
050-3700-4132
【受付時間】⽉〜⼟ 9:00〜19:00

事業紹介 お知らせ・ブログ お問い合わせ会社概要HOME

アクセス合同会社ギャラクタスは、⼤阪市阿倍野区のちいさなWeb制作会社です。合同会社ギャラクタスは、⼤阪市阿倍野区のちいさなWeb制作会社です。

お問い合わせ

    お問い合わせ

合同会社ギャラクタス合同会社ギャラクタス

Webサイトの企画から制作、運⽤まで 

トータルにお任せください 

Webサイトの企画から制作、運⽤まで 

トータルにお任せください 

ホームページの新規作成やリニューアルはもちろん、既存サイトの運⽤‧管理からプロモーションまで、 

Web制作に関わることならお任せください。 

皆様の抱える様々なお悩みやご要望に柔軟にお応えしてまいります。

ホームページの新規作成やリニューアルはもちろん、既存サイトの運⽤‧管理からプロモーションまで、 

Web制作に関わることならお任せください。 

皆様の抱える様々なお悩みやご要望に柔軟にお応えしてまいります。

WebマーケティングWebサイトの運⽤‧管理Webサイトの制作

サービスサービス

サービスへ

2020/09/01

記事のタイトルが⼊ります記事

のタイトルが⼊ります...

イベント

ブログブログ

（Google Map）

合同会社ギャラクタス�

〒545-0011�⼤阪府⼤阪市阿倍野区昭和町2-19-24�

050-3700-4132�

info@galactus.co.jp

会社名�

所在地�

TEL�

MAIL

会社概要会社概要

お気軽にお問い合わせくださいお気軽にお問い合わせください

050-3700-4132（代表） 
【受付時間】⽉〜⼟ 9:00〜19:00

お電話でのお問い合わせお電話でのお問い合わせ

お問い合わせ‧資料請求や、無料相談会のご予約は各Webフォーム、 

またはお電話にてお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ‧資料請求や、無料相談会のご予約は各Webフォーム、 

またはお電話にてお気軽にご連絡ください。

お問い合わせへ

メールフォームでのお問い合わせメールフォームでのお問い合わせ

2021/03/01 お知らせのタイトルが⼊りますお知らせのタイトルが⼊ります...

あなたの街のウェブ担当 あなたの街のウェブ担当 
⼤阪市阿倍野区の合同会社ギャラクタスは、 

中⼩規模のコーポレートサイトの制作を得意としています。

⼤阪市阿倍野区の合同会社ギャラクタスは、 

中⼩規模のコーポレートサイトの制作を得意としています。

お問い合わせへ

Web制作に関わる様々なサービスを提供していますWeb制作に関わる様々なサービスを提供しています

お知らせ‧ブログ⼀覧へ

会社概要へ

©2021 合同会社ギャラクタス

個⼈情報保護⽅針

サイトマップ事業紹介

お知らせ・ブログ

お問い合わせ

会社概要HOME

〒545-0011 ⼤阪府⼤阪市阿倍野区昭和町2-19-24 

TEL：���-����-����

    

お知らせ
2021/03/01 お知らせのタイトルが⼊りますお知らせのタイトルが⼊ります...

2021/03/01 お知らせのタイトルが⼊りますお知らせのタイトルが⼊ります...

2021/03/01 お知らせのタイトルが⼊りますお知らせのタイトルが⼊ります...

記事⼀覧へ

制作から運⽤までワンストップで対応

ホームページの新規作成やリニューアルはもちろん、既存サイトの運⽤‧管理からプロモーションまで、

Web制作に関わることならお任せください。

軽いフットワークとミニマムな料⾦

余計や⼈員や⼯数を削減したことで無駄なコストを省き、ミニマムかつ適性価格の料⾦を実現

しています。また、フットワークの軽さと⾏動⼒を活かし、⼤阪近郊のお客様にはご要望に応

じて実際にお伺いいたします。

2020/09/01

記事のタイトルが⼊ります記事

のタイトルが⼊ります...

イベント 2020/09/01

記事のタイトルが⼊ります記事

のタイトルが⼊ります...

イベント 2020/09/01

記事のタイトルが⼊ります記事

のタイトルが⼊ります...

イベント



HOME�>会社概要�

ご挨拶

会社概要

インターネットには夢とロマンがあります。 

平成の時代に⽣まれ育った私は、技術進歩による社会の変⾰や価値観の多様化といった⼤きな波を⽬の当たりにし

ながら、それらの中⼼に渦巻くインターネットと、その宇宙のような無限の可能性に魅了されてきました。 

そして、⼈⽣をかけてその可能性を追求していくことが⾄上の喜びであり、⾃らの使命であると⾒出しました。 

こういった思いを体現したひとつの形がWeb制作会社ギャラクタスです。 

 

ギャラクタスは、インターネットという宇宙を舞台に、お客様に満⾜頂ける仕事を積み重ね、 

社会に良いインパクトを与えられる企業として成⻑していきたいと考えています。 

当社を⽀えてくださる皆様に感謝しつつ、次の時代に邁進していく所存です。

代表社員  溝⼝ 勝樹

会社概要

合同会社ギャラクタス（英語表記：GALACTUS�LLC）�

（代表社員）溝⼝�勝樹�

2018年7⽉2⽇�

1,000,000円�

Webサイトの企画・制作・運⽤サポート、Webサービスの運営、�

その他Webコンテンツの企画・制作・開発�

〒545-0011 ⼤阪府⼤阪市阿倍野区昭和町2-19-24�⻘葉ビル7C号室�

050-3700-4132�

https://galactus.co.jp ��

info@galactus.co.jp�

10:00�〜�19:00（⼟/⽇/祝�休業）

会社名�

代表者�

設⽴�

資本⾦�

事業内容�

�

所在地�

TEL�

Webサイト�

MAIL�

営業時間

沿⾰

⼤阪市中央区南船場にて個⼈事務所「GALACTUS」として事業開始�

⼤阪市阿倍野区昭和町に事務所を移転�

合同会社ギャラクタスを設⽴�

2016年7⽉�

2018年7⽉�

2018年7⽉

（Google Map）

〒545-0011 ⼤阪府⼤阪市阿倍野区昭和町2-19-24�⻘葉ビル7C号室

Google Mapで開く

050-3700-4132
【受付時間】⽉〜⼟ 9:00〜19:00

事業紹介 お知らせ・ブログ お問い合わせ会社概要HOME

アクセス合同会社ギャラクタスは、⼤阪市阿倍野区のちいさなWeb制作会社です。合同会社ギャラクタスは、⼤阪市阿倍野区のちいさなWeb制作会社です。

お問い合わせ

    お問い合わせ

合同会社ギャラクタス合同会社ギャラクタス

アクセス

スタッフ紹介

当社のスタッフをご紹介します当社のスタッフをご紹介します

担当業務：□□□□□ 

⽒名：◯◯◯◯◯ 

簡単なプロフィールが⼊ります簡単なプロフィールが

⼊ります簡単なプロフィールが⼊ります簡単なプロ

フィールが⼊ります簡単なプロフィールが⼊ります

（顔写真）

ギャラリー

©2021 合同会社ギャラクタス

個⼈情報保護⽅針

サイトマップ事業紹介

お知らせ・ブログ

お問い合わせ

会社概要HOME

〒545-0011 ⼤阪府⼤阪市阿倍野区昭和町2-19-24 

TEL：���-����-����

    

お気軽にお問い合わせくださいお気軽にお問い合わせください

050-3700-4132（代表） 
【受付時間】⽉〜⼟ 9:00〜19:00

お電話でのお問い合わせお電話でのお問い合わせ

お問い合わせ‧資料請求や、無料相談会のご予約は各Webフォーム、 

またはお電話にてお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ‧資料請求や、無料相談会のご予約は各Webフォーム、 

またはお電話にてお気軽にご連絡ください。

お問い合わせへ

メールフォームでのお問い合わせメールフォームでのお問い合わせ

事業紹介 お知らせ‧ブログ

（顔写真）

担当業務：□□□□□ 

⽒名：◯◯◯◯◯ 

簡単なプロフィールが⼊ります簡単なプロフィールが

⼊ります簡単なプロフィールが⼊ります簡単なプロ

フィールが⼊ります簡単なプロフィールが⼊ります

（顔写真）

担当業務：□□□□□ 

⽒名：◯◯◯◯◯ 

簡単なプロフィールが⼊ります簡単なプロフィールが

⼊ります簡単なプロフィールが⼊ります簡単なプロ

フィールが⼊ります簡単なプロフィールが⼊ります

（顔写真）

担当業務：□□□□□ 

⽒名：◯◯◯◯◯ 

簡単なプロフィールが⼊ります簡単なプロフィールが

⼊ります簡単なプロフィールが⼊ります簡単なプロ

フィールが⼊ります簡単なプロフィールが⼊ります

（顔写真）

経営理念

時空を超えるWebのパワーを駆使して 

世のため⼈のために活動する



HOME�>�事業紹介�

事業紹介

サービス⼀覧

Webサイトの制作

説明⽂が⼊ります説明⽂が⼊ります説明⽂が⼊ります説明⽂が⼊ります説明⽂が⼊ります説明⽂が⼊ります説明⽂

が⼊ります説明⽂が⼊ります説明⽂が⼊ります説明⽂が⼊ります説明⽂が⼊ります

050-3700-4132
【受付時間】⽉〜⼟ 9:00〜19:00

事業紹介 お知らせ・ブログ お問い合わせ会社概要HOME

アクセス合同会社ギャラクタスは、⼤阪市阿倍野区のちいさなWeb制作会社です。合同会社ギャラクタスは、⼤阪市阿倍野区のちいさなWeb制作会社です。

お問い合わせ

    お問い合わせ

合同会社ギャラクタス合同会社ギャラクタス

©2021 合同会社ギャラクタス

個⼈情報保護⽅針

サイトマップ事業紹介

お知らせ・ブログ

お問い合わせ

会社概要HOME

〒545-0011 ⼤阪府⼤阪市阿倍野区昭和町2-19-24 

TEL：���-����-����

    

強み‧特徴

お問い合わせ

ご依頼の流れについてのテキストが⼊りますご依頼の流れについてのテキストが⼊りますご依頼の流れに

ついてのテキストが⼊りますご依頼の流れについてのテキストが⼊ります

0 1

契約

ご依頼の流れについてのテキストが⼊りますご依頼の流れについてのテキストが⼊りますご依頼の流れに

ついてのテキストが⼊りますご依頼の流れについてのテキストが⼊ります

0 2

制作‧開発0 3

公開‧運⽤開始0 4

ご依頼の流れについてのテキストが⼊りますご依頼の流れについてのテキストが⼊りますご依頼の流れに

ついてのテキストが⼊りますご依頼の流れについてのテキストが⼊ります

ご依頼の流れについてのテキストが⼊りますご依頼の流れについてのテキストが⼊りますご依頼の流れに

ついてのテキストが⼊りますご依頼の流れについてのテキストが⼊ります

料⾦の⽬安

¥100,000〜�

¥100,000〜�

¥100,000〜�

¥100,000〜

サービスの項⽬�

サービスの項⽬�

サービスの項⽬�

サービスの項⽬

正式な価格は現場調査しお⾒積りとなりますので、⼀度ご相談ください。  

下記は⽬安としてご参考ください

ホームページの新規作成やリニューアルはもちろん、既存サイトの運⽤‧管理からプロモーションまで、 

Web制作に関わることならお任せください。

W e bサイトの制作〜運⽤まで  

まるっと当社にお任せください

ご依頼の流れ

お気軽にお問い合わせくださいお気軽にお問い合わせください

050-3700-4132（代表） 
【受付時間】⽉〜⼟ 9:00〜19:00

お電話でのお問い合わせお電話でのお問い合わせ

お問い合わせ‧資料請求や、無料相談会のご予約は各Webフォーム、 

またはお電話にてお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ‧資料請求や、無料相談会のご予約は各Webフォーム、 

またはお電話にてお気軽にご連絡ください。

お問い合わせへ

メールフォームでのお問い合わせメールフォームでのお問い合わせ

会社概要 お知らせ‧ブログ

Webサイトの運⽤‧管理

説明⽂が⼊ります説明⽂が⼊ります説明⽂が⼊ります説明⽂が⼊ります説明⽂が⼊ります説明⽂が⼊ります説明⽂

が⼊ります説明⽂が⼊ります説明⽂が⼊ります説明⽂が⼊ります説明⽂が⼊ります

Webマーケティング

説明⽂が⼊ります説明⽂が⼊ります説明⽂が⼊ります説明⽂が⼊ります説明⽂が⼊ります説明⽂が⼊ります説明⽂

が⼊ります説明⽂が⼊ります説明⽂が⼊ります説明⽂が⼊ります説明⽂が⼊ります

制作から運⽤までワンストップで対応

ホームページの新規作成やリニューアルはもちろん、既存サイトの運⽤‧管理からプロモーションまで、

Web制作に関わることならお任せください。

軽いフットワークとミニマムな料⾦

余計や⼈員や⼯数を削減したことで無駄なコストを省き、ミニマムかつ適性価格の料⾦を実現

しています。また、フットワークの軽さと⾏動⼒を活かし、⼤阪近郊のお客様にはご要望に応

じて実際にお伺いいたします。



HOME�>�コラム・お知らせ

お知らせ‧ブログ⼀覧

1 2 3 4 5

050-3700-4132
【受付時間】⽉〜⼟ 9:00〜19:00

事業紹介 お知らせ・ブログ お問い合わせ会社概要HOME

アクセス合同会社ギャラクタスは、⼤阪市阿倍野区のちいさなWeb制作会社です。合同会社ギャラクタスは、⼤阪市阿倍野区のちいさなWeb制作会社です。

お問い合わせ

    お問い合わせ

合同会社ギャラクタス合同会社ギャラクタス

©2021 合同会社ギャラクタス

個⼈情報保護⽅針

サイトマップ事業紹介

お知らせ・ブログ

お問い合わせ

会社概要HOME

〒545-0011 ⼤阪府⼤阪市阿倍野区昭和町2-19-24 

TEL：���-����-����

    

記事のタイトルが⼊ります

親譲りの無鉄砲で⼩供の時から損ばかりしている。⼩学校に居る時分学校の⼆階から⾶び降りて⼀週間ほど腰

を抜かした事がある。なぜそんな無闇をしたと聞く⼈があるかも知れぬ。別段深い理由でもない。..

2021.09.01

続きを読む

カテゴリーが⼊ります

会社概要 事業紹介

お気軽にお問い合わせくださいお気軽にお問い合わせください

050-3700-4132（代表） 
【受付時間】⽉〜⼟ 9:00〜19:00

お電話でのお問い合わせお電話でのお問い合わせ

お問い合わせ‧資料請求や、無料相談会のご予約は各Webフォーム、 

またはお電話にてお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ‧資料請求や、無料相談会のご予約は各Webフォーム、 

またはお電話にてお気軽にご連絡ください。

お問い合わせへ

メールフォームでのお問い合わせメールフォームでのお問い合わせ

記事のタイトルが⼊ります

親譲りの無鉄砲で⼩供の時から損ばかりしている。⼩学校に居る時分学校の⼆階から⾶び降りて⼀週間ほど腰

を抜かした事がある。なぜそんな無闇をしたと聞く⼈があるかも知れぬ。別段深い理由でもない。..

2021.09.01

続きを読む

カテゴリーが⼊ります

記事のタイトルが⼊ります

親譲りの無鉄砲で⼩供の時から損ばかりしている。⼩学校に居る時分学校の⼆階から⾶び降りて⼀週間ほど腰

を抜かした事がある。なぜそんな無闇をしたと聞く⼈があるかも知れぬ。別段深い理由でもない。..

2021.09.01

続きを読む

カテゴリーが⼊ります

記事のタイトルが⼊ります

親譲りの無鉄砲で⼩供の時から損ばかりしている。⼩学校に居る時分学校の⼆階から⾶び降りて⼀週間ほど腰

を抜かした事がある。なぜそんな無闇をしたと聞く⼈があるかも知れぬ。別段深い理由でもない。..

2021.09.01

続きを読む

カテゴリーが⼊ります

記事のタイトルが⼊ります

親譲りの無鉄砲で⼩供の時から損ばかりしている。⼩学校に居る時分学校の⼆階から⾶び降りて⼀週間ほど腰

を抜かした事がある。なぜそんな無闇をしたと聞く⼈があるかも知れぬ。別段深い理由でもない。..

2021.09.01

続きを読む

カテゴリーが⼊ります

お知らせお知らせ ブログブログすべてすべて



HOME�>�お知らせ>�記事のタイトル

記事のタイトルが⼊ります  |  お知らせ‧ブログ

記事のタイトルが⼊ります

2021.09.01

親譲りの無鉄砲で⼩供の時から損ばかりしている。⼩学校に居る時分学校の⼆階から⾶び降りて⼀週間ほど腰を抜かした事 

がある。なぜそんな無闇をしたと聞く⼈があるかも知れぬ。別段深い理由でもない。新築の⼆階から⾸を出していたら、同 

級⽣の⼀⼈が冗談に、いくら威張っても、そこから⾶び降りる事は出来まい。弱⾍やーい。と囃したからである。⼩使に負 

ぶさって帰って来た時、おやじが⼤きな眼をして⼆階ぐらいから⾶び降りて腰を抜かす奴があるかと云ったから、この次は 

抜かさずに⾶んで⾒せますと答えた。（⻘空⽂庫より）

カテゴリーが⼊ります

親譲りの無鉄砲で⼩供の時から損ばかりしている。⼩学校に居る時分学校の⼆階から⾶び降りて⼀週間ほど腰を抜かした事 

がある。なぜそんな無闇をしたと聞く⼈があるかも知れぬ。別段深い理由でもない。新築の⼆階から⾸を出していたら、同 

級⽣の⼀⼈が冗談に、いくら威張っても、そこから⾶び降りる事は出来まい。弱⾍やーい。と囃したからである。⼩使に負 

ぶさって帰って来た時、おやじが⼤きな眼をして⼆階ぐらいから⾶び降りて腰を抜かす奴があるかと云ったから、この次は 

抜かさずに⾶んで⾒せますと答えた。（⻘空⽂庫より）

050-3700-4132
【受付時間】⽉〜⼟ 9:00〜19:00

事業紹介 お知らせ・ブログ お問い合わせ会社概要HOME

アクセス合同会社ギャラクタスは、⼤阪市阿倍野区のちいさなWeb制作会社です。合同会社ギャラクタスは、⼤阪市阿倍野区のちいさなWeb制作会社です。

お問い合わせ

    お問い合わせ

合同会社ギャラクタス合同会社ギャラクタス

ツイートするツイートする シェアするシェアする LINEで送るLINEで送る

親譲りの無鉄砲で⼩供の時から損ばかりしている。⼩学校に居る時分学校の⼆階から⾶び降りて⼀週間ほど腰を抜かした事 

がある。なぜそんな無闇をしたと聞く⼈があるかも知れぬ。別段深い理由でもない。新築の⼆階から⾸を出していたら、同 

級⽣の⼀⼈が冗談に、いくら威張っても、そこから⾶び降りる事は出来まい。弱⾍やーい。と囃したからである。⼩使に負 

ぶさって帰って来た時、おやじが⼤きな眼をして⼆階ぐらいから⾶び降りて腰を抜かす奴があるかと云ったから、この次は 

抜かさずに⾶んで⾒せますと答えた。（⻘空⽂庫より）
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〒545-0011 ⼤阪府⼤阪市阿倍野区昭和町2-19-24 

TEL：���-����-����

    

会社概要 事業紹介

お気軽にお問い合わせくださいお気軽にお問い合わせください

050-3700-4132（代表） 
【受付時間】⽉〜⼟ 9:00〜19:00

お電話でのお問い合わせお電話でのお問い合わせ

お問い合わせ‧資料請求や、無料相談会のご予約は各Webフォーム、 

またはお電話にてお気軽にご連絡ください。

お問い合わせ‧資料請求や、無料相談会のご予約は各Webフォーム、 

またはお電話にてお気軽にご連絡ください。

お問い合わせへ

メールフォームでのお問い合わせメールフォームでのお問い合わせ



HOME�>�お問い合わせ

お問い合わせ

メールフォーム

下記項⽬をご記⼊のうえ、送信してください。内容を確認後、担当よりご連絡致します。下記項⽬をご記⼊のうえ、送信してください。内容を確認後、担当よりご連絡致します。

お電話でのお問い合わせ

050-3700-4132
【受付時間】⽉〜⼟ 9:00〜19:00

事業紹介 お知らせ・ブログ お問い合わせ会社概要HOME

アクセス合同会社ギャラクタスは、⼤阪市阿倍野区のちいさなWeb制作会社です。合同会社ギャラクタスは、⼤阪市阿倍野区のちいさなWeb制作会社です。

お問い合わせ

    お問い合わせ

合同会社ギャラクタス合同会社ギャラクタス

©2021 合同会社ギャラクタス

個⼈情報保護⽅針

サイトマップ事業紹介

お知らせ・ブログ

お問い合わせ

会社概要HOME

〒545-0011 ⼤阪府⼤阪市阿倍野区昭和町2-19-24 

TEL：���-����-����

    

Q. 質問⽂が⼊ります質問⽂が⼊りますQ. 質問⽂が⼊ります質問⽂が⼊ります

回答⽂が⼊ります回答⽂が⼊ります回答⽂が⼊ります回答⽂が⼊ります回答⽂が⼊ります回答⽂が⼊ります回答⽂が⼊ 

ります回答⽂が⼊ります回答⽂が⼊ります回答⽂が⼊ります回答⽂が⼊ります

Q. 質問⽂が⼊ります質問⽂が⼊りますQ. 質問⽂が⼊ります質問⽂が⼊ります

Q. 質問⽂が⼊ります質問⽂が⼊りますQ. 質問⽂が⼊ります質問⽂が⼊ります

よくあるご質問

お問い合わせの前にご確認ください。お問い合わせの前にご確認ください。

050-3700-4132
【受付時間】⽉〜⼟ 9:00〜19:00

⽒名�※必須⽒名�※必須

電話番号�※必須電話番号�※必須

メールアドレス�※必須メールアドレス�※必須

備考備考

送信する

ご⽤件�※必須ご⽤件�※必須 ▼▼

会社名�※必須会社名�※必須

プライバシーポリシーに同意するプライバシーポリシーに同意する



HOME�>�個⼈情報保護⽅針�

個⼈情報保護⽅針

合同会社ギャラクタス（以下「当社」）は、お客様の個⼈情報等の取扱いについて、 

「個⼈情報の保護に関する法律」及び本プライバシーポリシーを遵守します。

個⼈情報の安全対策

当社は、個⼈情報の正確性及び安全性確保のために、セキュリティに万全の対策を講じています。

Google Analyticsの利⽤について

法令、規範の遵守と⾒直し

当社は、保有する個⼈情報に関して適⽤される⽇本の法令、その他規範を遵守するとともに、本ポリシーの内容を適宜⾒直し、その改善に努めます。

当サイトでは、利⽤状況の把握のために「Google Analytics」を利⽤しています。このため、⼀部のページにおいて 

Google Analyticsから提供されるクッキーを使⽤しています。 クッキーの使⽤に関する説明、クッキーによって収集される 

情報について詳しくお知りになりたい⽅は、Google Analyticsのプライバシーポリシーをご確認ください。 

 

お客様は、ブラウザのアドオン設定でGoogle Analyticsを無効にすることにより、当所のGoogle Analytics利⽤によるお客様の 

情報の収集を停⽌することも可能です。Google Analyticsの無効設定は、Google社によるオプトアウトアドオンの 

ダウンロードページで 「Google Analyticsオプトアウトアドオン」をダウンロードおよびインストールし、ブラウザの 

アドオン設定を変更することで実施することができます。 

 

Google Analyticsの利⽤規約に関する説明についてはGoogle Analyticsのサイトを、Google社のプライバシーポリシーに関する 

説明については同社のサイトをご覧下さい。 

 

‧Google Analyticsの利⽤規約：http://www.google.com/analytics/terms/jp.html 

‧Googleのプライバシーポリシー：http://www.google.com/intl/ja/policies/privacy 

‧Google Analyticsオプトアウトアドオン：https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

個⼈情報の第三者への開⽰‧提供の禁⽌

当社は、お客様よりお預かりした個⼈情報を適切に管理し、次のいずれかに該当する場合を除き、個⼈情報を第三者に開⽰いたしません。 

 ‧お客様の同意がある場合 

 ‧お客様が希望されるサービスを⾏なうために当社が業務を委託する業者に対して開⽰する場合  

‧法令に基づき開⽰することが必要である場合

ご本⼈の照会

お客様がご本⼈の個⼈情報の照会‧修正‧削除などをご希望される場合には、ご本⼈であることを確認の上、対応させていただきます。

当社は、以下のとおり個⼈情報保護⽅針を定め、個⼈情報保護の仕組みを構築し、全従業員に個⼈情報保護の重要性の認識と取組みを徹底させることにより、 

個⼈情報の保護を推進致します。

個⼈情報の管理

当社は、お客様の個⼈情報を正確かつ最新の状態に保ち、個⼈情報への不正アクセス‧紛失‧破損‧改ざん‧漏洩などを防⽌するため、セキュリティシステムの維

持‧管理体制の整備‧社員教育の徹底等の必要な措置を講じ、安全対策を実施し個⼈情報の厳重な管理を⾏ないます。

個⼈情報の利⽤⽬的

当Webサイトでは、お客様からのお問い合わせ時に、お名前、e-mailアドレス、電話番号等の個⼈情報をご登録いただく場合がございますが、 

これらの個⼈情報はご提供いただく際の⽬的以外では利⽤いたしません。 お客様からお預かりした個⼈情報は、当社からのご連絡や業務のご案内やご質問に対する回

答として、電⼦メールや資料のご送付に利⽤いたします。

プライバシーポリシー

050-3700-4132
【受付時間】⽉〜⼟ 9:00〜19:00

事業紹介 お知らせ・ブログ お問い合わせ会社概要HOME

アクセス合同会社ギャラクタスは、⼤阪市阿倍野区のちいさなWeb制作会社です。合同会社ギャラクタスは、⼤阪市阿倍野区のちいさなWeb制作会社です。

お問い合わせ

    お問い合わせ

合同会社ギャラクタス合同会社ギャラクタス
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お問い合わせ

会社概要HOME

〒545-0011 ⼤阪府⼤阪市阿倍野区昭和町2-19-24 

TEL：���-����-����

    

お問い合わせ

当社の個⼈情報の取扱に関するお問い合せは下記までご連絡ください。 

 

合同会社ギャラクタス 

〒545-0011 

⼤阪府⼤阪市阿倍野区昭和町2-19-24 ⻘葉ビル7C号室
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サイトマップ

050-3700-4132
【受付時間】⽉〜⼟ 9:00〜19:00

事業紹介 お知らせ・ブログ お問い合わせ会社概要HOME

アクセス合同会社ギャラクタスは、⼤阪市阿倍野区のちいさなWeb制作会社です。合同会社ギャラクタスは、⼤阪市阿倍野区のちいさなWeb制作会社です。

お問い合わせ

    お問い合わせ

合同会社ギャラクタス合同会社ギャラクタス
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サイトマップ

事業紹介
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