
SCOPE システム用同意書兼ユーザーＩＤ登録申請書 
Consent Form and User ID Registration Form for SCOPE system 

◆ご同意事項／Consent Form

SCOPE システムをご利用いただくにあたっては下記事項についてご同意いただく必要がございます。内容をご確認いただき、同意いただけ

る場合はチェックボックスにチェックいただきますようお願いいたします。なお、居住地ごとに同意事項が異なっておりますので、該当するほう

にチェックください。 

We request you to confirm and consent to the following items by checking the checkboxes below before you use our SCOPE system. Please 

note that the checkboxes differ by your resident country (Japan or non-Japan), so please check the checkboxes for your own resident 

country. 

＜日本在住者向け／For Japan residentｓ＞ 

☐私は日本に在住しています。

☐私は「SCOPE 利用規約」を確認し、その内容に同意します。

（内容はこちらから参照ください：https://skc.jp.sharp/webedi/top/scope/SCOPE_KIYAKU.htm）

☐私は SCOPE サイトの「個人情報の取扱いについて」を確認し、その内容について同意します。

（内容はこちらから参照ください：https://skc.jp.sharp/webedi/top/scope/Privacy_policy.htm）

＜For non-Japan residents／日本国外在住者向け＞ 
☐ I live outside Japan.

☐ I confirm “SCOPE Terms of Use”, and consent to it.

(Refer to：https://skc.jp.sharp/webedi/top/scope/SCOPE_KIYAKU.htm <English>, https://skc.jp.sharp/webedi/top/scope/SCOPE_KIYAKU.htm <中文>)

☐ I confirm “Privacy Notice for Business Partners”.

(Refer to：https://global.sharp/privacy/#pnbp)

◆ID 登録申請／User ID Registration Form

下記項目をご記入下さい (日本語/英語/中国語)。 Please fill in following blanks（in Japanese, English or Chinese）.

貴 社 名 Your Company Name 

ご所属部署 Your Department Name 

ご 役 職 （任意）Your Title （Option） 

ご 氏 名 Your Name 

メールアドレス *Your E-mail Address *

貴社にSCOPE利用を要請したシャープグループ会社/

会社/事業本部/部門の名称 
Name of Sharp Group Company/ BU/ Dept. who 

request your company to apply for use of SCOPE

*本システムにご登録頂くメールアドレスについて、共有メールアドレスは原則ご利用になれません。

* E-mail address shared with other people is not allowed to use for the registration of SCOPE system.

◆その他／Other

【ご提出先・お問合せ先 / Submission・Contact】

・ 上記ご記入後、本申請書を下記 SCOPE 事務局まで電子メールにてご提出ください.。（弊社にて確認後、別途登録完了

メールが送付されます）。／Please send this Form by email to SCOPE secretariat below. (Confirmation email will be

sent to you separately, after the user ID registration is completed at Sharp).

・ 本申請書をご提出の際、お手数ですが、弊社の窓口担当者にも送付頂きますようお願いいたします。／Also, please

send this Form to the person in charge at SHARP (your contact person).

・ ご不明な点がございましたら、SCOPE 事務局までお問合せください。

If you have any inquiries, please contact SCOPE secretariat.

シャープ株式会社 SCOPE 事務局

Sharp Corporation SCOPE secretariat E-mail:  scope-site@sharp.co.jp

JPN-SCJ-2021-C0502380 

申 請 日 Date （mm/dd/yyyy） 

シャープ株式会社

SHARP CORPORATION 
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