
展示会のみパピヨン２４（西部ガスビル）福岡７月 ８日（金）

展示会のみ札幌センタービル札幌７月 ５日（火）

展示会のみキャンパスプラザ京都京都６月３０日（木）

展示会のみ岡山コンベンションセンター岡山６月２８日（火）

展示会のみ中小企業振興会館（吹上ホール）名古屋
６月２１日（火）

２２日（水）

広島市まちづくり市民交流プラザ

新宿ニューシティーホテル

神戸商工貿易センター

住友生命仙台ビル

大阪厚生年金会館

会 場

展示会のみ

セミナー（２日間共通）

展示会

展示会のみ

展示会のみ

セミナー、展示会

内 容

広島６月１７日（金）

東京
６月１４日（火）

１５日（水）

神戸６月１０日（金）

仙台６月 ７日（火）

大阪６月 ３日（金）

場 所日 程

※住所、開催時間は別紙をご確認下さい。

セ ミ ナ ー

大学における個人情報保護とセキュリティ対策の現状大学における個人情報保護とセキュリティ対策の現状

社会的責任（ＵＳＲ）を果たすための情報公開社会的責任（ＵＳＲ）を果たすための情報公開
～学校法人会計基準の改正を踏まえて～～学校法人会計基準の改正を踏まえて～

講師 ：大阪 西日本電信電話株式会社 様
東京 株式会社 SCC 様

講師 ：大阪・東京 新日本監査法人 様

①

②

展 示 会

情報漏えい対策系
ソリューション

基幹・基盤システム系
ソリューション

データ持ち出し制限 ／入退室管理 ／ファイル暗号化 ／ＰＣ操作ログ管理
Ｅ－Ｌｅａｒｎｉｎｇセキュリティコンテンツ ／他

統合型大学マネージメントシステム ＣａｍｐｕｓＣＯＲＥ２１
（入試 ／教務 ／就職 ／保健 ／学校法人会計 ／学納金 ／固定資産 ／発生源 ／調達 ／人事給与）

ＩＰ電話・Ｗｅｂ会議システム

※会場により出展内容が若干異なります

※大阪・東京会場のみ開催

学生サービス系
ソリューション

出席管理 ／証明書自動発行機 ／学生・教職員Ｗｅｂポータル ／情報発信ターミナル
／プリント管理 ／Ｅ－Ｌｅａｒｎｉｎｇ ／シングルサインオン ／学内掲示用プラズ
マディスプレイ ／学生キャリアサポートサービス

開催スケジュール

http://www.njc.co.jp

入場無料



大学における個人情報保護とセキュリティ対策の現状（仮題）

大阪 講師 ： 西日本電信電話株式会社 様

今年の４月より『個人情報保護法』が施行され、また来年には財務情報の公開を含む『学校法人会計

基準の改正』が予定されております。更に社会的に地域社会貢献や説明責任といった要求が高まってお

り、改めて“大学とはどうあるべきか”“どのように進むのか”ということが問われております。

そこで今もっとも関心度が高いであろう『個人情報保護法』と『ＵＳＲ（大学の社会的責任）』に関す

るセミナーを今回ご用意いたしました。

講師 ： 株式会社 ＳＣＣ 様

社会的責任を果たすための情報公開 ～学校法人会計基準の改正を踏まえて～

東京

講師 ： 新日本監査法人 様
大阪
東京

◆セミナーのご案内

社会的責任を果たすための情報公開 ～学校法人会計基準改定を踏まえて～

講師 ：新日本監査法人 様

休憩

大学における個人情報保護とセキュリティ対策の現状

講師 ：西日本電信電話株式会社 様

受付開始

15:30～17:00

15:00～15:30

13:30～15:00

13:00～

大阪 ： ２００５年 ６月３日（金）

大学における個人情報保護とセキュリティ対策

講師 ：株式会社 ＳＣＣ 様

休憩

社会的責任を果たすための情報公開 ～学校法人会計基準改定を踏まえて～

講師 ：新日本監査法人 様

受付開始

15:30～17:00

15:00～15:30

13:30～15:00

13:00～

東京 ： ２００５年 ６月１４日（火）・１５日（水） ※２日間共通

プログラム

スケジュール

－１－



◆展示内容のご案内

情報漏えい対策ゾーン

◆コンサルティング、セキュリティ対策製品のご提案・導入、教育、ＩＳＭＳや
Ｐマーク認証取得支援まで、セキュリティや情報漏えいなどの対策をトータル
で支援いたします。
（データ持ち出し制限、入退室管理、ファイル暗号化、ＰＣログ管理 他）

◆ＰａｓｓＯｎｅ（パスワン）は安価で簡単にエンドユーザのログインを統合し、
シングルサインオン環境を実現するソフトウェアです。Webだけでなくクライア
ントサーバのシステムへのログインも統合し、ユーザの業務効率向上をお手伝い
します。

◆コピーを行うと、”隠し文字”が浮き出す地紋を文書全体に重ね書きを行うソフ
トウエアです。任意文字列を埋め込むことができるので、印刷後の印刷者の特定
ができるので、文書の管理責任が明確になり、原本性の保持と情報漏洩の抑止に
効果を発揮します。

TrustMarkingBasic

複数システムへのログインを統一してシングルサインオンを実現

「隠し印刷」を普通紙で実現。プリント文書の情報漏洩を抑止。

情報漏えいから学園・学生を守る

◆セキュリティ・情報漏えい対策

◆シングルサインオンツール

◆不正コピー防止

日本事務器株式会社

富士ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社

基幹・基盤システム系ゾーン

◆法人系では、学校法人会計基準に則った会計業務・備品・固定資産管理に加え、
発生源からの予算申請／執行、物品購入申請のサポート、学費管理、学校法人の
形態にあわせた人事・給与管理を行うことができます。
◆教務系では、入試から卒業まで一連の流れで管理を行うことができます。

統合型大学マネージメントパッケージ

教務系・法人系業務をカバーするトータルパッケージ

◆大学事務トータルパッケージ

◆当社が提供する「ＩＰサービス」の中の「ＩＰセントレックスサービス」は
”単なる電話”として提供するのではなく、各種アプリケーションと連携させる事で、
”お客様のワークスタイルを変革させるコミュニケーションツール”として提供いたし
ます。

学内ネットワーク基盤の有効活用することでオフィス・コストを削減

◆ＩＰ電話／Ｗｅｂ会議システム

ＩＰセントレックスサービス

日本事務器株式会社

日本事務器株式会社

－２－

『情報漏えい対策』『基幹・基盤システム』『学生サービス』に特化したシステムの展示及び

デモンストレーションを実施いたします。

ベリサイン認定
情報セキュリティ対策教育トレーニング
＜監修／牧野 二郎 弁護士＞

ｅラーニングによる最新のセキュリティ教育

◆企業の“全職員向け情報セキュリティトレーニング”を効率的に実施するために
開発された最新の情報セキュリティ教育のｅラーニングコンテンツです。本コースを

受講することにより、情報セキュリティに関する正しい基礎知識を身に付け、情報
セキュリティを保つために取るべき正しい行動・対策について学べます。

◆情報セキュリティ教育

日本ベリサイン株式会社



◆Ｗｅｂ上での履修申告・成績登録・授業支援・メッセージの受け渡しなどの様々な
サービスを提供することができます。

◆学生や教職員のサービス向上
◆ＣａｍｐｕｓＣＯＲＥ２１や現在お使いの教務システムと連動が可能です。

学生・教職員向けＷｅｂポータルサービス

学 生 サ ー ビ ス 系 ゾ ー ン

◆非接触ICカード学生証を端末にかざすだけで出席を記録します
◆出席データはネットワーク経由で自動収集、集計されます
◆集計結果はWebページとして、常に最新の情報が表示されます
◆急な教室変更、休講などにも柔軟に対応可能なシステムです

◆利用形態ごとに異なるキャンパス内のプリンターを一元管理。運用に合わせた各種
モードを搭載し「必要な文章を必要なだけ」プリントさせる実践的なシステムの構
築により、放置プリントや重複プリントなどの無駄を省きます。

急な教室変更、休講などにも柔軟に対応可能なシステム

DocuHouse
オンデマンドプリント

学内の出力(プリント)管理ニーズに合わせ、ムダのないプリント環境を実現

◆自学習型のオンデマンド利用、対面型授業で利用する授業支援利用、自己学習で利
用する研修利用と多様な授業形態に対応でき、さらに講義を聴くだけの学習から、
授業に参加するスタイルへ変化させます。

◆ネットワークに接続されたパソコンから一度の入力で複数の掲示板の内容をリアル
タイムに更新でき、掲載期間も個別に設定することができるＷｅｂ対応型の掲示板シ
ステムです。休講補講案内や学生呼出などの大学向けの入力画面と表示機能をご用意
しております。

時間・場所に制約されない学習環境の提供

大学に特化した機能を装備したＷｅｂ対応型の掲示板システム

◆最新モデル『パピルスメイトⅤ』は、高速発行・ユニバーサルデザイン・ＩＣカード
対応を実現しました。学割証印刷においても高い信頼性を継承しています。

高速発行と抜群の安定性で学生サービス向上と事務合理化を支援

学生・教職員間の相互コミュニケーション、Ｗｅｂ履修登録を実現

◆大学版ポータルシステム

◆ＩＣカード／出席管理

◆ＩＣカード／プリンタ出力管理

◆ｅ－Ｌｅａｒｎｉｎｇシステム

◆大型ディスプレイ＋電子掲示板

◆ＩＣカード／証明書自動発行機

◆実務能力認定機構（ＡＣＰＡ）で認証された教育・研修をはじめとして、
ＮＥＣ社内で実施されている社員教育を提供いたします。
◆キャリア開発において、学生の気づきに働きかけながら、ＰｌａｎＤｏ－Ｓｅｅを
実現するさまざまな育成・評価ツールを提供します。

学生のキャリアに関する育成をサポートするトータルサービス

◆学生キャリアサポート

キャリアサポートサービスキャリアサポートサービス

日本事務器株式会社

サクサ株式会社

富士ゼロックスプリンティングシステムズ株式会社

日本電気株式会社

ＮＥＣパーソナルプロダクツ株式会社

株式会社内田洋行

日本電気株式会社 ＮＥＣソフト株式会社

－３－



開催スケジュール

お申込み方法

①日本事務器株式会社ホームページにアクセス （URL http://www.njc.co.jp）

②ホームページ画面上にある『イベント』＆『セミナー』を選択

③タイトル『大学向け展示会』の“日付”と“開催場所”を確認し選択

④フォームに必要事項を登録し送信

★認証取得★

Ｆａｘまたは当社ホームページで申込みできますＦａｘまたは当社ホームページで申込みできます ＦａｘＦａｘ ０３ー３２９３－８２２２０３ー３２９３－８２２２

（ホームページで最新情報も公開しております）（ホームページで最新情報も公開しております） ＵＲＬＵＲＬ http://http://www.njc.co.jpwww.njc.co.jp//

公共事業推進本部 販売推進部 文教販売推進グループ
TEL 03-3292-1523 E-Mail ko-kyo-@njc.co.jp

インターネットでの申込み方法

ＦＡＸでの申込み方法

別紙（申込用紙）に記入しＦＡＸ送信 （０３－３２９３－８２２２）

－４－

福岡

札幌

京都

岡山

名古屋

広島

東京

神戸

仙台

大阪

場 所

パピヨン２４（西部ガスビル）

〒812-8707福岡市博多区千代1-17-1
10:00～16:00７／ ８（金）

札幌センタービル

〒060-0005札幌市中央区北5条西6-2
10:00～16:00７／ ５（火）

キャンパスプラザ京都

〒600-8216京都市下京区西洞院塩小路下ル
11:00～16:00６／３０（木）

岡山コンベンションセンター（ママカリフォーラム岡山）

〒700-0024岡山市駅元町14-1
11:00～16:00６／２８（火）

中小企業振興会館（吹上ホール）

〒464-0856名古屋市千種区吹上2-6-3

21(火)

13:00～17:00

22(水)

10:00～16:30

６／２１（火）

２２（水）

広島市まちづくり市民交流プラザ

〒730-0036広島市中区袋町6-36

新宿ニューシティーホテル

〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-31-1

神戸商工貿易センター

〒651-0083神戸市中央区浜辺通5-1-14

住友生命仙台ビル

〒980-0021 仙台市青葉区中央4-10-3 住友生命仙台ビル

大阪厚生年金会館

〒550-0013大阪市西区新町1-14-15

住 所

会 場

11:00～16:00６／１７（金）

10:15～17:30

(両日とも)

６／１４（火）

１５（水）

11:00～16:00６／１０（金）

10:00～16:00６／ ７（火）

11:00～16:00６／ ３（金）

開催時間日 程



所属・部署 役 職 ご 芳 名

ご担当者様 Ｅ－ｍａｉｌアドレス （ ）

日 本 事 務 器 ㈱ 公 共 事 業 推 進 本 部 担 当 堀 行

お申し込みは ＦＡＸ （０３）３２９３－８２２２ へご送信願います。

貴 学 名：

FAX番号：電話番号：

１．個人情報保護とセキュリティ対策の現状セミナー

※該当項目の□にレ印をお付け下さい。

２．社会的責任を果たすための情報公開セミナー

□（ご来場予定時間 ）－－６／３０（木） 京都

□（ご来場予定時間 ）－－７／ ８（金） 福岡

□（ご来場予定時間 ）－－７／ ５（火） 札幌

□（ご来場予定時間 ）－－６／２８（火） 岡山

□（ご来場予定時間 ）－－
６／２１（火） 名古屋

２２（水）

□（ご来場予定時間 ）－－６／１７（金） 広島

□（ご来場予定時間 ）□13:30～15:00□13:30～15:00 
６／１４（火） 新宿

１５（水）

□（ご来場予定時間 ）－－６／１０（金） 神戸

□（ご来場予定時間 ）－□13:30～15:00６／ ７（火） 仙台

□（ご来場予定時間 ）□13:30～15:00□13:30～15:00６／ ３（金） 大阪

システム展示会
社会的責任（ＵＳＲ）を果たす

ための情報公開セミナー

個人情報保護と

セキュリティ対策の現状セミナー
会場

３．システム展示会

※ 個人情報保護に関する取組は別紙に記載されております。

※大阪・東京で開始時間が違います。ご注意下さい。

※大阪・東京で開始時間が違います。ご注意下さい。



■個人情報保護について

本文書の最終更新日は２００５年４月１日です。
●個人情報保護の取り組み

日本事務器株式会社（以下、当社といいます。）は、個人情報を適切に保護することが、
社会とお客様の要請による重要な責務であり、また、当社が社是として掲げる「正しい

商売」にもとづく重要な理念であると考えております。
当社は、平成１４年１０月に「個人情報保護方針」を制定し、全社への徹底を図っていま
す。これが当社の個人情報保護への取り組みの原則であり、その内容は以下の通りで

す。

●ＮＪＣ個人情報保護方針
当社は、個人情報の収集・利用・提供を行う場合、その目的を明示し個人情報の所有者

（以下、「情報主体」といいます。）の同意の下で行います。
当社は、個人情報の不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏えいなどに対して合理的

で適切な予防・安全対策を講じます。
当社は、情報主体から提供いただいた個人情報を、正当な理由のあるときを除き、当社

の子会社、業務の委託先及び提携先、ならびに当社または当社の子会社の関連業務
の承継先以外の第三者には提供いたしません。

当社は、情報主体の権利を尊重し、情報主体が開示・訂正・削除などを希望される場合
は、合理的な範囲で対応いたします。
当社は、個人情報の保護に関係する日本の法令及びその他の規範を遵守します。

当社は、従業者に対する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門
ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。

当社は、個人情報保護の活動について、本方針を含むコンプライアンス・プログラムの
継続的な見直し、改善に努めます。

● 個人情報の取り扱いに関して

１．個人情報の収集について
（１）当社のウェブサイト（http://www.njc.co.jp/）上のページを参照しただけでは個人

情報が収集されることはありません。また、当社では、本ウェブサイト上のどのペー
ジが何回参照されたかなど統計的な傾向を分析する場合がありますが、この分析
のために個人情報が使用されることはありません。当社は、本ウェブサイトでイベ

ントやセミナー、教育サービスへの参加者、求人募集や各種資料のご請求・お問い
合わせ、各種アンケートへのご回答などをいただく際に、お客様の氏名、住所、電

話番号、電子メールアドレスなどの個人情報を提供していただく場合があります。
その場合、当社の「個人情報保護方針」および「個人情報の取り扱いに関して」（以

下、「本文書」といいます）に従って、適切な管理に努めます。
（２）お客様が、本ウェブサイトを使用して、個人情報を当社に送信される場合は、暗号

化（本ウェブサイトは、ベリサイン社の認証を受けており、暗号化などの措置を実施
しています。）により盗聴、漏洩などの被害がないよう対策を講じています。但し、

お客様の個人情報送信時およびアクセス過程でのセキュリティは、インターネット
の特性上、当社で完全に保証することができません。個人情報を送信する場合は、

ご自身の責任において情報を送信していただきますようお願い申し上げます。
（３）当社は、当社のウェブサイトにリンクされている他(事業者または個人)のウェブサ
イトにおけるお客様の個人情報等の保護について責任を負うものではありません。

当該リンク先へのアクセスに際しては、リンク先のウェブサイトの内容や利用条件
などをご確認の上、ご利用下さい。

（４）当社のウェブサイトは当社の管理下にあります。本ウェブサイトにアクセスされた
お客様および当社は、本ウェブサイトの利用に関し日本国の法律および条例に拘

束されることに同意するものとします。
（５）当社は、２００５年３月３１日以前にお客様から取得した個人情報に関しても、当社、

「個人情報保護方針」および本文書に基づき適切に取り扱いいたします。
（６）２００５年３月３１日以前にお客様が個人情報を当社に登録のうえご利用いただい

ている当社の各種サービスなどについては、お客様のご利用に関する履歴情報が
お客様を特定出来る個人情報とあわせて記録されることがありますが、当社はこ
れらを「個人情報保護方針」および本文書に基づき個人情報の一部として適切に

取り扱いいたします。
（７）お客様は、当社にお客様自身の個人情報をご提供されることで、「個人情報保護

方針」ならびに本文書に明記される内容にご同意されたものとします。尚、お客様
が、第三者（同僚など）に関する個人情報を当社に提供された場合は、当社はお客

様がそれを提供することについて、第三者本人の承諾を得られているものと見なし
ます。

２．個人情報の利用目的
（１）当社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、当社の事業（ＩＴコンサル

ティング／情報システム開発／情報システムの運用・保守サービス／コンピュータ,
ソフトウェア,関連機器の販売と運用・保守サービス（以下、「トータルソリューション

サービス」といいます。））を行うために、以下の利用目的のために合理的に必要な
範囲内で利用いたします（トータルソリューションサービス毎に利用目的が明示さ
れている場合は、当該利用目的に準拠いたします）。また、個人情報をお客様の同

意なく以下の利用目的以外で利用することはありません。
①当社のトータルソリューションサービスをご提供するため。（資料・サンプル品・商
品などの送付を含む）。
②当社のトータルソリューションサービスをご利用いただくためのビフォアサービスや
アフタサービスに関するお知らせを行うため。

（例）
・新商品、サービス、改善提案などのご案内
・セミナー、カンファレンス、イベント、お客様感謝会など催事のご案内と催事への
参加登録及び登録確認。催事が有料の場合のご請求。
・教育スクール開催のご案内と参加登録及び登録確認。スクール受講に当たって
のご請求。
・メールマガジン配信や広告の表示
・各種キャンペーンに関するご案内や応募のご回答

③お客様満足度調査や市場調査やアンケートなどを実施するため。
④当社のトータルソリューションサービスの向上や改善を図るため。

⑤新卒、中途採用など求人募集に際してご提供いただいた情報を、採用説明会の
案内や資料の送付や採用に関するお問い合わせに対するご回答などを行うため。

⑥お客様の適正な与信判断を行うため、個人信用情報機関に照会するため。また、
定められた範囲においてお客様の情報を個人信用情報機関へ登録するため。

⑦その他、お客様から同意を得た範囲内での利用のため。

（２）当社が前項に記載された目的以外の目的でお客様の個人情報を利用する場合

は、当社が保有する最新の個人情報に基づきお客様にその旨をお知らせいたします。

３．お客様へのお知らせについて
当社は、お客様の個人情報をもとに、前記の当社の事業活動に関する情報を、電子

メール、郵送、ＦＡＸ、電話または訪問などにより、お客様にお知らせする場合があります。
お客様がこのようなお知らせを望まれない場合、当社に連絡することにより送信・

送付を停止させることができます。

４．業務委託について

（１）当社は、正当な利用目的の範囲において、当社の業務委託先などにお客様の個
人情報を、開示または提供する場合があります。その際には、当社と委託会社または提

携会社間の委託契約や機密保持契約などにおいて、個人情報保護に関する契約を締
結した上で、個人情報の開示または提供を行います。但し、提供するお客様の個人情

報は、当該業務の遂行に必要となる最低限の個人情報のみとし、また使用範囲もその
範囲に限定いたします。

（２）当社は、前項の場合を除き、原則として、お客様の個人情報を第三者に開示するこ
とは致しません。

５．その他の第三者に対する個人情報の提供

（１）当社は、お客様からご提供いただいた個人情報を、当社の子会社、業務の委託先
および提携先、ならびに当社または当社の子会社の関連業務の承継先以外の第三者
に対して、お客様の個人情報を提供いたしません。但し、以下のような場合は、お客様

の個人情報を第三者に開示または提供する場合があります。
①国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を

遂行することに対して、当社が協力する必要があった場合で、お客様本人の同意を得
ることにより当該事務の遂行に支障をおよぼすおそれがあるとき。

②前号の他の法令により当社による開示または提供義務が定められているとき。
③人の生命、身体、財産の保護のために必要がある場合であって、お客様本人の同

意を得ることが困難なとき。
④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、お客様本人の同意を得ることが困難なとき。
⑤お客様本人が、第三者が主催するセミナー、カンファレンス、イベント、教育スクール
に当社を通じて申込みされた場合で、第三者から情報の提供を求められたとき。

⑥お客様本人が当社を通じて、当社または第三者の商品やサービスの購入又は請求
をされた場合で、当該第三者から必要な情報提供を求められたとき。

⑦当社が営業の全部または一部を第三者あるいは分社した会社に譲渡するとき。
⑧お客様本人を識別することのできない状態で開示するとき。

（２）当社は、個人情報を第三者に提供する場合は、特段の事情のない限り、契約によ
る義務付けの方法により、その第三者からの漏洩・再提供の防止などを図ります。但し、

相互に他方の個人情報の取り扱いについて責任を負うものではありません。

６．お客様の個人情報のセキュリィティ
当社は、お客様の個人情報保護のため、データベースへアクセス可能な者を限定し、

パスワードのかかったアクセス制御が可能なサーバー上で管理するなど、データ保管に
おける安全性に細心の注意を払っています。また、個人情報の不正アクセス、紛失、破
壊、改ざんおよび漏えいなどが発生しないよう合理的で適切な予防・安全対策を講じて

います。

７．個人情報の訂正、追加または削除について
お客様は、下記の「個人情報保護室」に所定の方法でご連絡いただくことで、お客様

本人の個人情報についての開示請求や当該情報の内容が事実でない場合には、当該
情報を訂正、追加または削除などの請求をしていただくことが可能です。この場合、当

該請求者に対して、別途定める方法により、請求者が請求対象である情報にかかるお
客様のご本人であることおよび個人情報の提供の状況などの確認をさせていただきま

す。ご請求があった場合は、合理的な範囲内で遅滞なく対応させていただきます。

８．個人情報保護方針および本文書の変更および通知について

当社は、「個人情報保護方針」および本文書を、事前の予告なく変更することがあり
ます。この場合すべての改訂は当社のウェブサイト上で掲示いたします。お客様がご利

用の際には適時最新の当社、「個人情報保護方針」および本文書を参照いただきます
ようお願いいたします。

９．個人情報に関するお問い合わせ先

ご提供いただきました個人情報の取り扱いに関するご確認、ご要望、お問い合わせ
などにつきましては、下記メールアドレスまでお願いいたします。

①日本事務器（株）個人情報保護室
②お問い合わせ先

・Mailto:privacy@njc.co.jp
・ＦＡＸ:０３－３２９２－７５７３
③受付時間：月～金曜日 午前９時～午後５時（土日祝祭日、当社休日は除く）


