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個人情報の取り扱いについて 

 

I. 個人情報の利用目的 

(1) 当社は、適法かつ適正な手段により取得し、保有する個人情報を、当社、当社以外の中央電力グルー

プ各社または提携会社が行う下記の対象事業において、次のとおり必要な範囲で利用いたします。 

① 当社事業に関して利用する範囲 

契約の締結・履行、アフターサービス、債権の回収、資産の形成、設備等の保全・保守、アンケ

ートの実施、商品・サービスの開発・改善、マーケティング分析、商品・サービスに関する広告・

宣伝物の送付・勧誘、当社経営管理、関連法令により必要とされる業務その他これらに付随する

業務を行うために必要な範囲 

② 当社以外の中央電力グループ各社の事業に関して当社が利用する範囲 

契約の締結、アンケートの実施、商品・サービスの改善・開発、マーケティング分析、商品・サ

ービスに関する広告・宣伝物の送付・勧誘、当社グループ経営管理その他これらに付随する業務

を行うために必要な範囲 

③ 提携会社の事業に関して当社が利用する範囲 

契約の締結、アンケートの実施、商品・サービスの改善・開発、マーケティング分析、商品・サ

ービスに関する広告・宣伝物の送付・勧誘その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲 

(2) ⑴以外の目的で、当社が書面その他の方法により個人情報を取得する場合、当社は、次のいずれかに

該当する場合を除き、その取得に先立って、ご本人に対し利用目的を明示するものとします。 

① 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが

困難であるとき。 

② 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、ご本人

の同意を得ることが困難であるとき。 

③ 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

に対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得る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とき。 

④ 法令に基づく事由があるとき。 

(3) 当社は、個人情報の取得後、利用目的を、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる

範囲内において変更することがあります。この場合、当社は、変更後の利用目的を当社ホームページ

に掲載する等の方法により、通知または公表いたします。 

 

［中央電力グループ各社］ 

 中央電力グループ各社の詳細は、当社ホームページの会社概要をご確認ください。 

 

［対象事業］ 

 電力・ガスの供給、売買、仲介等の業務 

https://denryoku.co.jp/company/about_us/


 風力・水力・水素・バイオマスエネルギー等の研究、開発 

 温室効果ガスその他各種排出権の取引 

 電気・ガス・水道料金、動産・不動産賃料その他の料金の集金代行、収納代行、支払代行等の業務 

 上記に付帯する一切の業務 

 

II. 利用する個人情報 

当社は、以下の個人情報を、「Ⅰ. 個人情報の利用目的」のために取得し、利用いたします。 

氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、ファックス番号、アカウントＩＤ、パスワード、電子

メールアドレス、アンケートなどの回答情報、供給地点特定番号、お客さまが現在契約を締結し

ている小売電気事業者、ガス小売事業者から付与された契約番号、ご利用場所、金融機関の口座

情報、クレジットカード番号、ポイント利用情報、お客さまから当社へのお問い合わせやご連絡

等に関する情報、インターネットその他の電子的ネットワークにおける行動情報、位置情報、お

客さまが使用する端末に関する情報および Cookie 等を利用して取得する情報（※１・※２）、

その他定款記載の事業に関する契約を締結するための情報及び各種サービスを提供するために

必要な情報 

（※１）当社は、当社が管理・運営するウェブサイト等（当社ホームページに限られません。）のアクセ

ス及び利用状況の分析、広告配信、並びにウェブサイト等の利便性向上のために、ウェブサイト等

にアクセスしたご本人のデバイスに保存されるファイル及びこれに類似する技術（Cookie 等）を

取得することがあります。ご本人は、自らの責任において、ウェブブラウザの設定を変更すること

により、Cookie 等の取得を制限することができます。 

（※２）当社は、ご本人がウェブサイト等において個人情報を入力もしくは登録した場合、または当社か

ら送付されたメール又はこれに類するメッセージに記載された URL からウェブサイト等にアク

セスした場合、Cookie 等とご本人の個人情報を関連付けることがあります。当社は、ご本人の個

人情報と関連付けた Cookie 等についても、ご本人の個人情報として適切に管理します。 

 

III. 第三者提供 

(1) 当社は、次のいずれかに該当する場合、個人データを第三者に提供することがあります。 

① ご本人の同意がある場合 

② 法令に基づく場合 

③ 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが

困難である場合 

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、ご本人

の同意を得ることが困難である場合 

⑤ 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

に対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得る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 

⑥ 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人情報が提供される場合 

(2) 当社は、⑴のいずれの場合にも該当しない場合であっても、法令に基づき個人情報保護委員会に届け

出たうえで、次の範囲内で、個人データ（要配慮個人情報を除きます。）を第三者（外国にある第三

者を除きます。）に提供することがあります。 

① 第三者に提供される個人データの項目 

「Ⅱ．利用する個人情報」に記載の項目のうち、個人情報保護委員会に届け出た項目 

② 第三者への提供の方法 



書面の郵送、電子データの送信、外部記録媒体の形式での交付、サーバーへのアクセスのうち、

個人情報保護委員会に届け出た方法 

③ 第三者提供の停止の請求方法 

ご本人から当社に対し、第三者への提供を停止するよう請求があったときは、法令の定めに基づ

き遅滞なく当該個人データの当該第三者への提供を停止いたします。第三者提供の停止の請求

方法については、「保有個人データに関する事項の周知 III．保有個人データの開示等の請求に

関する手続」によります。 

④ 個人情報保護委員会への届出事項 

個人情報保護委員会のホームページ（https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/optout/）にて

ご確認いただけます。 

 

IV. 個人情報の取り扱いの委託 

当社は、取得した個人データの全部または一部の取り扱いを第三者に委託（個人データを含む情報

の分析、管理その他の業務を事業者に委託する場合などをいいます。）することがあります。この場

合、当社は、個人データの取り扱いに関する契約の締結等により、当該委託先において個人データの

安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行います。 

 

V. 共同利用 

当社は、取得した個人情報の全部または一部を、当社以外の中央電力グループ各社、提携会社及び以

下の者との間で共同して利用することがあります。 

 

【中央電力グループの統合的な経営管理・内部管理】 

(1) 共同利用する者の範囲 

当社は、当社以外の中央電力グループ各社との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあ

ります。 

(2) 共同利用の目的 

中央電力グループの統合的なコンプライアンス、リスク管理等の経営管理・内部管理、法令に基づく

権利行使または義務の履行を行うため。 

(3) 共同利用する情報項目 

氏名、住所、生年月日、電話番号、ファックス番号、電子メールアドレス及び契約情報 

(4) 共同利用の管理責任者 

中央電力株式会社 

※中央電力グループ各社の詳細は、当社ホームページの会社概要をご確認ください。 

 

【小売電気事業等に関する利用】 

(1) 共同利用する者の範囲 

当社は、以下の者との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。（※１） 

① 小売電気事業者（※２） 

② 一般送配電事業者（※３） 

③ 電力広域的運営推進機関 

④ 需要抑制契約者（※４） 

(2) 共同利用の目的 

① 託送供給契約または電力量調整供給契約（以下「託送供給等契約」といいます。）の締結、変更

https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/optout/
https://denryoku.co.jp/company/about_us/


または解約のため 

② 小売供給契約（離島供給及び最終保障供給に関する契約を含みます。）または電気受給契約（以

下「小売供給等契約」といいます。）の廃止取次（※５）のため 

③ 供給（受電）地点に関する情報の確認のため 

④ 電力量の検針、設備の保守・点検・交換、停電時・災害時等の設備の調査その他の託送供給等契

約に基づく一般送配電事業者の業務遂行のため 

⑤ ネガワット取引に関する業務遂行のため 

(3) 共同利用する情報項目 

① 基本情報：氏名、住所、電話番号及び小売供給等契約の契約番号 

② 供給（受電）地点に関する情報：託送供給等契約を締結する一般送配電事業者の供給区域、離島

供給約款対象、供給（受電）地点特定番号、託送契約高情報、電流上限値、接続送電サービスメ

ニュー、力率、供給方式、託送契約決定方法、計器情報、引込柱番号、系統連系設備有無、託送

契約異動年月日、検針日、契約状態、廃止措置方法 

③ ネガワット取引に関する情報：発電販売量、需要調達量、需要抑制量、ベースライン 

④ 料金の支払状況に関する情報 

(4) 共同利用の管理責任者 

① 基本情報：小売供給等契約を締結している小売電気事業者 

（ただし、離島供給または最終保障供給を受けている需要者に関する基本情報については、一般

送配電事業者） 

② 供給（受電）地点に関する情報：供給（受電）地点を供給区域とする一般送配電事業者 

③ ネガワット取引に関する情報：需要抑制契約者 

④ 料金の支払状況に関する情報：小売供給等契約を締結している小売電気事業者 

（※１）当社は、共同利用の目的のために必要な範囲の事業者に限定してお客さまの個人情報を共同利

用するものであり、必ずしも全ての小売電気事業者、一般送配電事業者及び需要抑制契約者との間

でお客さまの個人情報を共同利用するものではありません。 

（※２）小売電気事業者とは、 電気事業法（昭和 39 年７月 11 日法律第 170 号）第２条の５第１項に規

定する登録拒否事由に該当せず、小売電気事業者として経済産業大臣の登録を受けた事業者（電気

事業法等の一部を改正する法律（平成 26 年法律第 72 号）の附則により、小売電気事業者の登録を

受けたとみなされた事業者を含みます。）をいいます（事業者の名称、所在地等につきましては、

資源エネルギー庁のホームページ 

（http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/retailers_list/）を

ご参照ください。）。 

（※３）一般送配電事業者とは、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、東

京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、関

西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配

電株式会社及び沖縄電力株式会社をいいます。 

（※４）需要抑制契約者とは、一般送配電事業者たる会員との間で需要抑制量調整供給契約を締結して

いる事業者（契約締結前に事業者コードを取得している事業者を含みます。）をいいます（事業者

の名称、所在地等については、電力広域的運営推進機関のホームページ 

（https://www.occto.or.jp/privacy/negawatt-jigyousya.html）をご参照ください。）。 

（※５）「小売供給等契約の廃止取次」とは、お客さまから新たに小売供給等契約の申込みを受けた事業

者が、お客さまを代行して、既存の事業者に対して、小売供給等契約の解約の申込みを行うことを

いいます。 



 

【ガス小売事業等に関する利用】 

(1) 共同利用する者の範囲 

当社は、以下の者との間でお客さまの個人情報を共同で利用することがあります。（※１） 

① ガス小売事業者（※２） 

② 一般ガス導管事業者（※３） 

(2) 共同利用の目的 

① 託送供給契約の締結、変更または解約のため 

② 小売供給契約（最終保障供給に関する契約を含む。）の廃止取次（※４）及び供給者切替に伴う

消費機器等の保安に関する情報の提供のため 

③ 供給地点に関する情報の確認のため 

④ ガス使用量の検針、設備の保守・点検・交換、ガス漏れ等の緊急時対応その他の託送供給契約に

基づく一般ガス導管事業者の業務遂行のため 

⑤ 消費機器調査の結果の通知のため（※５） 

(3) 共同利用する情報項目 

① 基本情報：氏名、住所、電話番号及び小売供給契約の契約番号 

② 供給地点に関する情報：供給地点特定番号、計器情報、負荷計測器有無、検針情報、供給圧力、

託送契約異動情報、建物情報 

③ 供給地点に関する消費機器等の保安に関する情報：ガス事業法（※６）第 159 条第４項に規定

する通知に関する情報 

④ 料金の支払状況に関する情報 

(4) 共同利用の管理責任者 

① 基本情報：小売供給契約を締結しているガス小売事業者 

（ただし、最終保障供給を受けている需要者に関する基本情報については、供給地点を供給区域

とする一般ガス導管事業者） 

② 供給地点に関する情報：供給地点を供給区域とする一般ガス導管事業者（一般ガス導管事業者が

行う特定ガス導管事業の供給地点を含みます。） 

③ 供給地点に関する消費機器等の保安に関する情報：小売供給契約を締結しているガス小売事業

者（ただし、最終保障供給を受けている需要者に関する情報については、供給地点を供給区域と

する一般ガス導管事業者） 

④ 料金の支払状況に関する情報：小売供給契約を締結しているガス小売事業者 

（※１）当社は、共同利用の目的のために情報項目ごとに必要な範囲の事業者を限定してお客さまの個

人情報を共同利用するものであり、必ずしも全てのガス小売事業者及び一般ガス導管事業者との間

でお客さまの個人情報を共同利用するものではありません。 

（※２）ガス小売事業者とは、ガス事業法（※６）第６条第１項に規定する登録拒否事由に該当せず、ガ

ス小売事業者として経済産業大臣の登録を受けた事業者（電気事業法等の一部を改正する等の法律

（平成 27 年６月 24 日法律第 47 号）の附則により、ガス小売事業者の登録を受けたとみなされた

事業者を含みます。）をいいます（事業者の名称、所在地等につきましては、資源エネルギー庁の

ホームページ 

（http://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/gas/liberalization/retailers_list/）を

ご参照ください）。 

（※３）一般ガス導管事業者とは、ガス事業法（※６）第 35 条の許可を受けた事業者（電気事業法等の

一部を改正する等の法律（平成 27 年６月 24 日法律第 47 号）の附則により、一般ガス導管事業者



の許可を受けたとみなされた事業者を含みます。）をいいます（事業者の名称、所在地等につきま

しては、日本ガス協会のホームページ（ http://www.gas.or.jp/jigyosya/）をご参照ください）。 

（※４）「小売供給契約の廃止取次」とは、お客さまから新たに小売供給契約の申込みを受けた事業者が、

お客さまを代行して、既存の事業者に対して、小売供給契約の解約の申込みを行うことをいいます。 

（※５）ガス事業法第 159 条第４項の規定により、ガス小売事業者は、そのガス小売事業の用に供する

ためのガスに係る託送供給を行う一般ガス導管事業者に対し、消費機器調査の結果を通知します。 

（※６）ガス事業法とは、電気事業法等の一部を改正する等の法律（平成 27 年６月 24 日法律第 47 号）

第５条による改正後のガス事業法（昭和 29 年３月 31 日法律第 51 号）をいいます。 

 

 

VI. 安全管理措置 

当社は、中央電力グループの一員として、個人情報の漏えい、滅失、き損などのリスクに対しては、

以下のような合理的な安全対策を講じるとともに、当社の従業員及び委託先を適切に監督します。 

 

(1) 組織的措置 

個人情報の管理について組織体制、規程、マニュアル等を整備するとともに、定期的な評価、見直し

及び改善を実施します。 

 

(2) 人的措置 

全従業員を対象とした定期的な教育及び研修を実施します。 

 

(3) 物理的措置 

当社事務所への入退室管理、個人情報に関するデータを含む媒体の適切な管理、個人情報を取扱う区

域の明確化等を実施します。 

 

(4) 技術的措置 

各種情報システムへのアクセス制御及び管理や、暗号化等による保護、情報システムの保護にかかる

セキュリティ対策を実施します。 

 

 

  



 

社員等個人情報の取り扱いについて 

 

当社が取り扱う個人情報のうち役員及び従業員（直接雇用する従業員のほか、受入出向社員、派遣社員を

含みます。）、当社の役員もしくは従業員になろうとする者またはなろうとした者（以下「採用応募者等」

といいます。）及び退職者の個人情報（以下、総称して「社員等個人情報」といいます。）を次のとおり取

り扱います。 

 

I. 社員等個人情報の利用目的 

当社は、以下の内容の社員等個人情報をそれぞれ以下の目的で利用します。 

 

(1) 役員及び従業員の個人情報の利用目的 

情報項目 具体的内容 利用目的 

社内開示情報 氏名、社員番号、所属部署、役職、

雇用形態、社員用メールアドレ

ス、業務用携帯端末に関する情

報等 

業務連絡のため 

基本情報 氏名、住所、年齢、生年月日、性

別、電話番号等 

雇用人事管理、配属（出向・転籍を含む）、社

員名簿の作成、給与等の支払、福利厚生の提

供、社会保険関係の手続、法律上必要な諸手

続、その他雇用管理のため 

賃金関係情報 年収、月収、賞与等、給与の決定

方法、退職金等 

給与等の決定及び支払、源泉徴収手続、社会

保険関係の手続及び福利厚生、その他雇用管

理のため 

人事情報 人事考課、学歴、資格・免許、職

位、職歴、懲戒・表彰等 

人材の把握、配属先・担当職務の決定、出向・

転籍、研修・能力開発、昇・降格、その他雇

用管理のため 

家族、親族情報 家族構成、同・別居、扶養の有無、

健康状態等 

給与等の決定、源泉徴収手続、社会保険関係

の手続、育児・介護休業等、福利厚生の提供、

その他雇用管理のため 

身体、健康情報 健康状態、病歴、心身の障害、健

康診断結果等 

健康管理、適正な就業環境の確保、休職等、

配属先の決定、労働時間管理、その他雇用管

理のため 

特定個人情報 個人番号（マイナンバー）を含む

情報等 

源泉徴収票作成事務、住民税に関する届出事

務、健康保険・厚生年金保険・雇用保険届出

事務のため 

画像情報 容姿・容貌を撮影した写真等 雇用人事管理、ウェブサイト・広報誌等を通

じた採用活動、広報活動のため 

位置情報 ＧＰＳ等による位置情報等 事故・災害時の安否・所在確認のため 



勤務情報 勤怠情報、事業所入退館記録、Ｐ

Ｃ操作記録、業務用携帯電話操

作記録、車両利用記録、社内ネッ

トワーク利用記録等 

労働時間管理、業務連絡、適正な就業環境の

確保、車両の利用状況の管理、労働効率の改

善、その他雇用管理のため 

 

(2) 採用応募者等の個人情報の利用目的 

情報項目 具体的内容 利用目的 

基本情報 氏名、住所、年齢、生年月日、性

別、電話番号等 

採否の検討・決定、採用条件の検討・決定、

採用調査、問い合わせ対応、事務連絡等のた

め 賃金関係情報 年収、月収、賞与等、給与の決定

方法、退職金等 

人事情報 学歴、資格・免許、職位、職歴等 

家族、親族情報 扶養の有無等 

画像情報 容姿・容貌を撮影した写真等 本人確認のため 

 

(3) 退職者の個人情報の利用目的 

情報項目 具体的内容 利用目的 

基本情報 氏名、住所、年齢、生年月日、性

別、電話番号、顔写真等 

各種人事データ作成、退職後の連絡等のため 

賃金関係情報 年収、月収、賞与等、給与の決定

方法、退職金等 

人事情報 人事考課、学歴、資格・免許、職

位、職歴、懲戒・表彰等 

家族、親族情報 家族構成、同・別居等 

身体、健康情報 健康状態、病歴、心身の障害、健

康診断結果等 

画像情報 容姿・容貌を撮影した写真等 データ差替えまでの合理的期間内でのウェ

ブサイト・広報誌等を通じた採用活動、広報

活動の継続等のため 

 

なお、上記以外の目的で当該社員等個人情報を利用する場合は、その都度、その利用目的を明確にし、当

該本人から事前の同意をいただきます。 

 

II. 共同利用について 

当社は、以下の内容の社員等個人情報をそれぞれ以下の目的で共同利用します。共同利用者とは秘密保

持契約を締結する等、管理の徹底を図ります。 

 

(1) 共同利用する者の範囲 



当社以外の中央電力グループ各社、提携会社及びこれらの者と業務委託契約等を締結している委託

先 

 

(2) 共同利用の目的 

業務連絡、雇用管理、福利厚生、業務上必要なサービス支援のため 

 

(3) 共同利用する情報項目 

「Ⅰ．社員等個人情報の利用目的」に定める社員等個人情報のうち、共同利用の目的の達成に必要な

項目 

 

(4) 共同利用の管理責任者 

中央電力グループ各社での共同利用 中央電力株式会社 

上記以外             中央電力エナジー株式会社 

※中央電力グループ各社の詳細は、当社ホームページの会社概要をご確認ください。 

 

VII. その他 

社員等個人情報の安全管理措置その他この「社員等個人情報の取り扱いについて」に記載のない事項に

ついては、「個人情報の取り扱いについて」に記載のとおりとします。 

 

 

  



 

保有個人データに関する事項の周知 

 

当社で保有している保有個人データに関して、ご本人またはその代理人からの利用目的の通知、開示、内

容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去、第三者への提供の停止その他法令に基づく措置（以下、

総称して「開示等」といいます。）の請求については、以下の要領にて対応いたします。 

 

I. 事業者の名称 

中央電力エナジー株式会社 

 

II. 保有個人データの取り扱いに関する苦情の申し出先 

当社の個人情報の取り扱いに関する苦情等のお問い合わせについては、下記窓口までご連絡くださ

い。 

［お問い合わせ先］ 

〒100-0014 

東京都千代田区永田町二丁目 13 番５号 

中央電力エナジー株式会社 個人情報お問い合わせ窓口 

メールアドレス： privacy@denryoku.co.jp 

（受付時間 10:00～17:00※） 

※土・日曜日、祝日、年末年始期間は翌営業日以降の対応とさせていただきます。 

※このメールアドレスに対する広告・宣伝などの特定電子メールの送信はお断りしており

ます。あらかじめご了承ください。 

 

III. 保有個人データの開示等の請求に関する手続 

 

(1) 開示等の請求の申し出先 

開示等の請求は、上記「お問い合わせ先」にお申し出ください。 

 

(2) 開示等の請求に関するお手続 

① お申し出受付後、当社からご利用いただく所定の請求書様式「保有個人データ開示等請求書」を

郵送いたします。 

② ご記入いただいた請求書、代理人による請求の場合は代理人であることを確認する書類、手数

料分の郵便為替（利用目的の通知並びに開示の請求の場合のみ）を上記個人情報問合せ窓口ま

でご郵送ください。 

③ 上記請求書を受領後、ご本人確認のため、当社に登録していただいている個人情報のうちご本

人確認可能な２項目程度（例：電話番号と生年月日等）の情報をお問い合わせいたします。 

④ 回答は原則としてご本人の請求内容に応じて、ご本人に対して書面（封書郵送）または電磁的方

法にておこないます。 

 

(3) 代理人による請求の場合、代理人であることを確認する資料 

開示等を請求される方が代理人である場合は、代理人であることを証明する資料及び代理人ご自身

を証明する資料を同封してください。各資料に含まれる本籍地情報は都道府県までとし、それ以降

の情報は黒塗り等の処理をしてください。また各資料は個人番号を含まないものをお送りいただく



か、全桁を墨塗り等の処理をしてください。 

① 代理人であることを証明する資料 

＜開示等の請求をすることにつき本人が委任した代理人の場合＞ 

・本人の委任状（原本） 

＜代理人が未成年者の法定代理人の場合＞いずれかの写し 

・戸籍謄本 

・住民票（続柄の記載されたもの） 

・その他法定代理権の確認ができる公的書類 

＜代理人が成年被後見人の法定代理人の場合＞いずれかの写し 

・後見登記等に関する登記事項証明書 

・その他法定代理権の確認ができる公的書類 

② 代理人ご自身を証明する資料 

・運転免許証 

・パスポート 

・健康保険の被保険者証 

・住民票 

・住民基本台帳カード 

 

(4) 利用目的の通知または開示の請求についての手数料 

１回の請求につき 1,000 円 

（お送りいただく請求書等に郵便為替を同封していただきます。） 

 

以上 


