netXCloud（type-S）に関する契約約款
第1章
第１条

総則
（契約の適用）

１． SCSK 株式会社（以下、
「当社」という）は、この netXCloud（type-S）に関する契約約款（以下、
「本約款」とい
う）に定めるところにより、本サービスを提供します。
２． 当社は、本約款とは別に個別規定を定める場合があります。個別規定の取り決めは、本約款に優先して適用される
ものとします。
第２条

（用語の定義）
本約款において、以下の通り用語を定義します。
(１)

「netXCloud」
本サービスの呼称。

(２)

「本サービス」
当社が提供するホスティング型サービスであり、サーバ、ネットワーク機器、ストレージ等のハードウェア
リソース又は OS、データベース等のミドルウェア機能又は各種アプリケーション機能およびそれに付帯する
運用・保守を提供するサービス

(３)

「従量型サービス」
お客様のサービス利用実績に基づき請求金額を都度確定させる、事前に一定の利用期間や一定の利用料金を
定めず提供するサービス形態

(４)

「定額型サービス」
お客様のサービス利用実績にかかわらず、事前に一定の利用期間や一定の利用料金を確定させて提供するサ
ービス形態

(５)

「本サービス利用契約」
本サービスをお客様が利用するに当たり、本約款に従って当社とお客様の間で取り交わされる本サービス利
用に関する契約

(６)

「個別規定」
本約款又は本サービス利用契約の他に、当社とお客様との間で締結される特別な契約

(７)

「電気通信サービス」
電気通信をおこなうための機械、器具、線路その他の電気的設備（以下「電気通信設備」という）を使用し
て他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること

(８)

「お客様」
本サービスの提供を受ける契約主体

(９)

「お客様等」
お客様およびお客様の従業員等、本サービスを利用する第三者

(１０)

「ログイン ID」
お客様等を認識するために用いられる符号であり、可変でないもの

(１１)

「パスワード」
ログイン ID と組み合わせてお客様を認識するために用いられる符号であり、可変のもの

(１２)

「サービス仕様書」
本サービスの内容、運用・技術面での提供条件を定めたもの

(１３)

「テンプレート」
OS または OS とミドルウェアを組み合わせてインストールした状態のサーバイメージ

(１４)

「ライブラリ」
サーバにインストールするための本サービスで利用可能なソフトウェア群

第３条

（サービスの提供地域）
本サービスの提供地域は日本国内とします。

1
専用書式 194-120116

第４条

（サービスの種類等）
本サービスのカテゴリー名称、サービス種別、品目等は、別途定めるサービス仕様書および個別規定のとおりとし
ます。

第５条

（サービスの提供）

１． 本サービスの内容はサービス仕様書の定めるところによります。また、個別規定を定めた場合には個別規定の内容
を適用するものとします。
２． 当社は本サービス提供に当たり、お客様のデータを複製、バックアップ、改変又は翻訳等を行うことがあります。
３． お客様は本サービスの状況等の情報を当社に求めることができます。
４． 当社は、本サービスに直接関係のない情報をお客様に提出する義務はありません。
第６条

（再委託）

１． 当社は、本サービスを提供するに当たり、業務の一部又は全部を第三者に委託することがあります。
２． 前項の場合、当社は第三者に対して本約款と同等の義務を負わせるものとします。
第７条

（本サービスの変更）

１． 当社は、本サービスの内容を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の本サー
ビス仕様によります。
２． 当社は、前項の当該サービスの変更がある場合、直ちにお客様に対してその内容を通知します。
３． 前１項又は次の各号の場合において、当社は本サービスの一部又は全部を廃止できるものとします。
(１)

廃止日の６０日前までにお客様に通知をした場合

(２)

天災等の予測や回避が不可能な事態が原因で、サービス提供が不可能となった場合

(３)

本サービス用設備のうち、当社が製造に関わらないハードウェア、ソフトウェア等のライセンス、製造又は
サポートが停止となった場合

(４)

本サービス用設備を構成するハードウェア、ソフトウェアの供給元が本約款第２８条（お客様、当社双方に
よる契約の解約）第２項の各号に該当する事態となった場合

第２章
第８条

契約
（契約の単位）
お客様が本サービスのうち複数のサービスを利用しようとする場合は、利用するサービス毎に当社と本サービス利
用契約を締結するものとします。

第９条

（契約期間）

１． 本サービスの従量型サービスには原則として契約期間の拘束はありません。
２． 本サービスの定額型サービスには契約期間を拘束する最低契約期間の定めがあります。
３． 前項の最低利用契約期間は、第１０条（本サービスの契約成立）で取り決める利用開始月から起算して 1 ヶ月とし
ます。
４． 本サービス利用契約を更新したときにおける更新後の最低利用契約期間は、更新される月から起算して 1 ヶ月又は
新たに更新する本サービス利用契約で取り決める期間とします。
第１０条 （本サービスの契約成立）
１． 本サービスの利用契約は、お客様が当社の定める方法により利用申込をし、当社がそれを承諾したときに成立する
ものとします。
２． 前項の申込をもって、お客様が本約款の内容を確認し、承諾したものとみなします。
３． 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合は、お客様の利用申込みを承諾しないことがあります。
(１)

お客様が、その利用申込みに係わる契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかなとき

(２)

お客様が、第２５条（サービス提供の停止）第１項に該当するとき

(３)

その他、前各号に準ずる場合で、当社が本サービスの契約締結を適当でないと判断したとき

第１１条 （約款の変更）
１． 当社は本約款の内容を変更することがあります。その場合、当社は変更施行日より６０日前までにお客様に通知す
るものとします。
２． 本約款の変更が施行された日から、本サービス利用契約は変更後の内容が適用されるものとします。
第１２条 （本サービス利用契約内容変更等）
お客様が本サービス利用契約の内容に関する変更を希望する場合、お客様は当社の定める方法により変更申込みを
するものとし、当社は第９条（契約期間）および第１０条（本サービスの契約成立）の規定に準じて取り扱います。
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第１３条 （権利譲渡の禁止）
お客様および当社は、相手方の書面による事前の承諾なしに、本サービスの契約に基づくいかなる権利義務を第三
者に譲渡することはできません。
第１４条 （お客様の地位の承継）
１． お客様に法人合併等による地位の承継があったときは、合併等後存続する法人もしくは合併等により設立された法
人は、
承継の日から 1 ヶ月以内に承継したことを証明する書類を添えて当社に書面により届け出るものとします。
２． 当社は、前項の届出があった場合に、承継した法人が第１０条（本サービスの契約成立）第３項各号のいずれかに
該当するときは、ただちに承継した法人との契約を解約することができるものとします。
第１５条 （契約者の名称等の変更）
お客様は商号、代表者又は住所等に変更があったとき、すみやかにその旨を当社に届出るものとし、必要に応じて
その事実を証明する書類を提出することとします。
第３章

利用管理

第１６条 （インターネット利用条件）
１． お客様は本サービスの利用に際し、ドメイン名はインターネット公的機関より割り当てられたものを、グローバル
IP アドレス（以下「ＩＰアドレス」という）は原則として当社より提供されたもの、又はインターネット公的機
関より割り当てられたものを使用することを原則とします。ただし、当社がその必要を認めた場合に限り、お客様
が指定する IP アドレスを使用できます。
２． IＰアドレスはお客様が厳重に管理するものとし、これらの不正利用により､当社又は第三者に損害を与えることの
ないよう万全の予防策を講じておかなくてはならないものとします。
３． お客様は、当社又は第三者に対し、ＩＰアドレス不正使用に起因する全ての損害について責任を負うものとします。
４． ＩＰアドレスが第三者によって不正に使用されたことを知ったときは、お客様は直ちに当社に対しその旨を通知す
るものとします。
５． 本サービスの利用において当社が提供した IP アドレスを用いたサービスを利用している場合、そのサービス契約が
終了した日以降、お客様は当社が提供したＩＰアドレスを使用してはならないものとします。
第１７条 （ログイン ID・パスワードの取扱）
１． お客様はお客様等や当社従業員に対して、本サービス利用契約に基づき開示する場合を除き、ログイン ID およびパ
スワードを第三者に対して開示、公開、貸与等をしないものとします。ならびに、お客様はログイン ID およびパ
スワードを厳重に保管し、パスワードを変更運用等の管理を実施するものとします。
２． 当社は、お客様のログインおよびパスワードの利用によりなされた行為の全てをお客様の行為とみなし、ログイン
ID およびパスワードの管理不備等により生じた一切の責任を負わないものとします。
３． 第三者がログイン ID およびパスワードを用いた場合、それによりなされた行為はお客様の行為とみなします。それ
によりなされた行為に起因し当社又は第三者に対して発生した損害は、お客様が損害を補填するものとします。た
だし、当社の責に帰すべき理由により生じた損害に関してはこの限りではありません。
第１８条 （作業の受付）
１． 当社は、お客様から次の要請がある場合に限り、当社の定める規定に従いお客様のシステムに対し次の作業を実施
します。
(１)

本サービス利用契約で取り交わされた作業

(２)

別途お客様と当社の間で取り決めた作業

２． お客様の要請に基づいて当社が行った前項の作業により、お客様のシステムに保持するデータ等に滅失又は毀損が
生じたとしても、当社はお客様に対しいかなる責任を負いません。ただし、当社の故意又は重過失が原因の場合、
この限りではありません。
第１９条 （情報の取り扱い）
１． お客様は、お客様が利用する本サービス用サーバのデータ領域（データ保管空間）内（以下「お客様のデータ領域
内」という）における、お客様のアプリケーション、データ、又はオペレーション等の行為、およびその結果につ
いて、お客様がその行為を行ったか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。
２． お客様のデータ領域内に登録されたデータについては、お客様の責任においてバックアップ等を行うものとし、当
社は何ら保証せず、責任を負わないものとします。
３． お客様は、お客様のデータ領域内に係る紛争等は自己の責任において解決するものとし、当社又は第三者に迷惑を
掛けず、何らの損害を与えないものとします。
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第２０条 （データ等の消去）
１． 当社は、データ等が本サービス利用契約により取り決めたしきい値を超えた場合、又は本約款第２２条（禁止行為）
に抵触する行為に関連するものであった場合、若しくは同条４項又は５項に該当する場合、お客様の同意を得るこ
となくデータ等の削除又は登録および更新を停止することができるものとします。
２． 当社は、前項に基づくデータ等の削除又は登録および更新の停止により生じた損害に関しては、一切の責任を負わ
ないものとします。
第２１条 （契約終了時のデータ等）
１． 当社は、本サービスの利用期間が終了した場合、若しくは本約款第２６条（お客様による契約の解約）
、第２７条（当
社による契約の解約）又は第２８条（お客様、当社双方による契約の解約）の契約解約により本サービス利用契約
が終了した場合、お客様のデータ領域内のデータ等を削除します。
２． 当社は、前項に基づくデータ等の消去により生じた損害に関しては、一切の責任を負わないものとします。
第２２条 （禁止行為）
１． お客様は、本サービスの利用にあたり、次の行為を行ってはなりません。
(１)

本サービスの運営を妨げる行為

(２)

犯罪行為若しくは犯罪行為を助長する行為、又はそれらのおそれがある行為

(３)

当社又は第三者の著作権その他知的財産権を侵害する行為

(４)

当社又は第三者の名誉、信用、プライバシー等の人的利益を侵害する行為

(５)

当社又は第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為

(６)

コンピュータウイルス等の他人の業務を妨害し若しくはそのおそれのあるコンピュータプログラムを本サー
ビスに利用して使用したり、第三者に提供したりする行為またはそのおそれのある行為

(７)

風俗営業等の規制および適正化に関する法律が規定する映像送信型風俗営業、特殊営業、またはそれらに類
似する行為

(８)

その他他人の法的利益を侵害し、公序良俗に反する行為、又は法令に違反する行為

(９)

その他本サービスの提供において不適当であると判断する行為

２． お客様は、前項各号の行為が行われている事実を確認した場合、又は当該行為が行われている可能性があると判断
した場合、ただちに当社にその事実を通知するものとします。
３． 当社は、本サービス内で本条第１項各号の行為が行われていることを知った場合、お客様の事前の同意を得ること
なく、当該行為が行われているサービスの一部又は全部を停止、又は当該行為に関連する情報を削除することがで
きるものとします。
４． 当社は、前項の場合にかかわらず監督官庁又は捜査機関よりお客様等に対して指導、摘発、注意又は照会を求めら
れた場合、お客様への事前の同意を得ることなく当該機関に対し、お客様等の情報を提供又は開示し、当該行為が
行われているサービスの一部又は全部を停止、又は当該行為に関連する情報を削除することができるものとします。
５． 前項の対応は第三者からの指摘、クレームに対しても当社がその指摘等が適当であると判断した場合にも適用する
ものとします。ただし、当社はお客様等と第三者との間に介在し仲裁、調停等をする義務を負うものではなく、お
客様等と第三者との紛争に関しては、お客様の責任において解決するものとします。
６． 前３項の事態が発生したのち、本条第１項の行為が是正された状態になったとしても、当社は削除された情報を復
元させる義務は負いません。
第４章

利用停止および契約解約

第２３条 （非常時における利用の制限）
当社は、天災、地変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交
通若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、又は公共の利益のため緊急に行うこ
とを要する通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限、若しくは中止する措置を取ることがあります。
第２４条 （サービス提供の中断）
１． 当社は、電力、電気通信事業者による電気通信サービス提供の中止、又はその他不可抗力に基づく事由および保守･
保全のためのやむを得ない事由により、本サービスの提供を行うことが困難になる場合、本サービスの提供を中断
することがあります。
２． 当社は、前項の規定により本サービスの提供を中断するときは、その 1 ヶ月前迄にその旨と中断期間をお客様に通
知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第２５条 （サービス提供の停止）
１． 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めて本サービスの提供を停止することができ
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るものとします。
(１)

本サービスの料金等契約上の債務を指定した支払期日を経過しても支払わないとき

(２)

本サービスの契約等お客様の利用申込みに係る手続きに際して虚偽の事項を記載したことが判明したとき

(３)

第２２条（禁止行為）に違反したとき

(４)

本サービスの契約に違反する行為で、当社の本サービスの提供または業務の遂行妨害、あるいは当社の電力・
電気通信設備等に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたとき

(５)

前各号の掲げる事項のほか、当社がこの規定に違反する行為若しくは当社が停止する必要があると判断した
とき

２． 当社は、本サービスの提供を停止しようとするとき、お客様に対して、あらかじめ停止期日及び期間を書面等にて
通知するものとします。但し、緊急事態等やむを得ない場合は事後に通知します。
第２６条 （お客様による契約の解約）
１． お客様が本サービス利用契約を解約しようとするときは、当社に対し解約の日の 1 ヶ月前までに解約する旨、書面
で通知するものとします。この場合において、通知のあった日から当該通知において解約効力発生日とされる日ま
での期間が 1 ヶ月未満であるときは、解約の効力は当該通知があった日から 1 ヶ月を経過した日に生じるものと
します。
２． 前項の規定にかかわらず、お客様は、第２３条（非常時における利用の制限）又は第２４条（サービス提供の中断）
に規定する事由が生じ、本サービスを利用できなくなったことにより本サービスの契約の目的を達することができ
ないと判断したときは、当社に書面で通知することにより本サービス利用契約を解約することができるものとしま
す。この場合、本サービス利用契約の解約効力発生日は、当社に通知が到着した日に生じるものとします。
３． 第１項の規定にかかわらず、第７条（本サービスの変更）第３項の規定により本サービスの一部が廃止される場合
に、廃止の日までにお客様が当該サービスの本サービス利用契約内容の変更を行わず、その廃止によって当該サー
ビスの提供が不可能となるときは、当該サービスの廃止の日に当該サービスの本サービス利用契約の解約があった
ものとみなします。
第２７条 （当社による契約の解約）
１． 第２５条（サービス提供の停止）の規定により本サービスの提供を停止されたお客様が、直ちに若しくは相当期間
内にその停止原因となった事由を解消しないとき、当社はお客様に対し本サービス利用契約を解約することがあり
ます。
２． お客様が第２５条（サービス提供の停止）第１項各号のいずれかに該当し、その事実が当社の業務の遂行に著しい
支障を及ぼすと当社が判断したとき、当社は、前条の規定にかかわらず本サービスの提供の停止することなく本サ
ービス利用契約を解約することがあります。
３． 当社が前２項の規定により本サービス利用契約を解約しようとするときは、お客様に対し書面等によりその旨を通
知します。
第２８条 （お客様、当社双方による契約の解約）
１． お客様および当社は、相手方に本約款又は個別規定に違反する行為があり、書面等による催告後、1 ヶ月以内に当該
違反が是正されない場合は、直ちに本約款および本サービス利用契約を解約することができます。
２． お客様および当社は、相手方に次の各号の事由が生じた場合には、催告なしに直ちに本約款を解約できるものとし
ます。
(１)

重大な過失または背信行為があったとき

(２)

差押、仮差押、仮処分、競売、破産、民事再生手続き開始、会社更生手続き開始、特別清算、開始の申立て、
または公売処分を受けたとき

(３)

銀行あるいは手形交換所の取引停止処分を受けたとき

(４)

公租公課の滞納処分を受けたとき

(５)

営業停止、営業免許、営業登録の取り消し等行政上の処分を受けたとき

(６)

財務状況の悪化、若しくはそのおそれが認められる相当の事由が生じたとき

(７)

総会屋、
「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に定義する暴力団及びその関連団体およびその
他反社会的勢力（以下「反社会的勢力等」という）であるとき、または反社会的勢力等であったとき

(８)

役職員又は主要な出資者が、反社会的勢力等の構成員であるとき、またはあったとき。

(９)

自らまたは反社会的勢力等を利用し、相手方に対して詐術、暴力的行為、不当要求または脅迫的言辞を用い
たとき

(１０)

自らまたは反社会的勢力等を利用し、相手方の名誉・信用を毀損し、または毀損するおそれのあると認め
られるとき
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(１１)

自らまたは反社会的勢力等を利用し、相手方の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為をし、ま
たは妨害するおそれのあると認められるとき

(１２)

その他本約款を継続しがたい重大な事由が生じたとき

３． 本条により本契約が解除された場合、契約の解除を受けた当事者は、当然に期限の利益を失い、相手方に対する一
切の債務を直ちに履行するものとします。
第５章

料金等

第２９条 （料金等）
本サービスの料金および関連費用（以下「料金等」という）は、本サービス一覧又は個別規定に定めるところによ
ります。
第３０条 （料金の種類等と支払い義務）
１． 料金の種類は次のとおりとします。
(１)

初期費用

(２)

月額費用

(３)

従量課金費用

(４)

一時費用

２． 初期費用とは、お客様が本サービスを利用するために必要な初期の登録、設定作業等に要するところの費用のすべ
てをいうものとします。お客様は、当社に対して初期費用全額を本サービスの開始月又はその作業等の完了月に一
括して支払うものとします。
３． 月額費用とは、お客様が本サービスを利用することにかかる定額の月額料金をいうものとします。お客様は当社に
対して月額料金を、本サービスの提供を開始した月から起算して契約の終了する月までの期間について支払うもの
とします。
４． 従量課金費用とは、お客様が本サービスの利用にあわせ、その利用量に応じてかかる変動の課金料金のすべてをい
うものとします。お客様は、当社に対して課金料金を本サービスの提供を開始した月から起算して契約の終了する
月までの期間について支払うものとします。
５． 一時費用とは、お客様が本サービスを利用するにあたって必要とする、お客様固有の付帯開発、支援サービス、工
事、作業等別途当社に委託することに要して発生する費用、およびその他一時的に発生するお客様が負担すべき費
用すべてをいうものとします。お客様は当社に対して一時費用を、当社からの請求に基づき支払うものとします。
６． お客様の契約内容変更等の申込みにかかる初期費用は、本条第２項に準じて支払うものとします。
第３１条 （料金の計算）
１． 従量型サービスにおける料金の計算は次号の定めに従います。
(１)

料金の計算は毎月 20 日を締め日とした利用実績に従って計算し、当該月に請求するものとします。

２． 定額型サービスにおける料金の計算は次号の定めに従います。
(１)

料金の計算は毎月 20 日を締め日とした月を最低単位とし、日割り計算は行いません。

(２)

お客様の申込みにより、サービス内容を変更した場合（変更前の内容を締結した本サービス利用契約が、契
約期間を経過する前に行われた場合を除く）における当該月の月額費用は変更後の内容を適用します。

第３２条 （料金等の支払い）
１． 当社は、当社が定める方法により、本サービスの料金等をお客様に請求します。
２． 前項の定めにより料金等の請求を受けたお客様は、当社の指定する支払期日までに、当社が指定する方法により支
払うものとします。
第３３条 （契約変更に伴う違約金）
お客様は、最低利用契約期間が経過する前に（以下「契約の満了前」という）に、第１２条（本サービス利用契約
内容変更等）の規定により本サービス利用契約の内容を変更する場合（第７条（本サービスの変更）第３項に規定
する通知を受けたお客様が、サービス廃止に係る契約内容の変更を行う場合を除きます。
）、当該変更後の本サービ
ス利用契約の月額費用の額が変更前の月額費用の額を下回るときは、契約内容の変更月から最低利用契約期間満了
月（以下「契約の満了月」という）までの期間に対応するその差額を、違約金として一括して当社に支払うものと
します。
第３４条 （契約解約に伴う違約金）
１． お客様は、本サービスの利用を開始するより前にお客様の責めに帰すべき事由により本サービスの契約を解約した
場合、本サービス利用契約に係る月額費用に相当する額を、違約金として一括して当社に支払わなければなりませ
ん。お客様が既に初期費用を支払っている場合は、当社は支払われた初期費用を返金しないものとします。
２． お客様は、契約の満了前に本サービスの契約を解約した、又は解約された場合（第２６条（お客様による契約の解
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約）第２項又は第３項、および第２８条（お客様、当社双方による契約の解約）の規程による解約を除きます。）
は、解約月又は解約月から契約の満了月までの期間に対応する本サービス利用契約に係る月額費用の総額を、違約
金として一括して当社に支払わなければなりません。
第３５条 （利用不能の場合における料金等の精算）
１． 当社は、当社の責めに帰すべき事由により、お客様が本サービス利用契約に係る本サービスの内、定額型サービス
をまったく利用できない状態にあることを知った時刻(又は知りうべき時刻)から連続して２４時間以上その状態
が継続したときに限り、その利用することができなかった時間を２４で除した数（小数点以下の端数は切り捨てま
す。）に、本サービス利用契約において当該サービス利用不能に該当する対象サービス品目（以下「利用不能サー
ビス」という）に係る月額費用(１ヶ月相当額)の３０分の１を乗じて得た額を、お客様の請求に基づき減額します。
２． お客様は、前項の請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月以内に当社に対し当該請求を行わなかったときは、その
権利を失うものとします。
第３６条 （違約割増金等）
１． お客様が本サービスの料金等の支払いを故意に免れたとき、お客様は、その額に加え、その相当する額と同額を違
約割増金として当社に支払うこととします。
２． 当社は、第２５条（サービス提供の停止）の規定により、お客様に対する本サービスの提供が停止する事態になっ
た場合であっても、本サービスの利用料金の算出については当該サービスの利用があったものとして取り扱い、お
客様はその期間中の月額費用および発生する従量課金費用の支払うこととします。
第３７条 （延滞損害金）
お客様が料金その他の当社に対する債務について支払い期間を経過してもなお支払わない場合、お客様は、支払い
期日の月から支払いの月までの期間に対し年 14.6％の割合で計算される延滞損害金を当社に支払うものとします。
第３８条 （消費税）
お客様が当社に対し本サービスの料金等を支払う場合、消費税法及び関連法令により、当該支払いについて消費税
及び地方消費税が賦課されるときは、お客様は、当社に対し所定の消費税額及び地方消費税額を支払うものとしま
す。
第３９条 （端数処理）
当社は料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
第６章

損害賠償

第４０条 （損害賠償）
１． お客様は、本サービス利用を原因として、又は当社の設置場所若しくはネットワーク経由で行った作業が原因とす
る等、お客様の責めに帰すべき事由によって当社又は第三者に生じさせた損害については、お客様は当社又は第三
者に対しその損害賠償の責に任じるものとします。
２． 当社が、本サービスの内、定額型サービスの提供を当社の責めに帰すべき事由により怠ったときは、本サービスが
全く提供できないことを当社が知った時刻(又は知りうべき時刻)から起算して、連続して２４時間以上その状態が
継続したときに限り、当社はお客様に対しその事由により生じた直接損害につき賠償に応じるものとします。
３． 前項の損害賠償の限度額は、本サービスが全く提供できないことを当社が知った時刻(又は知りうべき時刻)から、本
サービスの提供が可能になったと当社が確認した時刻までの時間を２４で除した数(小数点以下の端数は切り捨て
ます)に、本サービス利用契約において利用不能対象サービスに該当する月額費用に相当する額(１ヶ月相当額)の３
０分の１を乗じて算出した額とします。ただし、算出した額が損害対象サービスの月額費用に相当する額(１ヶ月
相当額)を超える場合、損害対象サービスの月額費用を最高限度額とします。
４． 電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して、当社が本サービスの提供ができなくなった場合、提供できな
くなった本サービスに直接関与する契約者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該電
気通信事業者から損害賠償額を受領できる場合に限り、当該損害賠償額を限度とするものとし、当社は、その受領
した損害賠償額を基準に直接関与する該当契約者全員に現実に発生した損害額に個々の契約者に現実に発生した
損害額を按分した額を賠償するものとします。
５． お客様が当該損害賠償請求をし得ることとなった日から 3 ヶ月を経過する日までに、当社に対し当該賠償請求をし
なかったときは、お客様はその権利を失うものとします。
第４１条 （免責）
１． お客様および当社は、天災、地変その他の不可抗力に基づく事由により本サービスが本約款および本サービス利用
契約の定めとおりの遂行できなかった場合、お客様および当社は相手方に対しいかなる責任を負わないものとしま
す。
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２． お客様が本約款および本サービスの提供を受けることに関連して、お客様が被った直接もしくは間接の損害につい
ては、当社はお客様に対し、前条第２項乃至第４項に該当する場合を除き、いかなる責任も一切負わないものとし
ます。
３． 前項の定めにかかわらず、当社は第２３条（非常時における利用の制限）
、第２４条（サービス提供の中断）
、第２
５条（サービス提供の停止）および第２７条（当社による契約の解約）第２項に係わる本サービスの提供不履行に
起因したお客様の損害については、お客様に対しいかなる責任を一切負わず、免責されるものとします。
４． 次の各号のいずれの場合でも、当社の本サービスの責任範囲外となり、当社はお客様に対しいかなる責任を負わな
いものとします。
(１)

お客様が当社の設置場所若しくはネットワーク経由で行った作業が原因となって生じた本サービスの利用上
の障害、その他の問題

(２)

通信回線の障害、お客様のシステム自体の不具合・障害、お客様の端末の誤操作・障害等に基づく本サービ
スの不履行

(３)

本サービス設備等を構成するハードウェア、ソフトウェア、テンプレート、ライブラリ等に関するバグ、不
具合、瑕疵による障害

(４)

善良なる管理者の注意をもってしても防御しえない本サービス設備等への第三者による不正アクセス又はア
タック又は通信経路上の傍受による損害

第７章

保守

第４２条 （設備の修理又は復旧）
本サービス用通信回線に障害が発生した場合、又は本サービス用通信回線が滅失した場合、当社は本サービス用通
信回線の貸主である電気通信事業者の修理基準に従って修理し、復旧させます。
第８章

雑則

第４３条 （機密保持）
１． お客様および当社は相手方の技術上または営業上その他一切の情報のうち、開示者から「機密」である旨表示され
た有形的・電子的な媒体により提供されたもの、又は、「機密」である旨を告知されたうえで口頭・視覚等で開示
され、開示後 10 日間以内に「機密」である旨開示者が書面で指定した機密情報を、相手方の書面による承諾なし
に、第三者（被開示者の親会社、子会社および関連会社を含む）に開示若しくは漏洩してはならないものとします。
ただし、次の各号のいずれかに該当するものについてはこの限りではありません。
(１)

開示の時点で被開示者が既に知得していたもの

(２)

開示の時点で公知のものおよび開示を受けた後に被開者の責によらずに公知となったもの

(３)

開示を受けた後に被開示者が機密情報とは無関係に独自に開発したもの

(４)

被開示者が機密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手したもの

(５)

法令に基づき官公庁から開示を義務付けられたもの

２． 本条の規定は本約款の有効期間中はもとより契約の終了後その効力を２年間有するものとします。
第４４条 （第三者に対するサービスの提供）
１． お客様は、本サービスを利用して、第三者にサービスを提供する場合は、当社が別途定める方法により当社の承諾
を得るものとします。
２． お客様は、前項の第三者にサービスを提供する場合は、お客様は自らの責任と費用で行うものとし、お客様と第三
者の間の取引行為およびその内容について、当社はいかなる責任を負わないものとします。
第４５条 （相殺）
当社がお客様に対して債務を有する場合、当該債務の弁済期の到来の如何にかかわらず、当社は、お客様に対する
債権の対当額と当該債務を相殺することができるものとします。
第４６条 （お客様への通知等）
１． 本サービスの契約について当社がお客様に対して行う通知その他の連絡（以下「通知等」
」という）は、お客様が当
社に届け出ている連絡先に事前に定めた方法により行うものとします。
２． 当社がお客様に通知等を行った場合に前項の連絡先が事実とは異なるために通知等がお客様に到達しなかったとき、
あるいは前項の連絡先に連絡がとれないときは、ファックス若しくは電子メールを用いて通知します。その通知等
が通常到達すべきときにお客様に到着したものとみなします。
第４７条 （契約の有効期間）
本約款の有効期間は、本約款の締結の日から 1 ヶ月とします。ただし契約期間満了の 1 ヶ月前までにお客様又は
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当社からの文書による解約の申し入れがない場合は、自動的に 1 ヶ月延長されるものとし、その後も同様としま
す。
第４８条 （契約優先順位）
１． 本約款は、本約款の締結以前にお客様当社の間で取り交わされた本約款に関するすべての取り決めに優先して適用
されるものとします。
２． 別途お客様と当社の間で締結された個別規定の取り決めは、本約款に優先して適用されるものとします。
第４９条 （協議）
本サービスの契約の内容に疑義が生じた場合および本サービスの契約に定めがない事項については、お客様当社協
議のうえ、信義誠実の原則に則り円満に解決するものとします。
第５０条 （管轄裁判所）
本サービスの契約についてお客様当社間に紛争が生じ円満に解決しない場合は、東京地方裁判所をその訴訟に関す
る第一審の専属管轄裁判所とします。
本約款は 2011 年 11 月 30 日から効力を生じるものとします。
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