イ) 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為または侵害するおそれのある行為
ウ) 他者を差別もしくは誹謗、中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為
エ) 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
オ) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信または表示する行為
カ) 本サービスを利用することによりアクセス可能な当社または他者の情報を改ざん、消去する行為
キ) 他者になりすまして本サービスを利用する行為
ク) 本サービスを他者に提供・利用させる行為
ケ) いわゆるウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を発信し、または他者が受信可能な状態におく行為
コ) 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為
サ) 他者に対し、嫌悪感を抱かれるような広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為。もしくはそのおそれのある電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為。他者のメール受信を
妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為
シ) 他者の設備または参画企業サービス運営用設備(当社が参画企業専用ホームページを運営するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェア等をいいま
す。)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為または与えるおそれのある行為
ス) 参画企業本人または当社の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の企業情報を収集する行為
セ) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反するまたは違反するおそれのある行為
ソ) ネズミ講の開設および加入勧誘ならびに宗教的活動に関する行為
タ) 上記各号の他、法令、本規約もしくは公序良俗に違反する行為、本倶楽部の運営を妨害する行為、当社の信用を毀損し、もしくは当社の財産を侵害する行為または他者もしくは当社
に不利益を与える行為
チ) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。) が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを設定する行為
ツ) 上記各号の行為に準ずる行為
２．本条に定める規定に反する行為をしたときは、当該参画企業は、関連する法律、政令、条例、規則等の法規に定めるところに従い、損害賠償責任を負うことがあるほか、本規約に定め
る処置を受けることがあります。

第16条（削除）
１．参画企業情報等が、当社が定める所定の期間若しくは量を超えた場合、または本サービスの提供および保守管理上必要な場合、当社は参画企業に事前に通知することなくこれらを
削除できるものとします。
２．当社が前項の措置を講じた場合において、その措置によって参画企業が何らかの損害を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。

第17条（知的所有権）
１．本サービスに係る情報の内容等すべてについて、知的所有権等すべての権利は当社及び情報提供者に帰属します。
２．参画企業は、本サービスを通じて取得したデータ等全ての内容について著作権法で認められた私的利用範囲を超える複製、転写等を行うことができません。

第18条（利用機器）
参画企業は、本サービスの利用に必要な参画企業端末及びソフトウェア等をすべて自らの費用と責任で準備するものとします。また、すべて自らの費用と責任で任意の電気通信サービ
スを経由して本サービスを利用するものとします。

第19条（協議）
本規約に記載のない事項、および本規約の解釈につき疑義の生じた実施上必要な細目については、当事者間の協議によって解決するものとする。

第20条（専属管轄）
本規約に関する全ての紛争については、東京地方裁判所を以って第一審の専属管轄裁判所とします。

第21条（準拠法）
本規約に関する準拠法は、日本法とします。

第22条（発効）
本規約は平成22年10月1日より効力を発します。


