
はじめに 

本規約は施⾏前のものとなり、施⾏時までに⼀部内容が変更する可能性があります。 

＠����� 会員規約・＠����� 法人会員規約は ��� を中心に接続・メール・コミュニティ・コンテンツサービ
スの提供を前提とした規約でしたが、弊社サービス特⻑を考慮した ��� ベースの規約に変更します。 

＠����� 会員規約︓�������������������������������������� 

＠����� 法人会員規約︓������������������������������������������������ 

 

 

契約者は、この基本利⽤規約の下、当社サービスを利⽤するものとします。 

定義語は、第 � 条に定めるとおりとします。  

 

第 �章 総則 

第 � 条（基本利⽤規約の適⽤） 

�．この基本利⽤規約（以下「基本規約」といいます）
は、第 � 条に定める契約者が富士通クラウドテクノ
ロジーズ株式会社（以下「当社」といいます）の第 �

条に定めるサービスを利⽤するにあたり必要な条件を
定めることを目的とします。 

�．基本規約は、当社が ��� 上に掲載する当社サービス
に関する⼀切の案内とともに、第２条に定める基本契
約の内容を構成するものとします。 

第 � 条（定義）  

基本規約における⽤語の定義は、以下のとおりとしま
す。 

（�）「当社サービス」とは、当社が提供するクラウドサ
ービス等をはじめとする全てのサービスをいいま
す。 

（�）「個別サービス」とは、当社サービスを構成する
個々のサービス（サービスに付帯する⼀切の機能
を含みます）をいいます。 

（�）「基本契約」とは、個別契約締結の前提となる当社
サービスを利⽤する際の基本的な条件を定めた契
約をいいます。 

（�）「個別契約」とは、個別サービスの利⽤に必要な契
約者と当社の間の契約をいいます。 

（�）「個別規約」とは、基本規約の他に当社が個別サー
ビスの利⽤に関して定める利⽤規約、個別サービ
スにかかわるサービス仕様書、当社が ��� 上に掲
載する案内（価格、条件、手順、注意事項等）な
らびに別途当社と契約者間で締結する契約書等を
いい、個別契約の内容を構成するものとします。
個別規約の内容と基本規約の内容が抵触する場合
は、個別規約の内容が優先して適⽤されるものと
します。 

（�）「契約者」とは、当社サービスの利⽤を希望する者
および当社との間で基本契約及び個別契約を締結
し、個別サービスを利⽤する者をいいます。契約
者は法人に限られます。 

（�）「利⽤者」とは、契約者が当社サービスまたは契約
者コンテンツへのアクセスまたはその利⽤を許可
する者をいいます。 

（�）「��」とは、当社が契約者に対し、当社サービス利
⽤のために提供するアカウント（ニフクラ �� の
他、メールアドレス及び特定の個別サービスの利
⽤のために当社が付与する識別⼦や �� アドレス等
を含み、以下同様とします。）をいいます。 

（�）「契約番号」とは、契約者が当社サービスのアカウ
ント登録時に発⾏される、契約者を特定する⼀意
の番号をいいます。 

（��）「契約担当者」とは、基本契約および個別契約に
関してのコンタクト先として契約者が指名する者
をいい、基本契約の申込において指名され、適
宜、当社に対して通知することにより更新される
ものとします。 

（��）「契約者コンテンツ」とは、契約者または利⽤者
が当社サービスを利⽤して提供、通信または保存
する、アプリケーション・ソフトウェア、デー
タ、テキスト、音声、画像、イメージ、その他コ
ンテンツを含むデータ、情報および素材をいいま
す。 

（��）「サービス仕様書」とは、当社の ��� において当
社が利⽤可能にする、または、印刷形式もしくは
オンライン形式を問わず、個別サービスに関連し
て別途当社が通知するドキュメントで、当社サー
ビスの特徴および機能を詳述したものをいいま
す。 

（��）「品質保証制度（���）」とは、特定の個別サービ
スで設定しているサービスレベルの内容を記載し
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たドキュメントをいい、当社の ��� への掲載、ま
たは他の電⼦的な⽅法もしくは書⾯にて個別利⽤
規約締結時に提供されるものとします。 

第 �章 当社との契約 

第 � 条（基本契約） 

�． 契約者は、当社サービスの利⽤を希望する場合、基
本規約に同意の上、当社の ��� に定める手続きに従
って登録を⾏うことにより、当社サービスの利⽤を申
し込むものとします。当社は、当該申込に対し、必要
な審査を経た後にこれを承諾します。当社がこの承諾
を⾏った時点で、基本契約が成⽴するものとします。
当該申込が承諾された場合、当社は、当社所定の⽅法
により、当該承諾につき通知するものとします。な
お、当社は、当該申込を承諾する義務および当該申込
の承諾を⾏わない理由を開⽰する義務を負わないもの
とします。 

�．当社は、前項の審査のために必要と認めた場合は、
契約者に対して印鑑証明書、資格証明書、商業登記簿
謄本その他の提出を求めることができます。契約者は
この求めに応じるものとします。 

�．前⼆項の審査が完了するまでの間、当社が認めた場
合は、契約者は、当社が指定する個別サービスを、基
本規約および当該個別サービスにかかわる利⽤規約等
に基づき利⽤することができます。但し、このことは
当社が第 � 項の承諾を⾏ったとはみなされず、契約
者が基本規約または当該個別サービスにかかわる利⽤
規約等に違反した場合は、前⼆項の審査が完了する前
であっても当社は直ちに当該利⽤を停⽌するとともに
第 � 項の申込を承諾しないことがあります。 

�．当社は、第 � 項および第 � 項の審査の結果、契約者
が以下のいずれかに該当することがわかった場合、第
� 項の申込を承諾しないことがあります。 

（�）契約者が実在しないこと 

（�）申込の時点で、基本契約又は個別契約の違反等に
より、�� の⼀時停⽌、強制解約処分もしくは基本
契約申込の不承諾を現に受け、又は過去に受けた
ことがあること 

（�）申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記又は記
⼊漏れがあったこと 

（�）申込をした時点で個別サービスの利⽤料⾦の⽀払
を怠っていること、又は過去に⽀払を怠ったこと
があること 

（�）当社の業務の遂⾏上又は技術上⽀障があるとき 

�．第 � 項または前項により当社が第 � 項の申込の不承
諾を決定するまでの間に、当該契約者が当社サービス
を利⽤したことにより発⽣する利⽤料⾦その他の債務

は、当該契約者の負担とし、当該契約者は基本規約に
準じて当該債務を弁済するものとします。 

�．契約者は、利⽤者毎に �� を登録するものとします。
利⽤者の変更などによる �� の登録情報の変更、�� 登
録の抹消または �� の追加登録が必要となった場合
は、当社所定の手続きを⾏うものとします。当社所定
の手続きを⾏わなかったことにより契約者が不利益を
被ったとしても、当社は⼀切責任を負いません。 

第 � 条（個別契約） 

�．契約者は、希望する個別サービスの利⽤に際し、事
前に当社が定める当該個別サービスの登録等の手続き
を経るものとします。当該手続きの完了をもって個別
契約が成⽴するものとします。 

�．前項の登録等の手続きを⾏った契約者は、手続きを
開始した時点で、当該個別サービスにかかわる個別規
約に同意したものとみなします。 

第 � 条（解約） 

�． 契約者は、当社に解約の申込を⾏うことにより、基
本契約および個別契約を解約し、所定の手続きに従っ
て当社サービスのアカウントを終了させることができ
るものとします。基本契約および個別契約は、契約者
から当社に解約の申込が到達し、当社が契約者の当社
サービスのアカウントを削除した時点で終了するもの
とします。当社は、契約者に対して �� 日前の事前の
通知を⾏うことにより、何ら責任を負うことなく、基
本契約および個別契約を解約することができるものと
します。 

�� 契約者または当社は、相手⽅が次の各号のいずれか⼀
つにでも該当したとき、ただちに基本契約および個別
契約の全部または⼀部を解除できるものとします。な
お、当社サービスにかかる利⽤料⾦の⽀払懈怠は、第
� 号に該当するものとします。  

（�）基本契約および個別契約に基づく重⼤な債務を履
⾏せず、催告を受けたにもかかわらず、なお当該
催告から �� 日以内に当債務を履⾏しないとき 

（�）通常業務を停⽌したとき、もしくは停⽌する⾒込
みがあるとき、または、いずれかの法域で、破
産、清算、解散、その他同様の手続きにかかる、
もしくはかかりそうな⾒込みがあるとき  

（�）事業の全部または重要な⼀部を第三者に譲渡した
とき、または譲渡しようとしたとき 

�．当社は、次の各号のいずれか⼀つにでも該当したと
き、契約者に通知することにより、ただちに基本契約
および個別契約の全部または⼀部を解除できるものと
します。 



（�）当社サービスを提供するために使⽤しているソフ
トウェアもしくはその他技術を提供している第三
者と当社の関係が理由の如何を問わず終了したと
き、または、当社サービスの⼀部として当該ソフ
トウェアもしくはその他技術の提供⽅法を変更す
る必要があるとき 

（�）法令または関係当局の要求を遵守するとき 

（�）契約者もしくは利⽤者による当社サービスの利
⽤、または契約者もしくは利⽤者に対して当社サ
ービスを提供することが、法規制上の理由から、
実⾏できないと当社が判断したとき 

�．基本契約およびすべての個別契約が終了した場合、
当該契約に基づく契約者の当社サービスの利⽤権およ
びアクセス権も終了するものとします。 

�．基本契約およびすべての個別契約の終了後、当社
は、当社サービスの提供、ならびに契約者コンテンツ
の保存を継続して⾏う義務を負わないものとします。
なお、特定の個別契約が終了した後、当社は、当該個
別契約にかかわる個別サービスの提供、ならびに契約
者コンテンツの保存を継続して⾏う義務を負わないも
のとします。 

�．基本契約が終了した場合、その時点で有効に存続し
ている個別契約も⾃動的に終了するものとします。な
お、個別規約に別途定めがある場合は、当該定めによ
ります。 

第 3章 サービスの提供 

第 � 条（当社サービスの提供および利⽤） 

�．当社は、関連するサービス仕様書に記載される当社
サービスを全ての重要な点において契約者に対して提
供する商業的に合理的な努⼒を⾏うものとします。当
社は、商業的に合理的な技術および注意をもって当社
サービスを提供することについて、保証するものとし
ます。契約者は、当社サービスが⾃己の必要性に適し
たサービスであるか検証する責任を負うことについ
て、同意するものとします。 

�．契約者は、当社サービスを利⽤するために、コンピ
ュータ端末、通信回線、機器、ソフトウェアおよびそ
の他当社が指定するもの（以下総称して「契約者環
境」という）を準備し、当社サービスを提供するため
の当社の �T 環境（以下「当社環境」という）と接続
するものとします。当社サービスは、契約者が契約者
環境から当社環境にネットワークを介して接続する⽅
法によってのみ、契約者に対して提供されるものとし
ます。 

�� �� またはその他のアカウント証明書を使⽤して実施さ
れた操作は、契約者によって実施されたものとみなす

ものとします。また、本サービスを利⽤して契約者ま
たは利⽤者が構築したサーバ等の環境を経由した通信
は、第三者による攻撃に起因し契約者および利⽤者の
意図しないものであっても、契約者による本サービス
の利⽤とみなします。 

�� サービス仕様書には、当社が当社サービスを提供する
ために契約者が満たさなければならないその他責任が
規定されることがあります。当該責任には、例えば、
当社サービスにアクセスするために契約者が満たさな
ければならない技術的要件および標準、ならびに品質
保証制度（���）に応じた利⽤者要件が含まれること
があるものとします。当社は、契約者がサービス仕様
書等において契約者責任等と特定されている対応を実
施した場合、規定された当社サービスを提供する義務
を負うものとします。契約者が当該対応を実施しない
場合、当社は、何ら責任を負うことなく、当社サービ
スの提供を停⽌もしくは遅らせ、また、当社サービス
の利⽤料⾦を増額できるものとします。 

�� 契約者は、次の各号に定める条件に従って、当社サー
ビスにアクセスし利⽤するものとします。 

（�）当社により許諾された権限の範囲であること 

（�）⾃己のビジネスのためであり、その他の目的（た
だし、契約者コンテンツについてのセキュリティ
またはバックアップ目的を除く）で当社サービス
のいかなる部分にもアクセスせず、また、利⽤、
複製しないこと 

（�）適宜サービス仕様書等において定められる、もし
くは引⽤される、または、当社が ��� 上で公表す
る、もしくは E���� により当社が通知する、セキ
ュリティ、アクセスおよびパスワードに関連する
ポリシーを含む、当社サービスについて適⽤され
る運⽤条件および手順に従うこと 

（�）適⽤される法律に従うこと 

別途サービス申込書または ��� 上に記載される 

か、書⾯により当社と明確に合意されない限り、 

契約者は、いかなる第三者に対しても、当社サービ 

スのいかなる機能の全部または⼀部も販売、再販 

売、リースまたは再許諾してはならない。 

第 � 条（メンテナンスおよび中断） 

�．当社は、計画的なメンテナンス（以下「計画メンテ
ナンス」という）を実施するために当社サービスの提
供を⼀時的に中断することができるものとします。こ
の場合、当社は、計画メンテナンスの �� 日前（別
途定める場合は、その定めによる）までに、��� ま
たは E���� にて、計画メンテナンスを実施する旨を契



約者または利⽤者に通知するよう、合理的な努⼒を⾏
うものとします。 

�．当社は、当社サービスの維持のため、または当社環
境への攻撃もしくは不正⾏為を含むセキュリティ・リ
スク等の排除のために、当社サービスを⼀時的に中断
することができるものとします（以下「緊急メンテナ
ンス」という）。契約者が緊急メンテナンスの影響を
受ける場合、当社は、緊急メンテナンスの実施後すみ
やかに、緊急メンテナンスを実施した旨を、 契約者
または利⽤者に通知するよう、合理的な努⼒を⾏うも
のとします。 

�．当社は、次の各号のいずれか⼀つにでも該当したと
き、事前の通知なく、ただちに当該契約者が利⽤可能
な個別サービスの全部または⼀部の提供を⼀時的に中
断できるものとします。 

（�）契約者または利⽤者による当社サービスの利⽤
（契約者の �� 等において⾏なわれた当社サービス
へのアクセスを含む）により当社サービスもしく
は第三者にセキュリティ・リスクを⽣じさせると
き、当該利⽤が詐欺的であるとき、または、当該
利⽤が当社もしくはそのグループ会社に何らかの
責任を⽣じさせるとき 

（�）契約者または利⽤者が、⽀払義務の不履⾏を含
め、基本契約または個別契約に違反するとき 

（�）契約者が、通常業務を停⽌したとき、もしくは停
⽌する⾒込みがあるとき、または、破産、清算、
解散、その他同様の手続きにかかるとき（当該状
況について当社が認める形で解消されるまで）  

上記事由が十分かつただちに解消されない場合、当社 

は書⾯またはメールによる通知により、ただちに、⼀ 

時的に中断されていた当社サービスを終了させ、また 

基本契約および個別契約を解約できるものとします。 

なお、当社サービスの⼀時中断期間中も、基本契約お 

よび個別契約が解約されるまでの間、基本規約に定め 

る条件に従い、当社サービスに関する課⾦は継続する 

ものとします。 

第 � 条（知的財産） 

�．当社サービスに関して提供されるソフトウェアおよ
びコンテンツ等にかかる知的財産権は、当社または第
三者（以下「ライセンサー」という）に帰属するもの
とします。特段の定めのない限り、または、法令等で
特に制限が禁じられている 場合を除き、契約者は、
当該ソフトウェアおよびコンテンツ等を複製、翻案、
公衆送信（送信可能化を含む）、改造、リバースエン
ジニアリング（逆コンパイル、逆アセンブル、その

他、非公開の内部構造を解析する⾏為をいう）等をす
ることはできないものとします。 

�．当社サービスの⼀部において、契約者は、当社サー
ビスにおいて利⽤することができるライセンサーのソ
フトウェアを、当該ライセンサーの許諾のもと提供さ
れることがあるものとします。契約者は、当社サービ
スにより提供されるライセンサーのソフトウェア（オ
ープンソース・ソフトウェアを含む）を使⽤するにあ
たり、当社が提⽰するライセンス条項に同意するとと
もに、これを遵守するものとします。なお、ライセン
サーが当該ソフトウェアについて負う責任の範囲は、
当該ライセンス条項に定める範囲に限られるものとし
ます。サービス仕様書等において、当社サービスの利
⽤⽅法および 当社サービス上で動作するもしくは当
社サービスを利⽤する ��� もしくはアプリケーショ
ンの構築⽅法に適⽤される⽅針、規則または制約が規
定されることがあり、契約者および利⽤者はそれらを
遵守しなければならないものとします。 

�．当社は、ライセンサーによるソフトウェア・ライセ
ンスまたは当該ソフトウェアのサポートの満了または
終了等により、 当該ソフトウェアの提供を終了する
ことができるものとします。このとき、当社は、契約
者に対して、その旨を事前に通知するものとし、契約
者は、当該ソフトウェアの提供終了期日までに当該ソ
フトウェアの利⽤を停⽌し、技術的に可能である場合
には当該ソフトウェアを削除するものとします。な
お、当該提供終了期日後も契約者において停⽌および 

削除が実施されなかった場合、当社は、当該ソフトウ
ェアが格納された当社サービスリソースを当社の裁量
で削除またはアクセス制限することができるものとし
ます。 

�．契約者は、当社サービスにおいて⾃己が⽤意したソ
フトウェアを使⽤する場合、当該ソフトウェアを当社
サービスにおいて 使⽤することにつき、⾃己のみの
責任のもと、必要な権利や許諾を得るものとします。
なお、契約者コンテンツに関する権利等は、基本契約
の下で契約者から当社に移転することはないものとし
ます。  

第 � 条（データおよびバックアップ） 

�．契約者は、契約者コンテンツおよび⾃己が当社サー
ビスを利⽤して登録または保存したその他のデータを
含む⾃己のデータ等を、⾃己のみの責任でバックアッ
プを取り、保存するものとします。契約者は、契約者
コンテンツおよびその他のデータに関して⽣じた損
失、破損、損害等について、当社が⼀切の責任を負わ
ない旨を了承するものとします。 



�．契約者は、⾃己のみの責任と費⽤負担において、当
社サービスを適切に設定および利⽤し、また当社サー
ビスに関連して登録または保存した契約者コンテンツ
を退避するものとします。なお、基本契約または個別
契約の終了後に契約者コンテンツのデータが当社環境
に存在する場合、当社は、これを当社の裁量で削除で
きるものとします。 

第 �� 条（禁⽌事項）  

�．契約者は、当社サービスの利⽤において、違法、詐
欺的、中傷的、攻撃的もしくはわいせつな⾏為、当社
およびそのグループ会社の信⽤を失墜させる⾏為、そ
の他いかなる個人、法人、ネットワーク、システムに
対しても損害を与える⾏為を⾏わず、また利⽤者をし
て⾏わせないものとします。契約者は、当社サービス
にアクセスし、または利⽤するにあたって、基本規約
および個別規約を遵守し、利⽤者をして遵守させるも
のとします。契約者は、利⽤者による契約者コンテン
ツおよび当社サービスの利⽤について、責任を負うも
のとします。また、契約者がいかなる個人または法人
に対して許可、⽀援または助⻑する、サービス利⽤契
約、契約者コンテンツまたは当社サービスの利⽤に関
するいかなる⾏為も、契約者が実施したものとみなさ
れるものとします。  

�．契約者は、本条の違反に関連して当社に⽣じた損
失、費⽤、賠償または第三者から当社への請求につい
て、⾃己の費⽤と責任のもとで解決し、当社を補償
し、および防御するものとします。これには、契約者
による当社サービスの利⽤に関連して第三者が本条に
違反する⾏為を⾏った場合、当該第三者に対し、当該
⾏為を是正するための措置をとることを含むものとし
ます。 

�．当社は、契約者が本条を遵守していないと判断した
場合、または本条を遵守しなかった結果第三者からの
請求が発⽣した事実を知った場合、契約者への事前の
通知なしに、契約者が送信もしくは表⽰する情報の⼀
部もしくは全部の削除もしくはアクセス禁⽌、または
契約の解除等、当社が適当と判断するあらゆる措置を
講ずることができるものとします。 

第 �� 条（契約者の責任）  

�� 契約者は、当社に対して、契約者から授権された代表
者ならびに基本契約および個別契約について当社から
の連絡先として活動する契約者担当者の詳細情報を提
供するものとします。契約者は、事前に当社に対して
通知することにより、契約者担当者を変更することが
できるものとします。 

�．契約者は、当社サービスを利⽤するための ��、パス
ワード等の使⽤および管理について責任を持つものと

し、いかなる形であれ、これらが第三者に使⽤された
ことにより⽣じた損害については、当社は何ら責任を
負わないものとします。また、これらの第三者の使⽤
により発⽣した利⽤料⾦については全て契約者の負担
とし、契約者は、これらの契約番号、ユーザー名およ
びパスワード等の紛失、盗難または漏洩の場合、また
はその他第三者による当社サービスの不正使⽤を起こ
しうる場合もしくは実際に不正使⽤がなされた場合や
不正使⽤が疑われる事象がある場合、ただちにその旨
を当社に対して通知するものとします。 

�� 契約者は、契約者コンテンツおよび契約者が当社設備
または当社サービスを利⽤して提供または送信した全
てのデータに関連して当社に提起された請求やその他
当社に⽣じた⼀切の損害、費⽤または賠償について責
任があり、それらを⾃己の負担と責任により解決する
ものとし、当社を補償し、および防御するものとしま
す。契約者は、契約者コンテンツおよび当社サービス
に関連して契約者または利⽤者が提供または送信する
その他のデータについて、使⽤、提供、保存、処理す
るために必要な全ての許可を⾃己の責任で取得するも
のとし、また、当社に対して当該許可を与えるものと
します。契約者は、当社が契約者コンテンツについて
いかなる表明も⾏わず、また、契約者コンテンツおよ
び契約者によってまたは契約者のために送信されるそ
の他データの整合性、完全性、正確性について当社が
監視し、または保証するものではないことを了承し、
同意するものとします。 

第 �� 条（情報セキュリティ）  

�．当社は、当社環境に対して、当社所定の情報セキュ
リティ防護措置を講じるものとします。情報セキュリ
ティに関する当社の責任は当該情報セキュリティ防護
措置を維持することに限られるものとします。当社環
境の内、契約者コンテンツを保存および処理するため
に使⽤される全ての設備は、当社が⾃己の同種の情報
を処理および保存する設備以上の合理的なセキュリテ
ィ基準に準拠するものとします。当社は、情報セキュ
リティに関する問題が発⽣しないことを保証するもの
ではありません。ソフトウェアを含む契約者コンテン
ツの⼀部は、政府の規制に従う必要があるか、また
は、当社サービスのためのサービス仕様書等の⼀部と
して当社が規定するセキュリティ措置以上のセキュリ
ティ措置を要求されることがあります。この場合、契
約者は、まず、追加的に要求されるセキュリティ措置
を講じ、要求に応じて当該措置を講じたことを証明し
ない限り、当該コンテンツを登録または提供してはな
らないものとします。 



�� 契約者は、当社環境において動作するハードウェアま
たはソフトウェアに、既知または未知のセキュリティ
脆弱性が存在する可能性があることを了解するものと
します。契約者は、⾃己の責任において、契約者固有
コンテンツを不正アクセス等から保護するための暗号
化技術の使⽤を含め、契約者コンテンツの適切なセキ
ュリティおよび保護を維持する措置を講じるものとし
ます。契約者は、⾃己の裁量で、当社サービスに関連
してアクセスまたは使⽤できるソフトウェアについ
て、当該ソフトウェアに対してライセンサーまたはそ
の他の第三者により提供される修正ソフトウェアの適
⽤およびその他潜在的な脆弱性を軽減するための必要
な措置を講じるものとします。契約者が当社環境に第
三者による攻撃または不正⾏為があったと疑いを持っ
た場合、契約者は、ただちに当社に対して通知すると
共に、当該攻撃または不正⾏為への対策に必要な範囲
で、当社に協⼒するものとします。当社は、脆弱性が
当社環境において⽣じる場合、当該脆弱性を回復する
ための合理的な努⼒を⾏うものとします。 

第 �� 条（契約者コンテンツ）  

�．基本規約または個別規約において許諾された場合を
除き、当社は、アクセス制御機能が施された契約者コ
ンテンツ（以下「契約者固有コンテンツ」という）に
ついて、契約者の同意なく、アクセス、閲覧または利
⽤しないものとします。 

�� 基本規約に同意することにより、契約者は、当社が、
次の各号のいずれかに該当する場合、契約者固有コン
テンツについてアクセスおよび閲覧（本条の目的のた
めに、第三者に対して開⽰することを含む）すること
ができることについて合意するものとします。 

（�）当社サービスの利⽤量計算および当社サービスの
維持等、当社サービスの運⽤に必要な場合 

（�）基本契約および個別契約を履⾏するために必要な
場合 

（�）契約者コンテンツについて第三者からの不遵守ま
たは侵害の申⽴への対応を含め、適⽤される法令
を遵守するために必要な場合 

（�）監査または⾏政上もしくは刑事上の捜査のために
必要な場合で、契約者固有コンテンツの閲覧が、
管轄権を有する当局から明確に命令された場合、
適⽤される法令もしくは規則に基づき強制された
場合、または当社もしくはそのグループ会社を対
象とする規制官もしくは規制当局から要求された
場合 

 

 

第 �� 条（秘密情報）  

�．契約者および当社は、それぞれ相手⽅から秘密であ
る旨を明⽰または指定して開⽰された情報（以下「秘
密情報」という）を秘密として取扱うと共に、その秘
密を保持し、当社サービスへのアクセスおよび当社サ
ービスの提供の目的のため、およびそれらに関連して
のみ利⽤するものとします。なお、次のいずれかに該
当する情報は秘密情報に該当しないものとする。 

（�）開⽰の時点ですでに公知のもの、または開⽰後情
報を受領した当事者（以下「受領当事者」とい
う）の責によらずして公知となったもの。 

（�）開⽰の時点ですでに受領当事者が保有しているも
の 

（�）受領当事者が第三者から秘密保持義務を負うこと
なく正当に⼊手したもの 

（�）開⽰された情報によらずして、受領当事者が独⾃
に開発したもの 

�．受領当事者は、基本契約および個別契約に基づく義
務を履⾏するために秘密情報を知る必要のある⾃己の
役員、従業員、委託先およびその他代表者（以下総称
して「閲覧者」という）以外に開⽰、漏洩してはなら
ないものとします。また、受領当事者は、閲覧者に対
して、当該情報の秘密性を周知すると共に、基本規約
において要求される守秘義務を遵守させるものとしま
す。 なお、次のいずれかに該当する場合、受領当事
者は、相手⽅の秘密情報を第三者に開⽰、提供するこ
とができるものとします。 

（�）法令、裁判所の命令その他法的手続き等により第
三者への開⽰を強制された場合。ただし、この場
合、法的に可能な範囲で、受領当事者は事前に相
手⽅に当該開⽰について通知するよう努めるもの
とし、また、秘密を保持するための措置をとるこ
とを当該第三者に要求するものとします。  

（�）法令上または倫理上守秘義務を負う受領当事者の
専門家に、適切な指⽰を出すために必要とされる
範囲内で提供する場合。  

�．受領当事者は、相手⽅から要求があった場合、また
は、基本契約およびすべての個別契約が終了した場
合、相手⽅と相談の上、技術的かつ経済的に現実的な
範囲で、秘密情報を相手⽅に返却または破棄もしくは
消去するものとします。当該義務の履⾏にあたって、
受領当事者は、次のいずれかに該当するものは返却お
よび破棄する必要はないものとします。  

（�）特定および消去することが容易ではなく、受領当
事者の⾃動バックアップ手続きの結果⽣じた秘密



情報を含むコンピュータ上の記録またはファイル
の複製物 

（�） 法令または適⽤される政府もしくは規制当局によ
り保持が要求される秘密情報を含む、または、当
該秘密情報に基づくドキュメントおよびその他の
データ  

返却および破棄されない情報については、引き続き、 

基本規約に基づくまたは関連する守秘義務が適⽤され 

るものとします。本条は、基本契約および個別契約の 

終了時に契約者コンテンツを回収する責任から契約者 

を免除するものではないものとします。  

第 �� 条（当社サービスに対する責任） 

�．当社の責に帰すべき事由による当社サービスの利⽤
不能から⽣じる当社の責任は、影響を受けた個別サー
ビスの付帯機能に適⽤される品質保証制度（���）に
定められた⾦額の総額を超えないものとし、これは当
社サービスの利⽤不能にかかる契約者に対する唯⼀か
つ専らの救済を構成するものとします。なお、 当該
⾦額は、品質保証制度（���）に従い、請求額を調整
することにより適⽤されるものとします。 

�� 個別サービスの付帯機能が利⽤不能の場合で、品質保
証制度（���）の適⽤がないときは、�� 条の規定を
制限することなく、（�）影響を受けた個別サービス
の付帯機能が⼀切利⽤できない状態が連続 �� 時間未
満の場合は、当社は⼀切責任を負わないものとし、
（�）影響を受けた個別サービスの付帯機能の各実施
期間において、いかなる場合であっても、当該利⽤不
能にかかる当社の責任は、請求の根拠にかかわらず、
影響を受けた個別サービスの付帯機能についての、当
該責任を最初に発⽣させた事象が属する料⾦⽉におけ
る契約者による当社への実際の⽀払総額を超えないも
のとします。 

�．法的に可能な範囲で、各当事者は相手⽅に対して
（当社のライセンサー、委託先が契約者に対する場合
を含む）、（�）いかなる間接、特別、結果的または付
随的損害およびコスト、ならびに利益、機会、のれ
ん、使⽤またはデータの損失による損害につき、たと
え当事者が当該損害等の可能性を通知されていたとし
ても、責任を負わないものとし、（�）いかなる直接
もしくは間接の逸失利益もしくはビジネス喪失等につ
き、責任を負わないものとし、（�）代替品または代
替サービスの調達にかかるコストにつき、責任を負わ
ないものとします。当社による予⾒の有無を問わず、
当社の責に直接帰することができない事由から⽣じた
損害、コスト、費⽤およびその他責任について、当社
は⼀切責任を負わないものとします。なお、本条、基

本規約および個別規約のその他の条件は、当社サービ
スにかかる契約者の⽀払責任ならびに基本契約および
個別契約に基づき⽀払期限が到来している契約者の⽀
払額に対して何ら影響を与えず、制限するものではな
いものとします。 

�．基本規約および個別契約に関するあらゆる請求にか
かる当社の最⼤かつ完全な責任は、契約者に発⽣した
現実かつ直接の損害を超えないものとし、請求の根拠
にかかわらず、当該責任を最初に発⽣させた事象が属
する料⾦⽉において、契約者が当社サービスのために
実際に当社に⽀払った総額を上限額とします。適⽤さ
れる品質保証制度（���）に基づく義務を制限するこ
となく、当社、ライセンサー、委託先は、当社サービ
スの利⽤不能から⽣じる補償、費⽤および損害、なら
びに当社サービスの利⽤もしくはアクセスに関連し
て、契約者がなした投資、⽀出またはその他履⾏約束
について、⼀切責任を負わないものとします。 

第 � 章 利⽤料⾦  

第 �� 条（⽀払および利⽤料⾦） 

�．当社サービスの利⽤料⾦の単価は、当社の ��� に掲
載されるものとします。当社は、当社が定める手段に
より、当社所定の料⾦算出の対象となる期間の利⽤料
⾦を計算するものとします。契約者は、計算された各
料⾦⽉の当社サービスの利⽤料⾦および消費税等相当
額を、基本契約および個別契約に定める⽀払条件に従
い（当該定めがない場合は、請求日の翌⽉ �� 日以
内）、当社に⽀払うものとします。 なお、⽀払期日が
⾦融機関の休業日にあたる場合は、当該⽀払期日は翌
営業日とします。また、⽀払時における⾦融機関に対
する振込手数料等は、契約者の負担とします。 

�．契約者が基本契約および個別契約により⽣ずる⾦銭
債務（手形債務を含み、以下同じ）の弁済を怠ったと
きは、当社に対し⽀払期日の翌日から完済の日まで年
利 ����%の割合による遅延損害⾦を⽀払うものとし
ます。  

�．契約者または利⽤者の責めに帰すべき事由により当
社が当社サービスの利⽤を制限又は停⽌した場合（第
７条第３項の⼀時的な中断を含みますが、これに限り
ません。）、制限又は停⽌を実施した期間に対応する当
社サービスに関する課⾦は継続するものとします。ま
た、登録された �� が契約者により抹消されない限
り、当該 �� を対象とする当社サービスに関する課⾦
は継続するものとします。 

 

 

 



第 � 章 その他 

第 �� 条（安全保障輸出管理） 

契約者は、契約者コンテンツおよび当社サービスの利⽤
について適⽤される全ての技術管理または輸出関連の法
律および規制を遵守する責任があるものとします。契約
者は、⽶国の輸出管理法、規則および関連命令等を含
め、適⽤される法律または規則に違反して、当社サービ
スへのアクセスまたはその利⽤に関連して当社から⼊手
する技術データおよび当該データが組み込まれたソフト
ウェア等の製品を、輸出の時点で政府または政府機関が
輸出許可またはその他の政府承認を要求する国に対し
て、当該許可または承認を取得せずに輸出してはならな
いものとします。 

第 �� 条（個人情報保護） 

契約者および当社は、当社サービスの提供に関して契約
者から当社に提供される個人情報の取扱いについて、適
⽤される個人情報の保護またはデータ処理に関する法令
を遵守するものとします。基本規約に関連して個人情報
が処理される場合、契約者がデータ管理責任者（かつ、
当社を当社サービスの提供者として指名できる者）であ
り、当社がデータ処理責任者であることを、両当事者は
認識するものとし、また当社は契約者から提供される個
人情報を、アカウント発⾏等、契約者に対する当社サー
ビスの提供のためにのみ取り扱うものとします。契約者
は、個人情報へのアクセスを許可することにより当社の
処理に同意するものとし、また、契約者が当該個人情報
を処理するために当社に合法的に預ける正当な権限を有
することを表明し保証するものとします。「個人情報」、
「データ処理」、「データ管理責任者」、「データ処理責任
者」とは、それぞれ、EU ⼀般データ保護規則にて定め
る「�������� d���」、「����������」、「d��� ����������」、
「d��� ���������」をいいます。また、契約者は、当社
サービスについて EU ⼀般データ保護規則が適⽤される
場合、富士通株式会社が定める「FUJ�T�U ����d ���v���� 

��T� �ROTE�T�ON ���EN�UM」が準⽤され、サービス
仕様書に含まれることに同意するものとします。この場
合において、「FUJ�T�U ����d ���v���� ��T� �ROTE�T�ON 

���EN�UM」中「FUJ�T�U ����d ���v��� K�」および
「K�」とあるのは「N�F��OU�」と、「F������」とあるの
は「F������ ����d T�����������」と読み替えるものとし
ます。   

第 �� 条（⼀般条項）  

�．（個別サービスの終了） 

当社は、適宜、当社の裁量により、��� または当社が適
切と判断する⽅法により事前に通知した上で、個別サー
ビスの提供を終了（特定の機能の終了を含みます）する
ことがあります。 

�．（個別サービス、規約等の変更）  

基本規約、個別規約およびサービス仕様書等は、当社サ
ービスにかかる多数かつ多様な申込に対して適⽤され得
ることから、当社は、 基本規約、個別規約およびサー
ビス仕様書等を適宜変更することができます。基本規約
および個別規約の変更は、��� への掲載または当社が適
切と判断する⽅法による通知のいずれか早い⽅から �� 

日後に（または適⽤される法律により要求される場合は
即日に）有効となるものとします。サービス仕様書等の
変更（個別サービスおよび個別サービスに付帯する機能
の内容の変更を含みます）は、当該変更が当該個別サー
ビスを中断せず、当該個別サービスの機能およびかかる
利⽤料⾦に重⼤な影響を与えない限り、��� への掲載ま
たは当社が適切と判断する⽅法による通知をもってただ
ちに有効となるものとします。なお、契約者は、変更の
通知後も引き続き当該個別サービスにアクセスし、また
は利⽤する場合は、変更後の当該個別サービスおよびサ
ービス仕様書等の内容に拘束されることに合意したもの
とみなされます。 

�．（保証）  

契約者を代理して基本規約を受け⼊れる人（以下「あな
た」という）は、オンラインか書⾯かにかかわらず、以
下の事項を表明し保証するものとします。  

（�） あなたが契約者を法的に拘束する完全な法的 

権限を有すること 

（�） あなたは基本規約を読み、理解していること 

（�） 契約者を代理して、基本規約に合意すること  

当社サービスの提供開始にあたり、当社は契約者に対し
て、基本契約および個別契約を締結し履⾏する完全な権
限を有することを表明し保証するものとします。基本規
約において明記されたものを除き、当社は、法律が許可
する最⼤の範囲で、当社サービス、当社の ��� および
それらの利⽤に関する全ての明⽰または黙⽰の保証およ
び表明（当社サービスもしくは第三者サービスが中断さ
れないこと、エラーがないこと、セキュリティ上の脆弱
性がないこと、または契約者のデータが悪意を持って攻
撃されないこと、もしくはアクセスされないことの保証
を含む）を⾏わないものとします。法律が許可する最⼤
の範囲で、 当社は、基本規約に定められたものを除
き、当事者間に影響があり得る、または何らかの理由で
サービス利⽤契約に組み込まれ得るいかなる保証や条件
の合意をも⾏わないものとします。また、当社が原因で
はない誤使⽤、当社サービスリソースの改変もしくは損
害、または当社サービスに関して当社により発⾏された
指⽰に契約者もしくは利⽤者が従わなかった場合、いか
なる保証も適⽤されないものとします。 



�．（委託） 

当社は、当社サービスに関する作業の全部または⼀部
を、⾃己の責任において第三者に委託できるものとしま
す。当社が委託した場合の、委託先の選任、監督および
委託先の⾏った作業の結果については、⼀切当社が責任
を負い契約者には迷惑を掛けないものとします。契約者
は、⾃己の運⽤を第三者に委託する場合、当該委託の範
囲内で、当該第三者に対して当社サービスを利⽤させる
ことができるものとします。契約者は、当該委託先が基
本契約および個別契約を遵守することを保証するものと
し、また、当社サービスの利⽤に関連する当該委託先の
作為または不作為について基本契約および個別契約に基
づく責任を負うものとします。 

�� （当事者間の関係）  

基本契約および個別契約は、契約者と当社の間に、独⽴
した契約当事者としての関係以外の関係を⽣じさせるも
のではないものとします。各当事者は、相手⽅に対して
いかなる責任または義務を課すことはできず、また、そ
のような権利を有していると表明することはできないも
のとします。各当事者は、⾃己の従業員および委託先の
割当ての決定、ならびにそれらへの指⽰、管理および費
⽤負担につき責任を負うものとします。  

�� （譲渡）  

契約者は、基本契約及び個別契約に基づく権利および義
務を、第三者に譲渡、移転、再許諾、または権限委譲し
ないものとします。なお、当社が契約者に対して有する
料⾦債権の第三者（当社の関係会社を含みます）への譲
渡および当社による当社サービスを含む事業の売却は、
制限されないものとします。 

�．（不可抗⼒）  

各当事者は、基本契約及び個別契約に基づく⾦銭債務以
外の義務の履⾏遅延または履⾏不能につき、当該遅延ま
たは不履⾏が⾃己の合理的な⽀配の及ばない原因による
ものである場合には、責任を負わないものとします。当
該原因には、第三者による攻撃および違法⾏為、または
⾃然災害、戦争、暴動、紛争、テロ⾏為、停電、その他
ネットワーク、装置またはソフトウェアの故障または誤
作動を含むものとします。  

�．（通知） 

基本契約および個別契約に基づく当社から契約者または
利⽤者に対する通知は、基本規約または個別規約もしく
はサービス仕様書等において明記されない限り（例︓基
本規約において、「当社は⼀定の事象について当社の
��� への情報掲載または ��� の使⽤により通知するこ
とができる」と規定する場合）、メール、��� または書
⾯により⾏われます。当社と契約者または利⽤者の間の

メールのやり取りは、当社と契約者の間の書⾯通知およ
び書⾯での合意を形成するものとします。当社の ���

上または ��� を使⽤した通知は、情報を掲載した時点
で有効になるものとします。メールによる通知は、別途
当該メールに記載されない限り、送信された時点で有効
になるものとします。⾃己のメールアドレスが利⽤でき
るようにしておくことは契約者の責任とし、�� に関連付
けられたメールアドレスに送信されたメールは、送信さ
れた時点で契約者により受領されたものとみなされるも
のとします。 

�．（情報共有） 

当社および当社の委託先は、どの地域で活動しようと
も、基本契約および個別契約の履⾏ならびに基本規約お
よび個別規約に基づいたサービス提供に関連して、契約
者の従業員その他の関係者の業務連絡先の情報を処理
し、また、保持することができるものとします。 

��．（紛争解決）  

基本契約および個別契約またはその対象に関して⽣じ、
協議を通じ解決できない問題または齟齬について、各当
事者は、まず、法的手続きの前に、当事者間の交渉によ
る解決を試みるものとします。各当事者は、当事者間の
交渉による解決を試みることなく、いかなる法的手続き
も開始することはできないものとします。相手⽅による
基本契約および個別契約に関する債務不履⾏を主張する
前に、各当事者は相手⽅に対して、債務履⾏のための合
理的な機会を与えるものとします。 

��．（残存条項） 

基本契約または個別契約の終了または満了は、合理的に
存続する必要があるまたは存続が意図されている基本規
約および個別規約の条項に影響をあたえないものとしま
す。  

��．（第三受益者） 

別途サービス仕様書等に規定がない限り、基本契約およ
び個別契約によって、第三者に何ら権利等は⽣じないも
のとし、基本契約および個別契約の当事者のみが、基本
契約および個別契約に基づき、その⼀部を執⾏すること
ができる権利を有するものとします。 

��．（執⾏性）  

いずれかの条項の全てまたは⼀部が、違法、無効または
執⾏不能と判断された場合であっても、他の条項は引き
続き完全な効⼒を有するものとします。  

��．（反社会的勢⼒の排除） 

契約者および当社は、基本契約および個別契約の締結に
あたり、⾃らまたはその役員（名称の如何を問わず、相
談役、顧問、業務を執⾏する社員その他の事実上経営に
参加していると認められる者）および従業員（事業の利



益に重⼤な影響を及ぼす業務について権限を有するかま
たはそれを代⾏する者）が、次の各号に記載する者（以
下「反社会的勢⼒等」という）に該当せず今後も該当し
ないこと、また、反社会的勢⼒等との関係を持っておら
ず今後も持たないことを表明し、保証します。 

（�） 警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「暴⼒団、暴
⼒団員、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会
屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴⼒集団
等」その他これらに準ずる者 

（�） 資⾦や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的
で利⽤したりするなど、前号に記載する者と人
的・資本的・経済的に深い関係にある者 

また、契約者および当社は、⾃らまたは第三者を利⽤し
て、次の各号に記載する⾏為を⾏わないことを相手⽅に
対して確約します。 

（�） 詐術、暴⼒的⾏為または脅迫的⾔辞を⽤いる⾏為 

（�） 違法⾏為や不当要求⾏為 

（�） 業務を妨害する⾏為 

（�） 名誉や信⽤等を毀損する⾏為 

（�） 前各号に準ずる⾏為 

��．（完全合意）  

基本契約および個別契約は、当社サービスに関する当事
者間の全ての法的および契約的関係を表し、詐欺的な不
実表⽰がない限り、当事者間のそれまでの当社サービス
についての契約、表明、約束、取引、協議、または理解
に取って代わるものとします。各当事者は、基本規約に
明記されたもの以外のいかなる条件にも拠っていないこ
とを認識するものとします。 サービス利⽤契約に基づ
くいかなる権限や権利も、書⾯にてかつ放棄する当事者
の権限を有する代表者による署名がない限り、放棄され
ないものとします。 

��．（解釈）  

「含む」、「特に」、「例えば」または同様の表現は、例⽰
列挙するために使⽤されるもので、当該表現に先⾏する
⽤語の意味を制限するものではありません。  

サービス仕様書、個別規約等の規定間に矛盾がある場
合、以下の優先関係に従うものとします。   

（�） 個別規約  

（�） サービス仕様書 

（�） その他、明確に引⽤されている ��� 上の告知 

または通知 

��．（準拠法および裁判管轄）  

基本契約および個別契約に関する準拠法は日本法としま
す。基本契約および個別契約に関する裁判管轄は東京地
⽅裁判所とします。 

附則 

この規約は ���� 年 �� ⽉ � 日より施⾏します。 


