
 事業会社 概要

 株                
           事業部

         

名古屋市中区葵       

            

代表取締役 武田忠臣

 問合 窓口

                               

              問合      

 募集 概要

               募集

               資格取得費用
       円 税込 

               資格更新費用 会費 
       円 税込  年

 更新時  支払      

      役務   概要

             詳細情報  最新     情報 

受                         契約 

    可能      

  海外旅行応援     外貨両替         登録

               資格 取得条件

 満   歳以上 個人

 法人  登記国籍 問     

 反社会勢力 属     者

               登録申込方法

 専用      必要事項 記入 上           

郵送             

 資格取得費用  営業担当者 直接 支払頂   指定 

口座  振 込      

              決済 選択     可能   

 概要書面   読  内容 十分 理解       

 入金確認 取   場合 書類不備 場合 登録手続  

遅           

 契約締結日  登録 承認    記載       

   日間     返済保証制度

                登録              詳細情報

  最新     情報 受    各           

 契約       万 一諸般 事情   退会 希望  

 場合 契約締結日 含    日間 書面   無条件 契約

 解除          

  場合              資格取得費用  

       制度 準拠     返金     

                退会   場合 各         権利

    消滅     致    

   退会後 個人       抹消致    

               禁止事項  規約 

 資格 譲渡 売買

原則       資格 譲渡 売買            

    共有

   第三者  共有     禁止    

 情報 再販

                 取得  情報 再販    禁止    

 個人情報 漏  

                 知   第三者 個人情報 漏    

      禁止    

 以下 行為    禁止    

              於   営業活動 際    

契約 締結後   解除 妨     事業内容 見込利益 

負担費用 契約解除 条件      重要事項    事実

 告          事実 違    告     

              於   営業活動 際    

契約 締結後   解除 妨      相手方 威迫    

  困惑      

 営業目的 告   誘引方法              

             同様 方法     誘  消費者 

対   公衆 出入   場所以外 場所  特定負担 伴 取

引     契約 締結    勧誘 行    

 特商法 消費者契約法   他国内法 法律 反  行為 

 上記禁止事項 違反  場合 各手数料 権利行使 停止 

資格抹消等 罰則 科 場合      

  個人情報 取 扱     

弊社  本    以外 個人情報 使用致     

   日本国 於   個人情報保護法 遵守      

    他 免責事項 

社会情勢 変化 国内法 改正等    変化 生  場合 

予告  本書面 内容 書面 持  変更          

     

地震   天災  突発的 事情   役務 提供 困難  

  場合 一部 役務 提供 停止  場合      

  中途退会    

     資格期間      年   更新    本人 

希望   退会     書面 持  退会        退

会後 個人       抹消致    

           概要書面

Basic organizer 募集要綱



営業担当者名   契約担当者 

Basic organizer アプリケーション

                                   金融登録番号          発行         公認          

                                加盟特約店 加盟          及        両替事業

研修費用      円         

 国内法人向            雇用系助成金等 提案事業

厚生労働省     年度                   対  助成金   他数十種類 雇用系助成金複合提案 

事業運営会社  株          見込 顧客紹介    企業    業務 

研修費用      円         

 海外旅行応援    外貨両替        登録 自動登録

 世界中 提携企業各社   提案商品提供       商品   

 提携   通販            点以上 商品卸提供

 外貨 暗号通貨 両替事業    事業 店舗等 開業支援        料        円         

            取得     受講料        円        

               認定     受講料        円        

                     紹介 無料

                 取得     受講料        円        

                  認定     受講料        円        

 開業支援 経営    無料

      向                                    受講料       円       

                                        認定     受講料        円        

 開業支援 経営    無料

                                提供           

                    世界中   新規情報     随時新規     行       

  契約  各           契約 優先     詳細 各契約内容  確認     

無料

無料


