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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。 

＠nifty 会員規約・＠nifty 法人会員規約は B2C 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 B2B ベースの規約に変更します。 

＠nifty 会員規約︓https://www.nifty.com/policy/terms.htm 

＠nifty 法人会員規約︓https://setsuzoku.nifty.com/houjin/agreement.htm 

 

@nifty 会員規約、@nifty 法人会員規約との比較表（2019 年 7 月 1 日時点） 

ニフクラ基本利⽤規約 （2019 年 10 月 1 日施⾏予定） ＠nifty 会員規約および＠nifty 法人会員規約における 
該当条項詳細 

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 2 条に定めるとおりとします。 

新設 

第 1 章 総則 

第 1 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 2
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 2 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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第１条（会員規約） 
この会員規約は、ニフティ株式会社（以下「ニフティ」といい
ます。）が提供するサービス（以下「@nifty サービス」といい
ます。）を、会員が利⽤する際の⼀切に適⽤します。 

2.基本規約は、当社が Web 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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第３条（規約の範囲） 
１．利⽤規約等は、名目の如何にかかわらず、この会員規約の
⼀部を構成するものとします。 

第 2 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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第２条（定  義） 
この会員規約における⽤語の定義は、別途定めるものを除き、
以下のとおりとします。 

(1)「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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第１条（会員規約） 
この会員規約は、ニフティ株式会社（以下「ニフティ」といい
ます。）が提供するサービス（以下「@nifty サービス」といい
ます。）を、会員が利⽤する際の⼀切に適⽤します。 

(2)「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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第２条（定  義） 
（４）「接続サービス」とは、@nifty サービスのうち、ニフテ
ィが提供する各種インターネット接続サービスをいいます。 
（７）「コミュニティサービス」とは、@nifty サービスのう
ち、ホームページ、ブログ、ＳＮＳ又は掲示板の開設等の会員
主導の情報の発信、交換又は共有のための機能又は場を提供す
るサービスをいいます。 
（８）「提携サービス」とは、ニフティと契約関係にある提携
先（以下「提携先」といいます。）が提供するサービスであっ
て、課⾦の代⾏等により、ニフティが関与するものをいいま
す。 
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(3) 「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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第２条（定  義） 
（１）「会員契約」とは、ニフティから@nifty サービスの提供
を受けるための契約をいい、個人の他、法人、団体又は家族等
が自己の指定する者に@nifty サービスを利⽤させる目的でニ
フティと締結する契約を含みます。 

(4) 「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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第２条（定  義） 
（１）「会員契約」とは、ニフティから@nifty サービスの提供
を受けるための契約をいい、個人の他、法人、団体又は家族等
が自己の指定する者に@nifty サービスを利⽤させる目的でニ
フティと締結する契約を含みます。 

(5) 「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 Web 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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第２条（定  義） 
（３）「利⽤規約等」とは、ニフティが、@nifty サービスの利
⽤に関し、この会員規約の他に別途定める以下のものをいいま
す。 
・「コミュニティサービス・共通ルール」、「メールサービス・
ガイドライン」等のルール 
・個別の利⽤規約 
・「ご案内」又は「ご利⽤上の注意」等で案内する利⽤上の決
まり 
・利⽤条件等の告知、及び第５条の通知 
 
第３条（規約の範囲） 
１．利⽤規約等は、名目の如何にかかわらず、この会員規約の
⼀部を構成するものとします。 
２．この会員規約本⽂の定めと利⽤規約等の定めが異なる場合
は、当該利⽤規約等の定めが優先して適⽤されるものとしま
す。 

(6) 「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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第２条（定  義） 
（２）「会員」とは、ニフティとの間で会員契約を締結してい
る者、及び法人、団体又は家族等が締結した会員契約に基づい
て、ニフティが@nifty サービスの利⽤を承諾した者をいいま
す。 

(7) 「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。 

 

(8)「ID」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 ID 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 IP アドレス等を含み、以下同様とします。）をいいます。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第２条（定  義） 
（５）「個人認証情報」とは、ニフティが会員に割り当てるＩ
Ｄ（@niftyＩＤの他、メールアドレス及び特定の@nifty サー
ビスの利⽤のためにニフティが付与するＩＰアドレス等を含
み、以下同様とします。）及びＩＤに対応するパスワード等の
識別符合との組み合わせ又はそれらに代わる端末識別符号であ
って、当該会員を他の会員と区別して識別するのに⾜りる情報
をいいます。 
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(9) 「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。 

新設 

(10) 「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。 

＜＠nifty 法人会員規約＞ 

第５項 
法人会員には契約担当者と支払担当者（以下担当者という）を
ご選任いただきニフティにそのお名前をご登録いただきます。
担当者は、法人会員の本規約に関する権限を委任されたものと
看做し、⼊会、登録内容の変更、利⽤料などの請求その他ニフ
ティと法人会員との間の連絡、通知などは当該担当者を通じて
⾏うものとします。尚、ご登録いただいた担当者の変更につき
ましては、ニフティが別途定める手続をしていただきます。 

(11) 「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。 

新設 

(12) 「サービス仕様書」とは、当社の Web 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。 

新設 

(13) 「品質保証制度(SLA)」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たドキュメントをい
い、当社の Web 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。 

新設 

第 2 章 当社との契約 

第 3 条（基本契約） 
1. 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 Web 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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第６条（会員契約の申込） 
１．@nifty サービスの利⽤を希望する者は、ニフティ所定の
方法により、会員契約の申込を⾏うものとします。 
２．会員契約の申込をした者（当該会員契約の対象者を含み、
以下｢申込者｣といいます。）は、会員契約の申込を⾏った時点
で、この会員規約の内容に対する承諾があったものとみなしま
す。 
 
第７条（申込の承諾） 
１．ニフティは、会員契約の申込に対し、必要な審査・手続等
を経た後にこれを承諾します。ニフティがこの承諾を⾏った時
点で、会員契約が成⽴するものとします。 

2.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。 

＜＠nifty 法人会員規約＞ 

第４項 
法人会員が@nifty サービスを自社の従業員などに利⽤させる
場合、所定の手続をとっていただきます。ニフティは手続の際
に提出いただいた情報を審査の上⼊会を承認いたします。尚、
審査の結果によっては⼊会の承認をしないことがあります。予
めご承知おきください。尚、審査などのため上記以外に法人会
員の印鑑証明書、資格証明書、商業登記簿謄本その他をご提出
いただく場合があります。予めご承知おきください。 
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第１２項 
商号、請求書送付先、組織変更に伴う部課名などの変更などに
ついては所定の方法にて速やかにニフティまでご通知願いま
す。尚、商号の変更については商業登記簿謄本、その他をご提
出いただく場合があります。予めご承知おきください。 

3.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 1 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 1 項
の申込を承諾しないことがあります。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第７条（申込の承諾） 
２．前項の審査・手続等が完了するまでの間、ニフティが認め
た場合は、申込者は、@nifty サービスの機能のうちニフティ
が別途定める機能を、この会員規約に基づき利⽤することがで
きます。但し、このことはニフティが前項の承諾を⾏ったとは
みなされず、申込者がこの会員規約に違反した場合は、審査・
手続等が完了するまでの間であってもニフティは直ちに当該利
⽤を停⽌するとともに会員契約の申込を承諾しないことがあり
ます。 

4.当社は、第 1 項および第 2 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 1 項の申込を
承諾しないことがあります。 
(1) 契約者が実在しないこと 
(2) 申込の時点で、基本契約又は個別契約の違反等により、
ID 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 
(3) 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 
(4) 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 
(5) 当社の業務の遂⾏上又は技術上支障があるとき 

＜@nifty 会員規約＞ 

第８条（申込の不承諾） 
１．ニフティは、審査の結果、申込者が以下のいずれかに該当
することがわかった場合、その者の会員契約の申込を承諾しな
いことがあります。 
（１）申込者が実在しないこと。 
（２）申込の時点で、会員規約の違反等により、ＩＤの⼀時停
⽌、強制退会処分もしくは会員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。 
（３）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。 
（４）申込をした時点で@nifty 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。 
（５）申込の際に決済手段として当該申込者が届け出たクレジ
ットカードがクレジットカード会社により無効扱いとされてい
ること、又はニフティの指定する⽴替代⾏業者が当該申込者と
の⽴替払契約の締結を拒否したこと。 
（６）決済手段として第２５条（決済手段）第４号に定めるＮ
ＴＴ回収代⾏を選択した申込者が、東日本電信電話株式会社又
は⻄日本電信電話株式会社から電話サービス等に係る契約の解
除等の理由によりＮＴＴ回収代⾏の利⽤を認められていないこ
と。 
（７）申込者が未成年者、成年被後⾒人、被保佐人又は被補助
人のいずれかであり、申込の手続が成年後⾒人によって⾏われ
ておらず、又は申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人
の同意を得ていなかったこと。 
（８）ニフティの業務の遂⾏上又は技術上支障があるとき。 

5.第 3 項または前項により当社が第 1 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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第 8 条（申込の不承諾） 
２．前条第２項又は前項によりニフティが会員契約の申込の不
承諾を決定するまでの間に、当該申込者が@nifty 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（提携サー
ビスを利⽤することで提携先に対して発⽣した債務のうち、ニ
フティが当該債務に係る債権の代理回収を⾏なうものを含み、
以下「債務」といいます。）は、当該申込者の負担とし、当該
申込者は第５章（利⽤料⾦）の規定に準じて当該債務を弁済す
るものとします。 
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6.契約者は、利⽤者毎に ID を登録するものとします。利⽤者
の変更などによる ID の登録情報の変更、ID 登録の抹消または
ID 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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第１０条（変更の届出） 
１．会員は、住所、クレジットカードの番号もしくは有効期
限、その他ニフティへの届出内容に変更があった場合には、速
やかにニフティに所定の方法（書⾯の提出、オンライン上の送
信、電話連絡等）で変更の届出をするものとします。なお、婚
姻による姓の変更等ニフティが承認した場合を除き、ニフティ
に届け出た⽒名を変更することはできないものとします。 
２．前項届出がなかったことで会員が不利益を被ったとして
も、ニフティは⼀切責任を負いません。 

＜@nifty 法人会員規約＞ 

第４項 
法人会員が@nifty サービスを自社の従業員などに利⽤させる
場合、所定の手続をとっていただきます。 
 
第６項 
法人会員は@nifty サービスをお使いになる従業員などの ID を
登録するものとします。当該従業員など（以下 ID 登録者とい
う）の異動、退社、⼊社などにより、該当する ID の名義変更
もしくは削除または ID の追加登録が必要となった場合は、ニ
フティの指示に従い、速やかに所定の手続を⾏ってください。
尚、ID の削除手続がなされない限り、ニフティは当該 ID につ
いて所定の利⽤料を請求できるものとします。 

第 4 条（個別契約） 
1.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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第２１条（サービスの利⽤） 
１．会員は、個々の@nifty サービス及び提携サービスの利⽤
に際し、登録等の手続きが定められている場合は、事前に当該
手続を経るものとします。 

2.前項の登録等の手続を⾏った契約者は、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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第２１条（サービスの利⽤） 
２．会員は、個々の@nifty サービスの利⽤に際し、この会員
規約の他、利⽤規約等を遵守するものとします。 

第 5 条（解約） 
1. 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 30 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。 

＜＠nifty 会員規約＞ 

第１２条（会員からの解約） 
１．会員は、会員契約を解約する場合は、所定の方法（書⾯の
提出、オンライン上の送信等）にてニフティに届け出るものと
します。ニフティは、既に受領した債務の払い戻し等は⼀切⾏
いません。 
２．会員契約に基づいて@nifty サービスの提供を受ける権利
は、⼀身専属性のものとします。ニフティは当該会員の死亡を
知り得た時点を以って、前項届出があったものとして取り扱い
ます。 
３．本条による解約の場合、当該時点において発⽣している債
務の弁済は第５章（利⽤料⾦）に基づきなされるものとしま
す。 

＜@nifty 法人会員規約＞ 
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第１３項 
個々の ID の削除、@nifty サービスのご利⽤の中⽌（契約解
除）のお申出は、ニフティが別途定める場合を除き、所定の解
約届⽤紙を提出するか、所定の窓口にて手続をしていただきま
す。ニフティは、解約届⽤紙受領後、当該解約届に記載された
日を以って解約の対象となる ID の利⽤を停⽌します。解約日
を含む月の利⽤料の日割計算はいたしません。解約の対象とな
る ID で常時接続サービスをお申し込みの場合、当該常時接続
サービスも解約となります。⼀度削除した ID を復活すること
はできません。 

2. 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 1 号に該当するものとしま
す。 

＜@nifty 法人会員規約＞ 

第１４項 
法人会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該時点で
期限の利益を喪失するものとします。又ニフティは何らの催告
を要せず直ちに本規約に基づき成⽴する契約を解除し、登録
ID の使⽤を停⽌することができるものとします。尚、上記解
除権の⾏使は損害賠償の請求を妨げるものではありません。 

(1) 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 30 日以内に
当債務を履⾏しないとき 

＜@nifty 会員規約＞ 

第３４条（ニフティからの解約） 
（２）利⽤料⾦その他の債務の履⾏を遅滞し、又は支払を拒否
した場合。 

＜@nifty 法人会員規約＞ 

第１４項 
（6）本規約に違反し、故意もしくは過失によりニフティまた
はほかの第三者に損害を与えたとき 

(2) 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 

＜@nifty 会員規約＞ 

第３４条（ニフティからの解約） 
（４）会員に対する破産の申⽴があった場合、又は会員が成年
後⾒開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受
けた場合。 

＜@nifty 法人会員規約＞ 

第１４項 
（1）仮差押、差押、強制執⾏もしくは担保権実⾏の申⽴て、
仮登記担保契約に関する法律第 2 条に定める通知または滞納
処分を受けたとき 
（2）手形交換所の取引停⽌処分の原因となる不渡を 1 回でも
出したとき 
（3）支払不能となり、支払を停⽌し、または破産、⺠事再⽣
もしくは会社更⽣手続開始の申⽴てを受け、ないし自らその申
⽴てをしたとき 

(3) 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 

＜@nifty 法人会員規約＞ 

第１４項 
（4）営業の全部もしくは重要な⼀部を他に譲渡し、もしくは
中⽌したとき、または合併によらず解散したとき 

3. 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。 
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(1) 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 

 

 (2) 法令または関係当局の要求を遵守するとき ＜@nifty 法人会員規約＞ 

第１４項 
（9）暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係団体、総会屋、社会活動
標榜ゴロ、特殊知能暴⼒集団もしくはそれらの関係者（以下、
総じて反社会的勢⼒という）に該当し、または反社会的勢⼒と
の取引もしくは人的、資⾦的関係があるとニフティが判断した
とき 
（10）自らまたは反社会的勢⼒を利⽤して、ニフティに対し
て詐術、暴⼒的⾏為または脅迫的⾔辞を⽤いたとき 

(3) 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 

新設 

4. 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。 

新設 

5. 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。 

新設 

6. 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。 

新設 

第 3 章 サービスの提供 

第 6 条（当社サービスの提供および利⽤） 
1. 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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第３６条（免  責） 
3.@nifty サービスの内容はニフティがその時点で提供可能な
ものとし、会員に対するニフティの責任は、会員が支障なく
@nifty サービスを利⽤できるよう、善良なる管理者の注意を
もって@nifty サービスを提供することに限られるものとしま
す。 

2. 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 IT 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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第１３条（利⽤環境の整備） 
1.会員は、@nifty サービスを利⽤するために必要な通信機
器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての
機器を、自己の費⽤と責任において準備し、@nifty サービス
が利⽤可能な状態に置くものとします。また、自己の費⽤と責
任で、会員が任意に選択し、又はニフティの指定する電気通信
サービス又は電気通信回線を経由してインターネットに接続す
るものとします。 

＜@nifty 会員規約＞ 
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3. ID 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。 

第１４条（個人認証情報の管理） 
2.会員は、自己の個人認証情報および個人認証を条件とする
@nifty サービスを利⽤する権利を、他者に使⽤させず、他者
と共有あるいは他者に許諾しないものとします。但し、接続サ
ービスを利⽤する権利（常時接続サービス等機器又はネットワ
ークの接続・設定により、当該会員自身が関与しなくとも個人
認証がなされ、他者によるインターネット利⽤が可能となって
いる場合を含み、以下同様とします。）に関しては、例外的
に、同居の家族等の自己の管理が及ぶ者（以下「家族等」とい
います。）に限り、使⽤させ、共有し、又は許諾することがで
きるものとします。なお、会員の個人認証がなされた接続サー
ビスの利⽤やそれに伴う⼀切の⾏為は、本項に基づきなされた
家族等による接続サービスの利⽤やそれに伴う⼀切の⾏為も含
め、当該利⽤や⾏為が会員自身の⾏為であるか否かを問わず、
会員による利⽤及び⾏為とみなします。 

4. 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(SLA)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。 

新設 

5. 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。 
(1) 当社により許諾された権限の範囲であること 

新設 

(2) 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 

新設 

(3) 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 Web 上で公表する、もしくは Email
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 

＜@nifty 会員規約＞ 

第１４条（個人認証情報の管理） 
1.会員は、自己のパスワード等の個人認証情報を失念した場合
は直ちにニフティに申し出るものとし、ニフティの指示に従う
ものとします。 

(4) 適⽤される法律に従うこと 
別途サービス申込書または Web 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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第１７条（営業活動の禁⽌） 
1.会員は、有償、無償を問わず再販売、サブライセンス等の形
態により@nifty サービスを第三者に利⽤させないものとしま
す。 
２．前項にかかわらず、ニフティが別途承認した場合は、会員
は承認の範囲内で営業活動を⾏うことができるものとします。 

第 7 条（メンテナンスおよび中断） ＜@nifty 会員規約＞ 
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1. 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 14 日前（別途定める場合は、その定めによ
る）までに、Web または Email 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。 

第３１条（⼀時的な中断） 
1.ニフティは、以下のいずれかの事由が⽣じた場合には、会員
に事前に通知することなく、⼀時的に@nifty サービスの全部
又は⼀部の提供を中断することがあります。 
(1) @nifty サービス⽤設備等の保守を定期的に又は緊急に⾏
う場合。 
(5) その他、運⽤上又は技術上ニフティが@nifty サービスの
⼀時的な中断が必要と判断した場合。 

2. 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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第３１条（⼀時的な中断） 
1.ニフティは、以下のいずれかの事由が⽣じた場合には、会員
に事前に通知することなく、⼀時的に@nifty サービスの全部
又は⼀部の提供を中断することがあります。 
(5) その他、運⽤上又は技術上ニフティが@nifty サービスの
⼀時的な中断が必要と判断した場合。 

3. 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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第３３条（会員規約違反等への対処） 
1.ニフティは、会員が会員規約に違反した場合もしくはそのお
それのある場合、会員による@nifty サービスの利⽤に関して
ニフティにクレーム・請求等が寄せられ、かつニフティが必要
と認めた場合、又はその他の理由でニフティが必要と判断した
場合は、当該会員に対し、以下のいずれか又はこれらを組み合
わせて講ずることがあります。 
(5) ＩＤの使⽤を⼀時停⽌とし、又は強制退会処分（会員契約
の解約を意味し、以下同様とします。）とします。 

(2) 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 

＜@nifty 会員規約＞ 

第３４条（ニフティからの解約） 
１．前条（会員規約違反等への対処）第１項第５号の措置の
他、会員が以下のいずれかに該当する場合は、ニフティは当該
会員に事前に何等通知又は催告することなく、ＩＤの使⽤を⼀
時停⽌とし、又は強制退会処分とすることができるものとしま
す。 
（２）利⽤料⾦その他の債務の履⾏を遅滞し、又は支払を拒否
した場合。 
（４）会員に対する破産の申⽴があった場合、又は会員が成年
後⾒開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受
けた場合。 

＜@nifty 法人会員規約＞ 

第１４項 
法人会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該時点で
期限の利益を喪失するものとします。又ニフティは何らの催告
を要せず直ちに本規約に基づき成⽴する契約を解除し、登録
ID の使⽤を停⽌することができるものとします。尚、上記解
除権の⾏使は損害賠償の請求を妨げるものではありません。 
（2）手形交換所の取引停⽌処分の原因となる不渡を 1 回でも
出したとき 
（3）支払不能となり、支払を停⽌し、または破産、⺠事再⽣
もしくは会社更⽣手続開始の申⽴てを受け、ないし自らその申
⽴てをしたとき 
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(3) 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） 

＜@nifty 会員規約＞ 

第３４条（ニフティからの解約） 
１．前条（会員規約違反等への対処）第１項第５号の措置の
他、会員が以下のいずれかに該当する場合は、ニフティは当該
会員に事前に何等通知又は催告することなく、ＩＤの使⽤を⼀
時停⽌とし、又は強制退会処分とすることができるものとしま
す。 
（２）利⽤料⾦その他の債務の履⾏を遅滞し、又は支払を拒否
した場合。 
（４）会員に対する破産の申⽴があった場合、又は会員が成年
後⾒開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受
けた場合。 

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。 

新設 

第 8 条（知的財産） 
1. 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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第１６条（著作権の保護） 
１．会員は、ニフティが承諾した場合（当該情報に係るニフテ
ィ以外の著作権者が存在する場合には、ニフティを通じ当該著
作権者の承諾を取得することを含みます。）を除き、@nifty サ
ービスを利⽤して⼊手したニフティ又は他の著作権者が著作権
を有するいかなるデータ、情報、⽂章、発⾔、ソフトウェア、
画像、音声等（以下、併せて「データ等」といいます。）も、
著作権法で認められた私的使⽤の範囲内でのみ利⽤するものと
し、私的使⽤の範囲を越える複製、販売、出版、放送、公衆送
信のために利⽤しないものとします。 
２．会員は、@nifty サービスを利⽤して⼊手したコンピュー
タ・プログラムに対し、逆コンパイル又は逆アセンブルを⾏わ
ないものとします。また、著作権侵害防⽌のための技術的保護
手段の施されたデータ等に対し、当該手段の回避を⾏わないも
のとします。 
３．会員は、本条に違反する⾏為を第三者にさせないものとし
ます。 

2. 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 Web 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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第１６条（著作権の保護） 
１．会員は、ニフティが承諾した場合（当該情報に係るニフテ
ィ以外の著作権者が存在する場合には、ニフティを通じ当該著
作権者の承諾を取得することを含みます。）を除き、@nifty サ
ービスを利⽤して⼊手したニフティ又は他の著作権者が著作権
を有するいかなるデータ、情報、⽂章、発⾔、ソフトウェア、
画像、音声等（以下、併せて「データ等」といいます。）も、
著作権法で認められた私的使⽤の範囲内でのみ利⽤するものと
し、私的使⽤の範囲を越える複製、販売、出版、放送、公衆送
信のために利⽤しないものとします。 
２．会員は、@nifty サービスを利⽤して⼊手したコンピュー
タ・プログラムに対し、逆コンパイル又は逆アセンブルを⾏わ
ないものとします。また、著作権侵害防⽌のための技術的保護
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手段の施されたデータ等に対し、当該手段の回避を⾏わないも
のとします。 
３．会員は、本条に違反する⾏為を第三者にさせないものとし
ます。 

3. 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。 

新設 

4. 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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第１８条（禁⽌事項） 
第１６条（著作権の保護）及び第１７条（営業活動の禁⽌）の
他、会員は@nifty サービス又は提携サービスを利⽤して以下
の⾏為を⾏わないものとします。 
（１）ニフティ、他の会員もしくは第三者の著作権、商標権等
の知的財産権を侵害する⾏為、又は侵害するおそれのある⾏為
（著作権侵害防⽌のための技術的保護手段を回避するための情
報、機器、ソフトウェア等を流通させる⾏為を含みます）。 

第 9 条（データおよびバックアップ） 
1. 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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第３６条（免責） 
２.ニフティは、会員が@nifty サービス⽤設備に蓄積したデー
タ等が消失（本人による削除は除きます。）し、又は他者によ
り改ざんされた場合は、技術的に可能な範囲でデータ等の復旧
に努めるものとし、その復旧への努⼒を以って、消失又は改ざ
んに伴う損害賠償の請求を免れるものとします。 

2. 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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第３０条（データ等の削除） 
１．会員が@nifty サービス⽤設備に蓄積したデータ等（コミ
ュニティサービスの設定に伴い第三者が蓄積したデータ等を含
み、以下同様とします。）が、ニフティが各@nifty サービスご
とに定める所定の期間又は量を超えた場合、ニフティは会員に
事前に通知することなく削除することがあります。また
@nifty サービスの運営及び保守管理上の必要から、会員に事
前に通知することなく、会員が@nifty サービス⽤設備に登録
したデータ等を削除することがあります。 

第 10 条（禁⽌事項）  ＜@nifty 会員規約＞ 
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1. 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。 

第１８条（禁⽌事項） 
第１６条（著作権の保護）及び第１７条（営業活動の禁⽌）の
他、会員は@nifty サービス又は提携サービスを利⽤して以下
の⾏為を⾏わないものとします。 
（１）ニフティ、他の会員もしくは第三者の著作権、商標権等
の知的財産権を侵害する⾏為、又は侵害するおそれのある⾏為
（著作権侵害防⽌のための技術的保護手段を回避するための情
報、機器、ソフトウェア等を流通させる⾏為を含みます）。 
（２）他の会員もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは
肖像権を侵害する⾏為、又は侵害するおそれのある⾏為。 
（３）他の会員もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又
は他者の名誉もしくは信⽤を毀損する⾏為。 
（４）違法な薬物、銃器、毒物もしくは爆発物等の禁制品の製
造、販売もしくは⼊手に係る情報を送信又は表示する⾏為。賭
博、業務妨害等の犯罪の手段として利⽤する⾏為。犯罪を助⻑
し、又は誘発するおそれのある情報を送信又は表示する⾏為。 
（５）わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画
像、映像、音声もしくは⽂書等を送信又は表示する⾏為、又は
これらを収録した媒体を販売する⾏為、又はその送信、表示、
販売を想起させる広告を表示又は送信する⾏為。 
（６）ストーカー⾏為等の規制等に関する法律に違反する⾏
為。 
（７）無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、又はこれを勧誘する
⾏為。 
（８）インターネット異性紹介事業を利⽤して児童を誘引する
⾏為の規制等に関する法律に基づく、当該事業の提供者に対す
る規制及び当該事業を利⽤した不正勧誘⾏為の禁⽌に違反する
⾏為。 
（９）アクセス可能なニフティ又は他者の情報を改ざん、消去
する⾏為。 
（１０）ニフティ又は他者になりすます⾏為。（詐称するため
にメールヘッダ等の部分に細⼯を⾏う⾏為を含みます。） 
（１１）有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者
が受信可能な状態におく⾏為。 
（１２）選挙の事前運動、選挙運動（これらに類似する⾏為を
含みます。）及び公職選挙法に抵触する⾏為。 
（１３）他者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電⼦メー
ル又は嫌悪感を抱く電⼦メール（そのおそれのある電⼦メール
を含みます。嫌がらせメール）を送信する⾏為。他者のメール
受信を妨害する⾏為。連鎖的なメール転送を依頼する⾏為及び
当該依頼に応じて転送する⾏為。 
（１４）他者の設備又は@nifty サービス⽤設備（ニフティが
@nifty サービスを提供するために⽤意する通信設備、電⼦計
算機、その他の機器及びソフトウェアをいい、以下同様としま
す。）に無権限でアクセスし、又はポートスキャン、DOS 攻撃
もしくは⼤量のメール送信等により、その利⽤もしくは運営に
支障を与える⾏為（与えるおそれのある⾏為を含みます）。 
（１５）サーバ等のアクセス制御機能を解除又は回避するため
の情報、機器、ソフトウェア等を流通させる⾏為。 
（１６）本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段（いわ
ゆるフィッシング及びこれに類する手段を含みます。）により
他者の個人情報を取得する⾏為。 
（１７）法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の
手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履⾏せずに
@nifty サービス又は提携サービスを利⽤する⾏為。その他当
該法令に違反する、又は違反するおそれのある⾏為。 
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（１８）人を自殺に誘引又は勧誘する⾏為、又は第三者に危害
の及ぶおそれの⾼い自殺の手段等を紹介するなどの⾏為 
（１９）上記各号の他、法令、又はこの会員規約に違反する⾏
為。公序良俗に違反する⾏為（暴⼒を助⻑し、誘発するおそれ
のある情報又は残虐な映像を送信又は表示する⾏為。）。
@nifty サービス、提携サービス又は他者サービスの運営を妨
害する⾏為。他の会員又は第三者が主導する情報の交換又は共
有を妨害する⾏為。信⽤の毀損又は財産権の侵害等のようにニ
フティ、提携先、又は他者に不利益を与える⾏為。 
（２０）上記各号のいずれかに該当する⾏為（当該⾏為を他者
が⾏っている場合を含みます。）が⾒られるデータ等へ当該⾏
為を助⻑する目的でリンクを張る⾏為。 

2. 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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第３４条（ニフティからの解約） 
５．会員が第１８条（禁⽌事項）に違反し、又は本条第１項各
号のいずれかに該当することで、ニフティが損害を被った場
合、ニフティは、ＩＤの使⽤の⼀時停⽌又は強制退会処分の有
無にかかわらず、当該会員（会員契約を解約された者を含みま
す。）に対し被った損害の賠償を請求できるものとします。 

3. 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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第３３条（会員規約違反等への対処） 
１．前条（会員規約違反等への対処）第１項第５号の措置の
他、会員が以下のいずれかに該当する場合は、ニフティは当該
会員に事前に何等通知又は催告することなく、ＩＤの使⽤を⼀
時停⽌とし、又は強制退会処分とすることができるものとしま
す。 
（４）会員に対する破産の申⽴があった場合、又は会員が成年
後⾒開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受
けた場合。 
（５）ニフティから前条（会員規約違反等への対処）第１項第
１号から第３号のいずれかの要求を受けたにもかかわらず、要
求に応じない場合。 

＜@nifty 法人会員規約＞ 

第１４項 
法人会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該時点で
期限の利益を喪失するものとします。又ニフティは何らの催告
を要せず直ちに本規約に基づき成⽴する契約を解除し、登録
ID の使⽤を停⽌することができるものとします。尚、上記解
除権の⾏使は損害賠償の請求を妨げるものではありません。 
（6）本規約に違反し、故意もしくは過失によりニフティまた
は他の第三者に損害を与えたとき 
（7）前号の場合の他本規約に違反したとき 

第 11 条（契約者の責任）  
1. 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。 

＜@nifty 法人会員規約＞ 

第１２項 
商号、請求書送付先、組織変更に伴う部課どの変更などについ
ては所定の方法にて速やかにニフティまでご通知願います。
尚、商号の変更については商業登記簿謄本、その他をご提出い
ただく場合があります。予めご承知おきください。 

＜@nifty 会員規約＞ 
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2. 契約者は、当社サービスを利⽤するための ID、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。 

第１４条（個人認証情報の管理） 
５．会員は、自己の個人認証情報の不正利⽤の防⽌に努めると
ともに、その管理について⼀切の責任をもつものとします。ニ
フティは、会員の個人認証情報が第三者（家族等を含みます
が、これに限りません。）に利⽤又は変更されたことによって
当該会員が被る損害については、当該会員の故意過失の有無に
かかわらず⼀切責任を負いません。 
６．会員は、自己の個人認証情報による@nifty サービスの利
⽤（本条第２項に基づき会員本人による利⽤とみなされる家族
等の利⽤及び⾏為を含みますが、これに限りません。）に係る
利⽤料⾦その他の債務の⼀切を弁済するものとします。 

3. 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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第１５条（自己責任の原則） 
２．会員は、自己の@nifty サービスの利⽤及びこれに伴う⾏
為に関して、問合せ、クレーム等が通知された場合及び紛争が
発⽣した場合は、自己の責任と費⽤をもってこれらを処理解決
するものとします。 
４．会員は、会員による@nifty サービスの利⽤と@nifty サー
ビスを利⽤してなされた⼀切の⾏為に起因して、ニフティ又は
第三者に対して損害を与えた場合（会員が、会員規約上の義務
を履⾏しないことによりニフティ又は第三者が損害を被った場
合を含みます。）、自己の責任と費⽤をもって損害を賠償するも
のとします。 
 
第３６条（免  責） 
１．ニフティは、ニフティ又は提携先が提供するデータ等及び
プライベート機能を利⽤して第三者が登録するデータ等につい
て、その完全性、正確性、適⽤性、有⽤性等に関し、⼀切責任
を負いません。 

第 12 条（情報セキュリティ）  
1. 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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第１３条（利⽤環境の整備） 
２．会員は、ニフティ又は関係官庁等が提供する情報を参考に
して、自己の利⽤環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感
染、不正アクセス及び情報漏洩の防⽌等セキュリティを保持す
るものとします。 

＜@nifty 会員規約＞ 
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2. 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１３条（利⽤環境の整備） 
２．会員は、ニフティ又は関係官庁等が提供する情報を参考に
して、自己の利⽤環境に応じ、コンピュータ・ウィルスの感
染、不正アクセス及び情報漏洩の防⽌等セキュリティを保持す
るものとします。 

第 13 条（契約者コンテンツ）  
1. 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。 

新設 

2. 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。 

新設 

(1) 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 

新設 

(2) 基本契約および個別契約を履⾏するために必要な場合 新設 

(3) 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 

新設 

(4) 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 

新設 

第 14 条（秘密情報）  
1. 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。 
(1) 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。 
(2) 開示の時点ですでに受領当事者が保有しているもの 
(3) 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 

新設 
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(4) 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 

2.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。 

新設 

(1) 法令、裁判所の命令その他法的手続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。 

新設 

(2) 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。 

新設 

3. 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。 

新設 

(1) 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 

新設 

(2) 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 

新設 

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。 

新設 

第 15 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(SLA)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(SLA)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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第３５条（責任の制限） 
１．ニフティの責に帰すべき事由（第３１条（⼀時的な中断）
第１項第１号及び第５号の場合を除きます。）により、会員が
@nifty サービスを⼀切利⽤できない状態（以下「利⽤不能」
といいます。）に陥った場合、ニフティは、この会員規約で特
に定める場合を除き、ニフティが当該会員における利⽤不能を
知った時刻から起算して２４時間以上利⽤不能が継続した場合
に限り、１料⾦月の月額基本料⾦（基本料⾦が無い場合は過去
３ヶ月の当該@nifty サービスの料⾦の平均額）の３０分の１
に、利⽤不能の日数を乗じた額（円未満切り捨てとします。以
下「賠償額」といいます。）を限度として、会員に現実に発⽣
した損害の賠償請求に応じます。ただし、天災地変等ニフティ
の責に帰さない事由により⽣じた損害、ニフティの予⾒の有無
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を問わず特別の事情から⽣じた損害、逸失利益を含む間接損害
については、ニフティは賠償責任を負わないものとします。ま
た、会員が損害賠償請求をし得ることとなった日から３ヶ月を
経過する日までに賠償請求をしなかった場合は、請求を⾏う権
利を失うものとします。 

2. 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(SLA)の適⽤がないときは、15 条の規定を制限することな
く、(1) 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 48 時間未満の場合は、当社は⼀切責任を負わ
ないものとし、(2) 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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第３５条（責任の制限） 
１．ニフティの責に帰すべき事由（第３１条（⼀時的な中断）
第１項第１号及び第５号の場合を除きます。）により、会員が
@nifty サービスを⼀切利⽤できない状態（以下「利⽤不能」
といいます。）に陥った場合、ニフティは、この会員規約で特
に定める場合を除き、ニフティが当該会員における利⽤不能を
知った時刻から起算して２４時間以上利⽤不能が継続した場合
に限り、１料⾦月の月額基本料⾦（基本料⾦が無い場合は過去
３ヶ月の当該@nifty サービスの料⾦の平均額）の３０分の１
に、利⽤不能の日数を乗じた額（円未満切り捨てとします。以
下「賠償額」といいます。）を限度として、会員に現実に発⽣
した損害の賠償請求に応じます。ただし、天災地変等ニフティ
の責に帰さない事由により⽣じた損害、ニフティの予⾒の有無
を問わず特別の事情から⽣じた損害、逸失利益を含む間接損害
については、ニフティは賠償責任を負わないものとします。ま
た、会員が損害賠償請求をし得ることとなった日から３ヶ月を
経過する日までに賠償請求をしなかった場合は、請求を⾏う権
利を失うものとします。 

3. 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）、(1) 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、(2) 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、(3) 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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第３６条（免  責） 
４．ニフティは、@nifty サービスの利⽤により発⽣した会員
の損害（第三者との間で⽣じたトラブルに起因する損害を含み
ます。）に対し、会員がこの会員規約を遵守したかどうかに関
係なく、⼀切責任を負いません。 
５．第２９条（利⽤制限）第５項、第３０条（データ等の削
除）第２項、第３１条（⼀時的な中断）第２項、本条第２項及
び本条第３項に定める他、ニフティは@nifty サービスを提供
できなかったことにより発⽣した会員又は第三者の損害に対
し、この会員規約で特に定める場合を除き、⼀切責任を負いま
せん。 

4. 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(SLA)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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第３６条（免  責） 
４．ニフティは、@nifty サービスの利⽤により発⽣した会員
の損害（第三者との間で⽣じたトラブルに起因する損害を含み
ます。）に対し、会員がこの会員規約を遵守したかどうかに関
係なく、⼀切責任を負いません。 
５．第２９条（利⽤制限）第５項、第３０条（データ等の削
除）第２項、第３１条（⼀時的な中断）第２項、本条第２項及
び本条第３項に定める他、ニフティは@nifty サービスを提供
できなかったことにより発⽣した会員又は第三者の損害に対
し、この会員規約で特に定める場合を除き、⼀切責任を負いま
せん。 
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第 4 章 利⽤料⾦ 

第 16 条（支払および利⽤料⾦） 
1. 当社サービスの利⽤料⾦の単価は、当社の Web 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 20 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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第２４条（利⽤料⾦） 
'@nifty サービスの利⽤料⾦、算定方法等は、ニフティが別途
定めるとおりとします。 

＜@nifty 法人会員規約＞ 

第９項 
ご登録いただいた ID による@nifty サービスのご利⽤に関して
は、法人会員に利⽤料（ニフティを経由して常時接続サービス
をご契約いただいている場合にはそれらの利⽤料などを含む）
をお支払いいただきます。利⽤料及びお支払方法につきまして
は、別途ニフティが定めるとおりとします。 
ニフティは法人会員の了承を得ることなく利⽤料、料⾦体系及
びお支払方法などを随時変更することがあります。この場合に
は@nifty サービスの利⽤条件は変更後の本規約によります。
尚、変更後の本規約についてはニフティが別途定める場合を除
いて、オンライン上に表示した時点より効⼒を発するものとし
ます。 

2. 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 14.6%の割合によ
る遅延損害⾦を支払うものとします。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第２７条（延滞利息） 
１．会員が債務を支払期日を過ぎてもなお弁済しない場合、会
員は支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年１
４．５％の割合で計算される⾦額を延滞利息として、債務と⼀
括して、ニフティが指定した日までに指定する方法で支払うも
のとします。 

3.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 ID が契約者により抹消され
ない限り、当該 ID 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。 

新設 

第 5 章 その他 

第 17 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。 

新設 

第 18 条（個人情報保護） ＜@nifty 会員規約＞ 
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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「personal data」、「processing」、「data 
controller」、「data processor」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「FUJITSU Cloud 
Service: DATA PROTECTION ADDENDUM」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、「FUJITSU Cloud Service: DATA PROTECTION 
ADDENDUM」中「FUJITSU Cloud Service K5」および
「K5」とあるのは「NIFCLOUD」と、「Fujitsu」とあるのは
「Fujitsu Cloud Technologies」と読み替えるものとします。  

第３７条（個人情報） 
１．ニフティは、個人情報を別途オンライン上に掲示する「個
人情報保護ポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとしま
す。 

第 19 条（⼀般条項）  
1. （個別サービスの終了） 
当社は、適宜、当社の裁量により、Web 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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第３２条（サービス提供の終了） 
1.ニフティはオンライン上に事前通知をした上で、@nifty サ
ービスの全部又は⼀部の提供を終了することがあります。 

2. （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、
Web 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 14 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、Web 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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第４条（規約の変更） 
１．ニフティは、会員の了承を得ることなく、この会員規約を
変更することがあります。この場合、@nifty サービスの利⽤
条件は、変更後の会員規約によります。 
２．変更後の会員規約は、ニフティが別途定める場合を除い
て、オンライン上に表示した時点より効⼒を⽣じるものとしま
す。 
 
第１９条（内容等の変更） 
１．ニフティは、会員への事前の通知なくして@nifty サービ
スの内容、名称又は仕様を変更することがあります。 

＜@nifty 法人会員規約＞ 

第３項 
ニフティは法人会員の了承を得ることなく本規約を随時変更す
ることがあります。この場合には@nifty サービスの利⽤条件
は変更後の本規約によります。尚、変更後の本規約について
は、ニフティが別途定める場合を除いて、オンライン上に表示
した時点より効⼒を発するものとします。 
 
第９項 
ご登録いただいた ID による@nifty サービスのご利⽤に関して
は、法人会員に利⽤料（ニフティを経由して常時接続サービス
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をご契約いただいている場合にはそれらの利⽤料などを含む）
をお支払いいただきます。利⽤料及びお支払方法につきまして
は、別途ニフティが定めるとおりとします。 
ニフティは法人会員の了承を得ることなく利⽤料、料⾦体系及
びお支払方法などを随時変更することがあります。この場合に
は@nifty サービスの利⽤条件は変更後の本規約によります。
尚、変更後の本規約についてはニフティが別途定める場合を除
いて、オンライン上に表示した時点より効⼒を発するものとし
ます。 

3. （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。  
(1) 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  
(2) あなたは基本規約を読み、理解していること  
(3) 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 Web 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。 

新設 

4. （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。 

新設 

5. （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。 

新設 
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6. （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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第９条（譲渡禁⽌等） 
会員は、会員契約に基づいて@nifty サービスの提供を受ける
権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定その
他の担保に供する等の⾏為はできないものとします。 
第２８条（債権譲渡） 
ニフティは、会員に⼀定の期間、利⽤料⾦の不払い等の事情が
ある場合、会員に対して有する利⽤料⾦その他の債権を、法務
省の営業許可を得た債権管理回収業者に譲渡することができる
ものとします。会員は、この債権譲渡を承諾するものとしま
す。 

7. （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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第３１条（⼀時的な中断） 
１．ニフティは、以下のいずれかの事由が⽣じた場合には、会
員に事前に通知することなく、⼀時的に@nifty サービスの全
部又は⼀部の提供を中断することがあります。 
（２）火災、停電等により@nifty サービスの提供ができなく
なった場合。 
（３）地震、噴火、洪水、津波等の天災により@nifty サービ
スの提供ができなくなった場合。 
（４）戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により@nifty サ
ービスの提供ができなくなった場合。 

8. （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 Web への情報掲載または
Web 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、Web 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
Web 上または Web 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、ID 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。 

第５条（ニフティからの通知） 

１．ニフティは、オンライン上の表示その他ニフティが適当と
判断する方法により、会員に対し随時必要な事項を通知しま
す。 
２．前項の通知は、ニフティが当該通知の内容をオンライン上
に表示した時点より効⼒を発するものとします。 

9. （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。 

新設 

10. （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

新設 
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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。 

11. （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。 

新設 

12. （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。 

 

13. （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。 

新設 

14. （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。 
(1) 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 
(2) 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。 
(1) 詐術、暴⼒的⾏為または脅迫的⾔辞を⽤いる⾏為 
(2) 違法⾏為や不当要求⾏為 
(3) 業務を妨害する⾏為 
(4) 名誉や信⽤等を毀損する⾏為 
(5) 前各号に準ずる⾏為 

新設 

15. （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。 

新設 

16. （解釈）  新設 
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「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。   
(1) 個別規約  
(2) サービス仕様書 
(3) その他、明確に引⽤されている Web 上の告知または通知 

17. （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。 

＜@nifty 会員規約＞ 

第３９条（専属的合意管轄裁判所） 
会員とニフティの間で訴訟の必要が⽣じた場合、東京地方裁判
所を会員とニフティの第⼀審の専属的合意管轄裁判所としま
す。 
 
第４０条（準拠法） 
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。 

 

以上 


