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Vigia サービス 利用規約 

 

第１条   (利用規約の適用) 

NHN テコラス株式会社（以下「当社」といいます。）は、Vigiaサービス利用規約（料金表を含み、以

下「本利用規約」といいます。）を定め、これにより当社と本サービスの利用契約を締結した顧客

（以下「契約者」といいます。）に対し、Vigiaサービス（以下「本サービス」といいます。）を提供しま

す。 

 

第２条   (利用規約の変更) 

1. 当社は、契約者に事前の通達をすることなく、本利用規約を変更することがあります。この場合

の料金その他の提供条件は、変更後の利用規約によります。 

2. 当社が、本利用規約を変更するときは、当該変更により影響を受ける契約者に対して、書面、

電子メール又は当社ウェブサイトへの掲載等、当社が適当と判断する方法により事前にその内

容を通知します。 

 

第３条  (協議) 

本利用規約に定めのない事項若しくは疑義ある事項については、当社と契約者との協議によって

書面にて定めます。 

 

第４条  (用語の定義) 

本利用規約で利用する用語の意味は、次のとおりとします。 
 

用 語 用語の意味 

電気通信事業者 

電気通信事業を営むことについて、電気通信事業法第９条第１項の許可を受けた

者、同第２２条第１項の規定による届出をした者及び同第２４条第１項の登録を受け

た者 

電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 

電気通信サービス 
電気通信設備を利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 

インターネットサービス インターネットプロトコルによる符号の伝送交換をする電気通信サービス 

電気通信回線設備 
送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置さ

れる交換設備並びにこれらの附属設備 

端末設備 契約者の所有するコンピュータサーバ及び関連する機材 

電気通信回線 

利用者（電気通信事業者との間に電気通信サービスの提供を受けるための契約を

締結している方をいいます。）が電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受

けるために利用する電気通信回線設備 

本サービス 
当社が契約者の端末設備を監視するサービス（及びその監視に付随するアラートの

通知及び定期的な監視内容等のレポートも含みます。） 

利用契約 本サービスの提供を受けるための当社との契約 

監視項目一覧 本サービスで提供する監視項目の一覧表 

監視ネットワーク 
加入者構内回線経由又はインターネット経由で設定する本サービス用のネットワー

ク 
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用 語 用語の意味 

アクセス回線 契約者のネットワークを監視する為に引き込む専用回線 

サービス仕様書 
当該サービスを遂行する為に必要な、当社が用意する本サービス仕様を記した書

類。本書類の内容については当社と契約者が同意するものとします。 

利用開始日 本利用規約に係るサービスの利用を可能とした日として当社が通知した日 

ドメイン名 当社が指定する団体等によってインターネット上に割り当てられる組織を示す名前 

ドメイン ひとつのドメイン名によって示される範囲 

IPアドレス インターネットプロトコルで定められている３２bitのアドレス 

消費税相当額 

消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定に基づき課税される消費税の額及び地

方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定に基づき課税される地方消費税の額に相

当する額 

 

第５条  (契約の単位) 

1. 当社は、一つの監視ネットワークごとに一つの利用契約を締結し、その契約単位は、｢Vigiaサー

ビス申込書｣ごとに記載された内容を１つの契約として取扱います。 

2. 利用契約の締結は、一つの本サービスにつき、一社（又は一人）に限ります。 

 

第６条   (契約期間) 

1. 利用契約の契約期間は、利用開始日から起算して１ヶ月間とし、この期間を契約保証期間としま

す。但し、契約者は当社から１ヶ月前までに書面による更新を拒絶する旨の通知を行わない限り、

更に１ヶ月間更新され、それ以降も同様とします。 

2. 契約者は、前項の契約保証期間内に契約の解除があった場合、第３３条（解約料の支払義務）の

規定により、当社が定める期日までに解約料を支払うものとします。 

 

第７条   (サービス対象機器の設置場所) 

本サービス対象機器の設置場所は、契約者が指定する場所とします。 

 

第８条  (契約申込) 

本サービスの利用を希望する個人又は法人（以下「本サービス利用希望者」といいます。）は、当

社が別に定める「Vigiaサービス申込書」及びこれに付随する書類等に次の事項を記載して当社に

提出するものとします。 

(１) 本サービス利用希望者の商号、氏名、代表者名、及び住所 

(２) その他本サービスの内容の特定及び本サービスの提供に必要な事項 

 

第９条  (申込の承諾等) 

1. 当社は、利用契約の申込みを承諾したときは、その旨をファクシミリを含む書面又は電子メールに

て通知します。 

2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その契約の申込みを承諾しないことがあります。 

(１) 利用契約の申込みを承諾するために必要な電気通信設備の新設、改造、修理又は保守が
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当社の業務の遂行上又は技術上著しく支障があると認められるとき 

(２) 申込者が、本サービスの料金、費用、割増金又は遅延損害金の支払を怠り又は怠るおそれ

があるとき 

(３) 申込者が、当社又は本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを利用す

るおそれがあるとき 

(４) 申込者が、法に反し若しくは法に反するおそれのある態様又は公序良俗に反する若しくは

公序良俗に反するおそれのある態様で本サービスを利用するおそれがあるとき 

(５) 申込書に虚偽の事実を記載したとき 

(６) その他、当社の業務の遂行上、支障がおこるおそれがあるとき 

 

第１０条  (利用契約の成立時期) 

利用契約は、第８条(契約申込)の利用申込に対して、第９条(申込の承諾等)の承諾の意思表示が

発せられた時に成立するものとします。 

 

第１１条  (契約事項の変更) 

1. 契約者は、利用契約の内容の変更を当社に請求することができるものとします。 

2. 当社は、前項の請求を受けたときは、両者協議の上で決定するものとします。 

 

第１２条  (権利の譲渡) 

1. 利用契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利（以下「利用権」といいます。）の譲渡は、当

社の承諾を受けなければその効力を生じないものとします。 

2. 利用権の譲渡の承諾を受けようとする契約者は、当社が別に定める書面により、当該利用権の譲

渡を受ける第三者（以下「譲受人」といいます。）とともに｢利用権譲渡の承諾｣を当社に請求する

ものとします。 

3. 当社が利用権の譲渡を承諾したときは、譲受人は、利用契約に係る一切の権利及び義務を承継

するものとします。 

4. 当社が本条第１項の承諾を行う場合、当社が必要と判断するときは、当社は、譲受人との間で契

約を締結することができ、契約者は、当該契約が締結されるにあたって協力するものとします。 

5. 契約者が、当社より承諾を得て譲受人に権利の一部又は全部を譲渡した場合において、当該譲

受人に起因する一切の損害に対する責任は、当該譲受人と連帯して契約者が負うものとします。

その損害賠償に係わる規定は、第３９条（料金の返還等）に従うものとします。 

 

第１３条  (地位の承継) 

1. 契約者について相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併に

より設立された法人は、契約者の地位を承継するものとします。 

2. 前項の規定に従い契約者の地位を承継した者は、速やかに契約者の地位を承継したことを証明
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する書類を添えて、その旨を当社に届け出るものとします。 

3. 本条第１項の場合において、相続により契約者の地位を承継した者が２人以上あるときは、そのう

ち１人を代表者と定め、前項の手続きをとるものとします。代表者を変更するときも同様とします。 

4. 前項の規定による代表者の届出がないときは、当社が代表者を指定することができるものとします。 

 

第１４条  (氏名等の変更) 

契約者は、その氏名若しくは商号、住所若しくは居所、又は代表者について変更があったときは、

速やかに書面によりその旨を当社に届け出るものとします。 

 

第１５条  (サービス停止) 

1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、一定の期間（本条第1項第１号の場合にあ

っては、その料金等が支払われるまでの間）を定めて、本サービスを停止することができるものと

します。 

(１) 請求書に指定する期日（以下「支払期日」といいます。）を経過しても本サービスの料金等を

支払わないとき 

(２) 法に反し若しくは法に反するおそれのある態様又は公序良俗に反する若しくは公序良俗に反

するおそれのある態様において本サービスを利用したとき 

(３) 警察、裁判所その他の政府関係機関による正当な手続きを経た通信の停止命令が出された

とき 

(４) 前各号のほか、本利用規約の規定に違反する行為であって、本サービスに関する当社の業

務の遂行若しくは当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行

為をしたとき 

2. 当社は、前項の規定により本サービス停止をしようとするときは、あらかじめその理由、実施期日

及び期間を契約者に通知します。 

 

第１６条  (運用の一時停止) 

1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を一時停止することがあります。 

(1) 当社の電気通信設備等の保守又は工事のためやむを得ないとき 

(2) 当社が設置する電気通信設備等の障害等やむを得ない事由があるとき 

2. 当社は、前項の規定により本サービス提供の一時停止をしようとするときは、あらかじめその理由、

実施期日及び期間を契約者に通知します。但し、当社がかかる通知が現実的に不可能なとき、当

社は、契約者への通知をすることなしに、前項の規定によるサービス停止をすることができるものと

します。やむをえず事前通知できなかったときは、停止後直ちに通知します。 

 

第１７条   (当社が行う契約の解除) 

1. 当社は、第１５条（サービス停止）第１項の規定によりサービス停止された利用契約について、契
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約者がなお同条第１項各号のいずれかに該当する場合は、当該契約を解除することができるもの

とします。 

2. 当社は、契約者が第１５条（サービス停止）第１項各号のいずれかに該当する場合に、当該行為

が当社の業務の遂行に著しく支障を及ぼすと認められるときは、サービス停止をしないで直ちに

利用契約を解除することができるものとします。 

3. 当社は、本条前２項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を契約者

に通知します。 

4. 契約者について、次のいずれかの事由が発生した場合、当社は、直ちに当該利用契約を解除す

ることができるものとします。 

(1) 契約者に対して、破産宣告、民事再生手続開始、会社更生の申立て又は解散決議がなされ

た場合 

(2) 契約者に対し、差押え、仮差押え又は仮処分命令の申し立てがなされた場合 

(3) 契約者が振出し、引受け若しくは裏書した約束手形、為替手形若しくは小切手が不渡りとな

った場合、又は契約者について銀行取引停止処分がなされた場合 

(4) 契約者が、利用契約に定める義務の履行を怠り、かかる不履行の程度が著しく当事者間の

信義に反するものと認められる場合 

(5) 契約者が、支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わない場合 

 

第１８条  (契約者が行う契約の解除) 

1. 契約者が利用契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の６０日前までに、書面によりそ

の旨を当社に通知するものとします。但し、第３３条（解約料の支払義務）の規定に該当する場合

は、解約料の支払を請求するものとします。 

2. 当社について、次のいずれかの事由が発生した場合、契約者は、直ちに利用契約を解除するこ

とができるものとします。 

(1) 当社に対して、破産宣告、民事再生手続、開始会社更生の申立て又は解散決議がなされた

場合 

(2) 当社に対し、差押え、仮差押え又は仮処分命令の申し立てがなされた場合 

(3) 当社が振出し、引受け若しくは裏書した約束手形、為替手形若しくは小切手が不渡りとなっ

た場合、又は当社について銀行取引停止処分がなされた場合 

(4) 当社が、利用契約に定める義務の履行を怠り、かかる不履行の程度が著しく当事者間の信

義に反するものと認められる場合 

 

第１９条  (契約終了の効果) 

1. 利用契約の有効期間が満了したとき又はその他事由のいかんを問わず利用契約が終了したとき

は、利用契約終了日から３０日以内に、契約者及び当社は、第４４条２項に基づき相手方から提

供を受けた秘密情報を返却しなければなりません。 
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2. 第２９条（料金及び費用等）、第３１条（初期費用の支払義務）、第３２条（月額費用の支払義務）、

第３３条（解約料の支払義務）、第３４条（その他費用の支払義務）、第３５条（料金等の支払い）、

第３６条（工事に関する費用の返還）、第３７条（割増金）、第４０条（賠償責任等）、第４４条（秘密

保持義務）及び第４５条（財産権の帰属）は、利用契約終了後も存続するものとします。 

 

第２０条  (端末設備等への接続) 

当社は、契約者の端末設備等に対して、本サービス提供のための接続を行うことができるものとし

ます。契約者は、その接続に際して、必要な情報を当社へ提供し、端末設備等の設定変更を行う

ものとします。 

 

第２１条  (電気通信事業者の契約約款の準用) 

第２０条（端末設備等への接続）に掲げる提供条件については、本利用規約に特に定めがない限

り、その回線を提供する電気通信事業者の約款等を準用します。但し、電気通信事業者に対する

請求、通知等の行為は、当社を介して行うものとします。 

 

第２２条  (契約者の義務) 

契約者は本サービスの提供を受けるにあたり、次の各号に定める事項に合意し、その責任を負う

ものとします。 

(1) 担当責任者を任命し、適切な指示を行わせること 

(2) 当社が指名した要員による事業所内立ち入りを許可し、その安全を確保すること 

(3) 施設、設備、プログラム、データ、その他本サービス提供に必要な有形無形の契約者の人的

物的資源を、契約者の判断に基づき適切に当社の利用に供すること 

(4) プログラムやデータのバックアップを確保すること 

2. 本条前項の各号の業務を怠り、当社が本サービスを提供することができない場合でも、契約者は

第３１条（初期費用の支払義務）から第３４条（その他費用の支払義務）の規定に基づく契約者の

債務は免れないものとします。また、当社が契約者へ専用に設けた設備等の原状回復に要した

費用についても同様とします。 

 

第２３条  (土地、建物に与えられた損害の負担) 

当社が電気通信設備の設置、廃止、移転又は修理の工事にあたって、契約者の土地、建物その

他の工作物に合理的な事由によりやむを得ない限度において与えた損害は、契約者より免責され、

又は契約者の責任と費用により処理されるものとします。 

 

第２４条  (付加サービスの提供) 

1. 契約者は、料金表に掲げる付加機能の提供について、当社が別に定める付加サービスの提供

を申し込むことができるものとします。 



 

 7 / 13 

Copyright © Techorus Inc. All rights reserved. 

 

2. 付加サービスの提供については、第９条(申込の承諾等)に準ずるものとします。 

 

第２５条  (付加サービスの利用の一時中断) 

当社は、契約者から請求があったときは、当該付加サービスの利用の一時中断（その付加サービ

スに係る電気通信設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。）

を行います。 

 

第２６条  (契約の解除等に伴う付加サービスの停止) 

当社は、利用契約が解除その他の原因を問わず終了となった場合には当該利用契約に係る付加

サービスも終了したものとみなし、付加サービスの提供を停止します。 

 

第２７条  (通信停止等に伴う付加サービスの停止) 

当社は、第１５条（サービス停止）の規定により契約者が本サービスを利用できないときは、その契

約に係る付加サービスを停止することがあります。 

 

第２８条  (契約者が行なう付加サービスの解除) 

契約者は、付加サービスを解除しようとするときは、速やかに書面によりその旨を当社に届け出る

ものとします。 

 

第２９条  (料金及び費用等) 

当社が定める本サービス及び付加サービスの料金及び費用並びに料金の計算方法は、別途料

金表に規定するとおりとします。 

 

第３０条  (月額料金の計算方法) 

月額で定める料金は、次により１ヶ月ごとに計算します。 

月の区分 日の区分 料金額 

利用を開始した月の料金 

その月の初日から末日までの期間利

用した場合 
月額 

その月の初日以外の日から利用を開

始した場合 

契約者が当該月において本サービスの

提供を受けた日数に対応する日割金額 

利用を開始した月の翌月

及びこれに引き続く各月

の料金 

その月の末日に契約を解除した場合 月額 

その月の末日以外の日に契約を解除

した場合 

契約者が当該月において本サービスの

提供を受けた日数に対応する日割金額 

２ 前項の規定により計算して得た額に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものと

します。 
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第３１条  (初期費用の支払義務等) 

1. 本サービス利用希望者は、利用契約の申込みを行い、当社からその承諾を受けたときは、契約

申込み日に呼応して第３５条（料金等の支払）の定めに従って、監視設備設定費用、監視運用ド

キュメント作成等の初期費用を支払うものとします。 

2. 前項の規定により当社に払い込まれた初期費用については、サービス開始日前に利用契約の申

込解除があった場合でも本サービス利用希望者への返金は行われないものとします。 

 

第３２条  (月額費用の支払義務) 

1. 契約者は、利用開始日より月額費用を支払うものとします。 

2. 契約者は、第１５条（サービス停止）の規定により当該サービスの利用が停止された場合であって

も、当該サービス停止期間中における月額費用を支払うものとします。 

3. 契約者は、第１６条（運用の一時停止）の規定により当該サービスの利用が一時的に停止された

場合であっても、その期間中における月額費用を支払うものとします。但し、第３９条（料金の返還

等）第1項の規定により契約者が本サービス料金の返還を受けることができる場合は、対当額で相

殺できるものとします。 

 

第３３条  (解約料の支払義務) 

1. 契約者は、契約保証期間の満了前に第１７条（当社が行う契約の解除）又は第１８条（契約者が

行う契約の解除）第1項の規定により利用契約の解除があったときは、残余契約期間に支払われ

るべき費用の全額を支払うものとします。 

2. 契約者は、契約期間の満了前に第１１条（契約事項の変更）の規定により本サービスのサービス

種別の変更を行った場合において、変更前の月額費用の額から変更後の月額費用の額を控除

し、残額がある場合、その残余の期間に対応して当社が別途定める計算方法により算出した額を

支払うものとします。 

3. 本条前二項の規定により計算して得た額に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て

るものとします。 

 

第３４条  (その他費用の支払義務) 

1. 契約者は、申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、工事に関する費用を支払

うものとします。 

2. 契約者は、第１１条（契約事項の変更）の規定により契約事項の変更がなされたときは、契約事項

変更に伴い発生する費用がある場合には、その費用を支払うものとします。 

 

第３５条  (料金等の支払い) 

1. 当社は、毎月末日を締切日とし当月１日から当月末日までの当該サービスに対する料金の明細

請求書を契約者に提出し、契約者は、締切日の翌月末日までに、その料金等を当社又は当社が
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指定する所に支払うものとします。 

2. 契約者は、請求書発行日から１５日以内に限り、請求金額及び項目に関して異議を述べることが

できるものとし、その場合には両者で協議の上解決するものとします。 

 

第３６条  (工事に関する費用の返還) 

当社は、工事に関する費用（当社が行う工事に関する費用に限ります。）の支払いを受けている場

合において、次に該当するときは、契約者からの請求により、その費用を返還します。 

 

 

区 分 返還する費用 

当社がその工事に着手する前に、契約の解

除又は工事を要する請求の一部若しくは全

部の取り消しがあったとき 

取り消しの対象となる工事に関する費用。但し、左記取り消し

の連絡を受領したときに、当社が既に支出した額及び当該取

り消しにより、当社が支出を余儀無くされる額を除くものとしま

す。 

当社がその工事に着手した後、工事完了前

に契約の解除又は工事を要する請求の一部

若しくは全部の取り消しがあったとき 

取り消しの対象となる工事に関する費用のうち未工事分に相

当する額。但し、左記取り消しの連絡を受領したときに、当社

が既に支出した額及び当該取り消しにより、当社が支出を余

儀無くされる額を除くものとします。 

 

第３７条  (割増金) 

サービスの料金及び費用を不法に免れた契約者は、その免れた額のほか、その免れた額（消費

税相当額を加算しない額とします。）の２倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金と

して支払うものとします。 

 

第３８条  (遅延損害金) 

1. 契約者は、本サービスの料金、費用又は割増金（以下、本条において「料金等」といいます。）を、

支払期日までにその料金等を支払わないときは、かかる未払い料金等の他に、遅延損害金を当

社に支払うものとします。遅延損害金の額は、１ヶ月につき遅延した金額（累積した以前の遅延料

を含む。）の月利１パーセントとします。 

2. 前項の規定により計算して得た額に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものと

します。 

 

第３９条  (料金の返還等) 

1. 当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本サービスを契約者に提供できなかった場合におい

て、契約者からの書面による請求があれば、当該契約者が本サービスを全く利用できない状態で

あることを当社が認知した時刻又は契約者が当社に通知した時刻のいずれかに早い時刻から起

算して、２４時間以上その状態が連続したときに限り、その料金を返還します。この場合、本サービ

スを全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後その状態が連続した時間につい
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て、２４時間ごとに日数を計算し（端数は切り捨てます。）、その日数に対応する本サービスの料金

額を返還額とします。当社の義務負担は、該当する本サービスの１ヶ月分の料金相当額を上限と

します。 

2. 運用の一時停止、契約者のアプリケーション又は設備又は装置、契約者の故意又は過失、契約

者が許可した者によるサービスの利用等、当社の責めに帰さない事由で、本サービスを契約者に

提供できなかった場合、当社は、契約者が本サービスを利用できないことにより生じた直接損害及

びそれに係わる逸失利益を含む間接損害について一切賠償責任を負わないものとします。 

3. 当社は、本条第１項に規定する料金返還の事由が発生した日から起算して６ヶ月を経過したとき

は、その料金の返還の請求には応じないものとします。 

 

第４０条  (賠償責任等) 

1. 当社は、本利用規約で定める責任を除き、本サービスの結果そのものについて、又は、契約者が

それを利用することにより、契約者若しくは第三者が蒙った損害について、責任を負わないものと

します。当社又は第三者の間接損害（逸失利益、データの損失を含む）についても同様とします。 

2. 契約者には、本利用規約に定める当社の責に起因しない第三者からの請求若しくは申し立てに

よる損失から当社を保護し、当社に損害を及ぼさないようにするものとします。また、当社は、契約

者が、本利用規約に定める契約者の責に帰すべき事由に起因する事由で本サービスを利用する

ことにより他者との間で生じたトラブル等に関して、一切責任を負わないものとします。 

3. 本条前 2 項に拘わらず、本サービスの履行に関連して現実に発生した通常の損害につき、当社

に故意又は重過失ありと認定された場合は、当社は該当するサービスの１ヶ月分の料金相当額を

上限としてその賠償の責任を負うものとします。 

4. 当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、正確

性、有用性、適法性を管理及び保証せず、いかなる責任も負わないものとします。これらの情報等

については、契約者の自己責任において利用するものとします。 

 

第４１条  (サービスの廃止等) 

1. 当社は、都合により本サービスの特定の種別を廃止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種別を廃止するときは、契約者に対し、事前に書面によ

りその旨を通知します。 

3. 本条第１項の規定により廃止される本サービスの種別に係る契約者は、当社に請求することによ

り、廃止に係る種別に代えて他の種別の本サービスの提供を受けることができるものとします。当

社は、当該請求を受けたときは、第９条（申込の承諾等）の規定に準じて取り扱うものとします。 

4. 当社は、関係官庁又は関連法令の定めに従い、本サービスの料金その他の提供条件について

変更を行うことがあります。この場合、当該本サービスの変更に係る契約者は、その変更について

苦情、申し立て又は救済措置の請求を行わないものとします。 
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第４２条  (下請会社及び関連会社) 

当社は、当社の関連会社でない下請業者（以下「当社の下請会社」といいます。）を利用することに

より、本サービスを提供することができるものとします。また、当社の親会社及びその関連会社並び

にそれらの下請業者（以下「関連会社」といいます。）が、当社の利用契約上発生する義務の一部又

は全部を履行することができるものとします。当社は、当社の下請会社又は関連会社に対して、本サ

ービスの提供に必要となる情報（契約者の住所、端末設備、契約内容等を含むがこれらに限定され

ない。）の全てを提供することができるものとします。下請け会社及び関連会社により本サービス提

供又は契約上の義務履行を行う場合は、当該下請け会社及び関連会社に対して本利用規約により

当社が負う義務を下回らない義務を負わせるとともに、当該下請け会社及び関連会社の行為により

契約者に損害が生じた場合には連帯してその損害を賠償する責を負うものとします。 

 

第４３条  (契約者情報の開示) 

1. 当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契約者情報を第三者（当社の親会社、関連会社

で本サービスの提供上関係のある場合を除く。）に開示、漏洩し、又はこれを窃用させてはならな

いものとします。但し、法令に基づき、開示を求められたときは、この限りではありません。 

2. 当社は、警察、裁判所又はその他の政府関係機関からの要請により、契約者の秘密情報、契約

者の顧客に関する情報又は契約者に関する何らかの情報の提供を求められた場合には、当社は、

契約者への通告なしに提供を求められている情報を、当社独自の判断により提供することができ

るものとします。契約者は、当社による情報提供に対して、一切異議を申し立てないものとします。

但し、当社は、契約者の権利保護に努めるものとします。 

 

第４４条  (秘密保持義務) 

1. 契約者及び当社は、相手方より提供を受けた技術、営業その他業務上の情報（以下「秘密情報」

といいます。）を第三者に開示、漏洩し、又はこれを窃用させてはならないものとします。但し、次

の各号のいずれか一つに該当する情報については、この限りではありません。 

(１) 情報受領者が、既に保有している情報 

(２) 情報受領者が、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 

(３) 情報受領者が、相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 

(４) 情報受領者が、利用契約及び利用契約に関連する個別契約に違反することなく、且

つ、受領の前後を問わず公知となった情報 

(５) 当社が、第４３条（契約者情報の開示）及び第４４条（秘密保持義務）により特定の者

に対して開示を認められている情報 

(６) 相手方から次項に従った情報である旨の表示がなされず提供された情報 

2. 契約者及び当社は、秘密情報を相手方に提供する場合、書面にて秘密情報の範囲を特定し、秘

密情報である旨の表示を明記して行うものとします。なお、口頭により開示された場合は、情報開

示者は、開示された情報が秘密情報である旨を示し、開示以降３０日以内にその内容を書面化し
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て情報受領者に提供するものとします。 

3. 情報受領者は、当該秘密情報の管理に必要な合理的な措置を講ずるものとし、当該秘密情報を

第三者に開示する場合は、事前に情報開示者から書面による承諾を受けるものとします。 

4. 契約者及び当社は、本条第２項に基づき相手方より提供を受けた秘密情報について、利用契約

及び利用契約に関連する個別契約の目的の範囲内でのみ利用するものとし、複製・改変が必要

なときは、事前に相手方から書面による承諾を受けるものとします。 

5. 本条の規定は、利用契約終了後３年間有効に存続します。 

 

第４５条  (財産権の帰属) 

1. 利用契約の履行にあたり契約者又は当社が提供したソフトウェア、ハードウェア、その他物品等に

関する所有権・著作権・商標・特許権その他の一切の権利は、全て当該提供者に帰属するものと

します。 

2. 契約者及び当社は、利用契約の履行の過程で発生する工業所有権については、相互に報告し、

その権利は、原則として開発者の所属に従って契約者又は当社に帰属するものとします。 

3. 開発者が契約者及び当社にまたがる場合は、両者の共同出願とし、両者が権利を保有するものと

します。 

4. 前項の場合において、契約者及び当社が、第三者に対して、工業所有権の実施を許諾するとき

は、契約者及び当社は協議の上決定するものとします。 

5. 本条第３項に定める工業所有権を第三者が侵害した場合、契約者及び当社は相互に協力して対

処するものとし、これに要する費用は、契約者及び当社が折半して負担するものとします。 

 

第４６条   (暴力排除) 

1. 契約者及び当社は、自己又はその代表者、役員、実質的に経営権を有する者、従業員、代理人

又は媒介者(以下「関係者」といいます。)が、現在、次のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、

将来にわたっても該当しないことを確約します。 

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号。以下「暴

対法」といいます。)第２条第２号に規定する暴力団をいいます。) 

(2) 暴力団員(暴対法第２条第６号に規定する暴力団をいいます。) 

(3) 暴力団準構成員 

(4) 暴力団関係企業 

(5) 総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、又は特殊知能暴力団 

(6) 前各号に定める者と密接な関わり(資金その他の便益提供行為を含みますが、これらに限ら

れません。)を有する者 

(7) その他前各号に準じる者 

2. 契約者及び当社は、自ら又はその関係者が、直接的又は間接的に、次の各号に該当する行為を

行なわないことを確約します。 
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(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動(自己又はその関係者が前項に定める者である旨を伝えること

を含みますが、これに限られません。)をし、又は暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を

妨害する行為 

(5) その他前各号に準じる行為 

3. 契約者及び当社は、相手方が前二項に定める表明事項又は確約事項のいずれかに違反するこ

とが判明した場合、何らかの催告を要することなく、利用契約を解除することができるものとします。 

4. 契約者及び当社は、前項の規定により利用契約を解除した場合、かかる解除によって相手方に

生じた損害、損失及び費用を補償する責任を負わないものとします。 

 

第４７条  (不可抗力) 

当社及び契約者のいずれも、天災、地震、火事、労働争議、騒乱、伝染病、納入業者の債務不履

行、法令の変更、政府、関連省庁若しくは地方公共団体による規制、指示その他の指導、輸送機

関の問題又は合理的な範囲内でコントロールの及ばない事柄等の不可抗力による契約上の債務

不履行又は債務履行の遅延につき何ら責任を負わないものとします。 

 

第４８条  (免責) 

当社の責めに帰することができない事由により、当社が利用契約による義務の全部又は一部を履

行することができないときは、当社は、当該義務の履行を免れるものとします。 

 

第４９条  (管轄裁判所) 

利用契約に関する訴訟については、その請求額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所

を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第５０条  (準拠法) 

本利用規約の解釈については、日本法に基づくものとします。 

 

附則 

(実施年月日) 

２０１１年 ３月１日 制定・施行 

２０１４年１１月１日 改定・施行 

２０１４年１２月26日 改定・施行 

２０１５年１０月１日 改定・施行 

 


