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第１章 総則 

 
第１条（利用規約の適用） 

日本テレネット株式会社（以下「当社」といいます）は、本利用規約に基づき、ネッ

トプリントサービス「プリント＆ポスト」（以下「本サービス」といいます）を提供し

ます。 

 
第２条（用語の定義） 

本利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

（１）本サービス 

本利用規約に基づき当社が利用契約者に提供する第３章に規定するサービス 

（２）本サイト 

当社が運営し、利用契約者が本サービスの注文等を行うネットプリントサービス 

「プリント＆ポスト」のＷｅｂサイト「URL:https://webm1.linx.co.jp/pp/」 

（３）利用契約者 

利用契約を当社と締結し、本サービスを利用する法人 

（４）利用契約 

本利用規約に基づき当社と契約者の間に締結される本サービスの提供に関する契約 

（５）利用契約等 

利用契約及び本利用規約 

（６）商品 

利用契約者から注文を受けて、本サービスにより当社が制作・納品する印刷物 

（７）入稿データ 

利用契約者が発注する際に、当社に提供する商品の仕様に関する電子データ 

（８）宛先リスト 

利用契約者が発注する際に、商品の納品場所を指定した電子データ 

（９）コンテンツ 

本サービス及び本サービスに付随して当社が提供するイラスト、写真、デザイン

及びフォント等 

（１０）ユーザーＩＤ 

当社が利用契約者に付与する利用契約者固有の符号であって、本サイト上で注文

等をするにあたって、パスワードと組み合わせて利用契約者を識別するために用

いられるもの 

（１１）パスワード 

当社が利用契約者に付与する利用契約者固有の符号であって、本サイト上で注文

等をするにあたって、ユーザーＩＤと組み合わせて、契約者を識別するために用

いられるもの 

 
第３条（利用契約者への通知） 

１．当社から利用契約者への通知は、電子メールの送信、書面の送付、本サイトまたは当

社のホームページへの掲載等、当社が適当と判断する方法により行います。 

２．前項の規定に基づく通知は、電子メールの送信がなされた時点、書面が送付された時 
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点、または本サイトもしくは当社ホームページへの掲載がなされた時点から当該通知

の効力が生じるものとします。 

 
第４条（本利用規約の変更） 

１．当社は、本利用規約を変更することがあります。この場合には、利用契約者の利用条

件その他利用契約の内容は、変更後の利用規約によるものとします。 

２．当社は、前項の変更を行う場合は、３０日の予告期間をおいて変更後の利用規約の内

容及び変更後の利用規約の適用開始日を、前条第 1 項に規定するいずれかの方法によ

り、利用契約者に通知するものとします。ただし、緊急の必要がある場合は、この限

りではありません。 

 
第５条（権利・義務の譲渡禁止） 

利用契約者は、利用契約上の地位及び利用契約に基づく権利または義務の全部または

一部を第三者に譲渡し、承継させ、貸与し、または担保を設定してはならないものと

します。 

 
第６条（反社会的勢力の排除） 

１．本状において「反社会的勢力」とは、次の各号の一つに該当するものをいいます。 

（１）「暴力団による不当な行為の防止等に関する法律」第２条第２号に定義される暴力

団及びその関係団体 

（２）前号記載の暴力団及びその関係団体の構成員 

（３）「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知能暴力集団」などの団体

または個人 

（４）前各号の一の他、暴力、威力、脅迫的言辞及び詐欺的手法を用いて不当な要求を

行い、経済的利益を追求する団体または個人 

（５）前各号の一の団体、構成員または個人と関係を有することを示唆して不当な要求

を行い、経済的利益を追求する団体または個人 

２．利用契約者及び当社は、相手方に対し、次の各号について表明し、保証します。 

（１）自らが反社会的勢力でないこと 

（２）自らが反社会的勢力でなかったこと 

（３）反社会的勢力を利用しないこと 

（４）取締役及び実質的に経営に関与するものが反社会的勢力でないこと、ならびに、

それらのものが反社会的勢力と交際がないこと 

（５）自らの財務及び事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと、及び、

反社会的勢力と交際がなかったこと 

３．利用契約者及び当社は、前条に対する自己の違反を発見した場合、直ちに相手方にそ

の事実を報告するものとします。 

４．利用契約者及び当社は、相手方が第２項の規定に違反した場合、催告その他何らの手

続きを要することなく、直ちに本契約の全部または一部を解除することができるもの

とします。 

５．利用契約者及び当社は、相手方が第２項の規定に違反したことにより損害を被った場

合、前条に基づく契約解除にかかわらず、当該損害の賠償を相手方に請求することが

できるものとします。 
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第７条（合意管轄裁判所） 

利用契約者と当社の間で利用契約等に関して訴訟の必要が生じた場合には、京都地方

裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 
第８条（準拠法） 

利用契約等に関する準拠法は、日本法とします。 

 
第９条（協議） 

利用契約等に規定のない事項及び規定された条項の解釈について疑義が生じた場合は、

利用契約者と当社は誠意をもって協議のうえ解決するものとします。 

 

 

第２章 利用契約の締結等 

 
第１０条（利用契約の締結） 

１．利用契約は、本サービスの利用の申込者が当社所定の方法で申込みを行い、当社がこ

れに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成立するものとします。 

２．本サービスの利用の申込者は、本利用規約の内容を確認のうえ前項の申込みを行うも

のとし、本サービスの利用の申込者が前項に基づき申込みを行った時点で、当社は、

本サービスの利用の申込者が本利用規約の内容を承諾したものとみなします。 

３．当社は、前２項の規定にかかわらず、本サービスの利用の申込者が次の各号のいずれ

かに該当する場合には、本サービスの利用の申込みを承諾しないことができます。 

（１）本サービスの利用の申込者が利用環境を整備していないとき 

（２）本サービスを提供することが技術上その他の理由により困難なとき 

（３）利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき 

（４）利用申込内容に虚偽の記載があったときまたは記入漏れがあったとき 

（５）利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき 

（６）当社の業務に著しい支障が生じるおそれがあると認めたとき 

（７）その他当社が本サービスを提供することが不適当と認めたとき 

 
第１１ 条（利用申込内容の変更等） 

１．利用契約者は、前条第１項に基づき提供した利用申込の内容に変更があるときは、当

社の指定する方法により、変更予定日の３０日前までにその旨を当社に通知するもの

とします。ただし、変更予定日の３０日前に当社に通知できない場合は、通知が可能

となった時点から速やかに当社に対し通知するものとします。 

２．当社は、利用契約者が前項に定める変更の通知を怠った場合は、変更前の内容に基づ

く通知をもって、通知を行ったものとみなします。 

３．当社は、利用契約者が第１項に基づく通知を怠ったことにより、利用契約者が通知の

不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものと

します。 
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第１２条（本サービスの提供の停止） 

１．当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用契約者への事前の通知または

承諾を要することなく、本サービスの全部または一部の提供を停止することができる

ものとします。 

（１）本サービスの保守、点検等を行うとき 

（２）本サービスの障害等、運用上または技術上の理由でやむを得ないとき 

（３）電気通信事業者等が電気通信サービスを中止したとき 

（４）通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなったとき 

（５）天災地変等不可抗力により本サービスを提供できないとき 

（６）利用契約者が利用契約等に違反し、または違反するおそれがあるとき 

（７）利用契約者が第１４条第１項各号に該当し、またはそのおそれがあるとき 

（８）その他当社が利用契約者として不適切と認めたとき 

２．当社は、前項各号に基づき本サービスの提供を停止したことにより利用契約者が損害

を被った場合であっても、当社に故意または重大な過失がない限り一切責任を負わな

いものとします。 

 
第１３条（利用契約者からの契約解除） 

利用契約者は、解約希望日の２ヶ月前までに当社所定の方法で解約申込を行うことに

より、解約希望日をもって利用契約の全部または一部を解約することができるものと

します。なお、解約希望日の記載のない場合または解約希望通知日から解約希望日ま

での期間が２ヶ月未満の場合、解約希望通知が当社に到達した日より２ヶ月後を利用

契約者の解約希望日とみなすものとします。 

 
第１４条（当社からの契約解除） 

１．当社は、利用契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用契約者への事前の

通知または催告を要することなく、利用契約の全部または一部を解約するとともに、

当社に生じた損害の賠償を請求することができるものとします。 

（１）利用申込内容、その他通知内容等に虚偽の記載があったとき 

（２）本利用規約のいずれかの条項または第１条第２項の合意に違反したとき 

（３）差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立てを受け、または公租公課の滞

納処分を受けたとき 

（４）破産手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始、または民事再生手続開始の

申立があったとき 

（５）監督官庁から営業の廃止、停止等の行政処分を受けたとき 

（６）振出し、引受け、保証にかかる手形もしくは小切手が不渡りとなり、または支

払停止状態に至ったとき 

（７）解散、合併、営業の全部または一部の譲渡等をしたとき 

（８）その他、契約者の資産、信用、支払能力に重大な変更が生じたなど、当社が利

用契約を維持し難いと認めたとき 

２．当社は、前項各号に基づく解除により利用契約者が損害を被った場合であっても、一

切責任を負わないものとします。 

３．利用契約者に前項各号の事由が生じたときは、利用契約者は、利用契約者が当社に対 
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して負担する全ての債務につき期限の利益を失い、直ちに金額の確定している債務の

全額を当社の指定した方法で支払うものとします。また、当社は、利用契約者が期限

の利益を喪失した場合で、利用契約者が金額の確定していない債務を当社に負担して

いる場合は、当社が相当と認める金額を別途保証金（無利息）として預けることを求

めることができるものとします。なお、この保証金は、利用契約者が当社に負担する

全ての債務に充当することができるものとします。 

 
第１５条（本サービスの廃止） 

１．当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部を廃止す

るものとし、廃止日をもって利用契約の全部または一部を解約することができるもの

とします。当社は、これによって利用契約者が損害を被った場合であっても、当社に

故意または重大な過失がない限り一切責任を負わないものとします。 

（１）営業上、技術上やむを得ない理由によるとき 

（２）天災地変等不可抗力により本サービスを提供できないとき 

２．前項第１号に基づき本サービスを廃止するときは、当社は、利用契約者に対し、本サ

ービス廃止日の２ヶ月前までに、廃止の理由、廃止日、その他必要な事項を通知しま

す。 

 
第１６条（利用契約終了後の処理） 

１．利用契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供

を受けたすべての資料等（マニュアル、テンプレート及び資料等の全部または一部の

複製物をふくみます。以下同じとします）を、利用契約者の責任で消去、廃棄するも

のとします。 

２．当社は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用に当たって利用契約者から提供

を受けた電子データ等（入稿データ、宛先リスト、その他コンテンツ等の電子データ

をいいます。以下同じとします）、本サービス用設備などに記録されたものを、当社の

責任で消去するものとします。 

 

 

第３章 本サービス 

 
第１７条（本サービスの概要） 

１．当社が提供する本サービスの名称及びその内容は、下記のとおりとします。 

サービスの名称 サービスの概要 

プリント＆ポスト 入稿データに基づいた商品を制作し、宛先リストに記載された宛 

先に納品するサービス及びこれに付随する業務 

２．本サービスの具体的な内容は、別途当社が利用契約者に交付するマニュアル等に定め

るものとします。 

３．当社は、前２項に規定する本サービスの仕様を改良・追加・削除等の変更を行うこと

があり、利用契約者は予めこれを承諾するものとします。 

 
第１８条（提供区域） 

本サービスの提供区域は、日本国内とします。海外への商品発送は行っておりません。 
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第１９条（再委託） 

当社は、本サービスの提供にあたり、その全部または一部を当社の指定した第三者に

再委託し、利用契約者から提供された電子データ等を当該第三者に提供することがあ

りますが、利用契約者は予めこれを承諾するものとします。 

 
第２０条（注文の確定） 

１．利用契約者は、当社所定の方法に基づき、本サイト上より、当社指定の情報を入力し

た上で、入稿データ、宛先リストを当社に送信することにより、商品の制作を注文す

るものとします。 

２．当社は、前項の注文を受信し、入力情報、入稿データ、宛先リスト、納品期間その他

必要事項を確認の上、当社において受注処理を確定した時点で、利用契約者が登録し

たメールアドレスに注文受付通知メールを送信するものとし、送信した時をもって、

利用契約者からの注文が確定したものとします。 

３．当社は、利用契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、理由を一切開示するこ

となく、利用契約者の注文を受けないことができます。 

（１）当社所定の方法と異なる方法で注文を行ったとき 

（２）入力した情報の全部または一部につき、虚偽があったとき 

（３）利用契約等に違反し、または違反するおそれがあるとき 

（４）入稿データの内容が第３４条第１項各号に該当するとき 

（５）その他当社が注文を不適当と認めたとき 

 
第２１条（商品の品質について） 

１．当社は、入稿データに基づき商品を制作するものであり、入稿データに瑕疵（情報内

容の誤り等）があった場合であっても、そのことから生じる問題の責任を一切負いま

せん。 

２．当社は、商品の制作にあたり、当社の標準濃度を基準として印刷を行うものであり、

利用契約者が自身のパソコン画面やプリンターで出力した内容での印刷の仕上がりを

保証するものではありません。利用契約者は、商品が、自身のパソコン画面やプリン

ターで出力した色調と異なることを、予め承諾するものとします。 

３．利用契約者は、商品の制作において、第１９条に定める再委託先の仕様に従うことを、

予め了承するものとします。 

 
第２２条（商品の納品） 

１．当社が商品を制作し、次条に基づき配送業者への引渡しが完了するまでの期間（以下 

「差出予定日」といいます）は、本サイト上において、別途定めるものとします。

２．利用契約者は、差出予定日が目安であることあらかじめ承諾しており、差出予定日が 

前後する場合を考慮し、十分な余裕期間をもって注文を行うことを承諾するものとし

ます。 

３．当社は、配送業者へ宛先リストと制作した商品を引渡した後、利用契約者へ差出完了

通知メールを送信するものとし、当該差出完了通知メールの送信をもって商品の納品

とします。 

４．当社は、当社の責めに帰すべからざる事由により所定の期間内に商品を納品できなか 
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った場合であっても、当社に故意または重大な過失がない限り一切責任を負わないも

のとします。 

 
第２３条（発送の差し止め） 

１．利用契約者は、原則として、第２０条第２項に定める注文の確定後は、当該注文の取

消をすることができません。（注文画面にて確認できるキャンセル可能期間内での注文

の取消は可能です。）ただし、入稿データや宛先リストに間違った内容があった場合に

は、キャンセル可能期間を過ぎていても、弊社の承認が得られた場合のみ、キャンセ

ルを行うことが可能です。 

２．前項の、キャンセル可能期間外に注文を取消した場合は、制作した商品を配送事業者

へ引き渡さず、利用契約者宛に弊社指定の方法で発送するものとします。 

３．第１項ただし書きによるキャンセル可能期間外の注文取消しについては、商品代金の

全額及び利用契約者までの送料は、利用契約者の負担とします。 

 
第２４条（商品の価格、仕様等の改定） 

本サイト上に記載される商品の種類、価格または仕様等は、予告なく変更され、また

は取り扱いが 中止される場合があります。 

 

 

第４章 利用料金 

 
第２５条（本サービスの利用料金） 

本サービスの利用料金は、別紙の料金表に定めるとおりとします。 

 
第２６ 条（利用料金等の支払義務） 

１．利用契約者は、前条に定める利用料金及びこれらにかかる消費税等（以下「利用料金

等」といいます）を利用契約等に基づき支払うものとします。 

２．利用契約者は、第１２条第１項に基づき本サービスの提供が停止されたとき、または

第１３条及び第１４条に基づき利用契約を解除したときであっても、前項に基づき利

用料金等の支払いを要します。 

 
第２７条（利用料金等の請求・支払方法） 

１．当社は、利用契約者に対し、毎月、当社が指定する締日における第２２条第３項に規

定する納品した商品の利用料金及び第２３条第３項の金額の合計額に消費税を加算し

た金額を請求します。 

２．利用契約者は、前項の請求額を、当社が指定する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。なお、支払いに要する振込手数料その他の費用は、利用契約

者の負担とします。 

 
第２８条（相殺） 

当社は、利用契約者が当社に支払うべき金銭債務があるときは、本利用規約に基づき、利

用契約者に支払うべき金銭債務と利用料金等の対等額について相殺することができる

ものとします。 
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第２９ 条（延滞利息） 

１．利用契約者は、利用料金等を所定の支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、所定の

支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に年１４．６%の利率で計算した金額を延

滞利息として、利用料金等と一括して、当社が指定する方法で当社が指定した期日ま

でに支払うものとします。 

２．前項の支払いに要する振込手数料その他の費用は、利用契約者の負担とします。 

 
第３０ 条（端数処理） 

１．利用料金の計算は注文単位で計算するものとし、注文単位での計算で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。 

２．利用料金にかかる消費税及び延滞利息の計算においては、前項の注文合計額に法律の

定める消費税率を乗じるものとし、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、

その端数を四捨五入します。 

 

 

第５章 契約者の義務等 

 
第３１条（自己責任の原則等） 

１．利用契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由により第三者に対

して損害を与えた場合、または第三者からクレーム等の請求がされた場合、自己の責

任と費用をもって処理、解決し、当社へ報告するものとします。利用契約者が本サー

ビスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対しクレーム等の

請求を行う場合においても同様とします。 

２．当社は、利用契約者が第三者からクレーム等の請求がされた場合、次の各号のいずれ

かまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。ただし、当社は、利用契約者

の行為または利用契約者から提供を受けた（利用契約者の利用行為とみなされる場合

を含みます）情報（データ、コンテンツを含みます）を監視する義務を負うものでは

ありません。 

（１）第三者からのクレーム等にかかる行為をやめるように要求すること 

（２）第三者との間でクレーム等の解消のための協議を行なうよう要求すること 

（３）利用契約を解除すること 

３．利用契約者は、第三者に対して自己が申込んだ本サービスを再販売または使用を許諾

する等（その契約形態を問いません）して本サービスを利用させた場合には、本利用

規約の適用上、当該第三者の利用行為は利用契約者の利用行為とみなします。当社は、当

該第三者の利用行為に基づき、利用契約等の定めに従い、本サービスの提供停止、損

害賠償請求、利用契約の解約等の措置を講ずるものとします。なお、第三者に対する

本サービスの提供は、利用契約者の責任で提供されるものであり、当社はその内容等

についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についても一切責任も負

わないものとします。 

４．当社は、利用契約者が故意または過失により当社に損害を与えたときは、利用契約者

に当該損害の賠償を請求することができるものとします。 

 
第３２ 条（ユーザーＩＤ及びパスワード） 
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１．利用契約者は、本サービスの提供の開始にあたって付与されたユーザーＩＤ及びパス

ワードを第三者に開示、貸与、共有してはならないとともに、第三者に漏えいするこ

とのないよう厳重に管理（パスワードの適宜変更することを含みます）するものとし

ます。ユーザーＩＤ及びパスワードの管理不備、使用上の過誤、第三者の使用等によ

り契約者または第三者が損害を被った場合であっても、当社は一切の責任を負わない

ものとします。 

２．第三者が利用契約者のユーザーＩＤ及びパスワードを用いて本サービスを利用した場

合、当該行為は利用契約者の行為とみなされるものとし、利用契約者は、かかる利用

についての利用料金等の支払いその他の債務一切を負担するものとします。 

 
第３３条（バックアップ） 

利用契約者は、利用契約者が本サービスにおいて当社に提供する電子データ等につい

ては、利用契約者自らの責任で同一の電子データ等をバックアップとして保存してお

くものとし、利用契約等に基づき当社が電子データ等のバックアップに関するサービ

スを提供する場合を除き、当社は、当該電子データ等の保管、保存、バックアップ等

に関して、一切責任を負わないものとします。 

 
第３４条（利用契約者の遵守事項） 

１．利用契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしないことを確約するもの

とします。 

（１）当社または第三者の著作権、意匠権、商標権、その他一切の財産的または人格

的権利（以下「知的財産権等」といいます）プライバシー権、肖像権その他の

権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為 

（２）本サービスにより利用しうる情報の改ざん、消去その他本サービスの運営を阻

害する一切の行為 

（３）本利用契約に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為（第三者になり

すます行為も含みます） 

（４）第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行

為 

（５）詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為 

（６）公序良俗に反する画像、文書、コンテンツ等を送信する行為 

（７）本サービス用設備もしくは第三者の利用環境に支障を与える行為、または与え

るおそれのある行為 

（８）その他法令に違反、またはそのおそれのある行為 

（９）その他当社が不適切と認めた行為 

２．利用契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、ま

たは該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知する

ものとします。 

３．当社は、本サービスの利用に関して、利用契約者の行為が第１項各号に該当する場合

は、利用契約者に対し、第１項各号に該当する行為をやめるように要求することがで

きます。ただし、当社は、利用契約者の行為または利用契約者が提供する（利用契約

者の利用とみなされる場合を含みます）情報（データ、コンテンツを含みます）を監

視する義務を負うものではありません。 
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第３５条（権利帰属） 

１．本サービス及び本サイトに関する知的財産権等は、すべて当社に帰属し、本利用規約

に定める本サービスの利用は、本サービス及び本サイトに関する当社の知的財産権等

の使用許諾を意味するものではありません。 

２．利用契約者は、入稿データについて、当社に商品を制作させることについて適法な権

利を有していること及び当社、他の利用契約者またはその他第三者の権利を侵害する

ものではないことを保証します。 

 
第３６条（コンテンツの利用等） 

１．利用契約者は、第３項で許容される場合を除き、当社ならびに当社の提携先が提供す

るコンテンツの複写及び複製をしてはならないものとします。 

２．コンテンツの著作権は、当社及び提携先コンテンツ提供会社に帰属します。 

３．利用契約者は、コンテンツを個人の私的複製など著作権による制約を受けない範囲に

おいてのみ使用することができ、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはなら

ないものとします。 

（１）コンテンツそのものについて、第三者に転売、配布、貸与、使用許諾、販売を

目的とした製品を制作するなどの行為 

（２）コンテンツの画像データ（自動的なデータ復元、データ変換処理あるいはトリ

ミング処理のみの状態のものも含みます）の全部または一部を、記録媒体 

（CD-ROM、その他記録媒体）へ複製して、第三者に販売、配布、譲渡貸与、

送信するなどの行為（インターネット等を通じての行為を含みます） 

（３）コンテンツの全部または一部について、第三者に転売、配布、貸与すること、

その他第三者に使用を許諾する行為 

（４）コンテンツの画像データを、特定の個人、団体などへの誹謗、中傷を目的とし

て使用する行為 

（５）コンテンツの画像データを、当該データ含まれる被写体が特定の政治、宗教、

思想団体などに所属し、または特定の政治、宗教、思想を賛否しているような

印象を与えるように使用する行為 

（６）コンテンツの画像データに含まれる被写体について、虚偽の記載をすることや

誤解を与えるように使用する行為 

（７）コンテンツの画像データに含まれる被写体が特定の商品、サービスを利用また

は推奨しているような印象を与えるように使用する行為 

（８）コンテンツの画像データの、被写体のイメージを損なうもの行為 

（９）コンテンツの画像データを企業、団体などのイメージキャラクターとして使用

する行為 

（１０）コンテンツの画像データを公の秩序・善良の風俗という概念から判断して社会的

妥当性をもたない用途で使用する行為 
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第６章 当社の義務等 

 
第３７ 条（善管注意義務） 

当社は、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、利

用契約等に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。 

 
第３８ 条（個人情報の提供及び利用に関する同意） 

１．「個人情報」とは個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他

の記述等により特定の個人を識別出来るもの（他の情報と容易に照合することができ、

それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます）をいいます。 

２．「預託個人情報」とは、前項に規定された個人情報のうち、当社が本サービスの遂行のた

めに預託された以下の情報をいいます。 

（１）本サービス遂行のため、当社が契約者から提供を受けた個人情報 

（２）本サービス遂行にあたり、当社が業務上知り得た上記以外の契約者の個人情報

３．契約者及び当社は、預託個人情報の取扱いについて関係する法令、ガイドライン等を 

遵守するものとします。 

４．契約者は、本サービスを利用するために預託個人情報を当社に開示すること、及び、

当社が預託個人情報を本サービスの遂行に必要な範囲で利用することに同意するもの

とします 

５．当社は、預託個人情報を本サービス遂行に必要な範囲内で適切に取り扱います 

 
第３９条（機密情報等の取り扱い） 

当社は、契約者が希望する場合は、個人情報を含む機密情報の取り扱いについて、別

途機密保持に関する契約を締結するものとします。 

 

 

第７章 損害賠償等 

 
第４０ 条（損害賠償の制限） 

債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービ

スまたは利用契約等に関して当社が利用契約者に対して負う損害賠償の範囲は、当社

の責に帰すべき事由により、または当社が利用契約等に違反したことが直接の原因で

利用契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、当該損害賠償の額は、以下に定

める額を超えないものとします。なお、当社の責に帰すことができない事由から生じ

た損害、ならびに、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、及び逸失

利益について、当社は賠償責任を負わないものとします。 

（１）当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、過去１２ヶ月間に

発生した当該本サービスにかかる平均月額利用料金（１ヶ月分） 

（２）当該事由が生じた月の前月末日から初日算入にて起算して、本サービスの開始

までの期間が１ヶ月以上ではあるが１２ヶ月に満たない場合には、当該期間（１ 

ヶ月未満は切り捨て）に発生した当該本サービスにかかる平均月額利用料金（１ 

ヶ月分） 

（３）前各号に該当しない場合には、当該事由が生じた日の前日までの期間に発生し 
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た当該本サービスに係る平均日額利用料金（１日分）に３０を乗じた額 

 
第４１条（免  責） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する事由により利用契約者が本サービスの利用に

関して被った損害については、債務不履行責任、不法行為責任その他法律上の請求原

因の如何を問わず、賠償の責任を負わないものとします。 

（１）天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力に起因して発生した損害 

（２）利用環境の障害に起因して発生した損害 

（３）本サービス用設備等の瑕疵、不具合に起因して発生した損害 

（４）当社が第三者から導入しているコンピュータウイルス対策ソフトについて、当

該第三者からウイルスパターン、ウイルス定義ファイル等を提供されていない

種類のコンピュータウイルスの侵入に起因して発生した損害 

（５）善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第

三者による不正アクセスまたはアタック、通信経路上での傍受に起因して発生

した損害 

（６）当社が定める手順、セキュリティ手段等を利用契約者が遵守しないことに起因

して発生した損害 

（７）本サービス用設備のうち、当社の製造にかからないハードウェア、ソフトウェ

ア（ＯＳ，ミドルウェア、ＤＢＭＳ等）及びデータベースに起因して発生した

損害 

（８）刑事訴訟法第２１８条（令状による差押え・捜索・検証）、犯罪捜査のための通

信傍受に関する法律の定めに基づく強制処分その他裁判所の命令もしくは法令

に基づく強制処分に起因して発生した損害 

（９）その他当社の責に帰すべからざる事由に起因して発生した損害 

 
以  上  

 
附則 ： この規約は、２０１４年  ２月 １日に施行されました。 

 ： この規約は、２０２２年 １月１４日に改定されました。 

： この規約は、２０２２年 ６月 １日に改定されました。 


