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BestSign電子契約サービス利用規約 

 

はじめに 

BestSign 電子契約サービス利用規約（以下「本規約」といいます。）は、●●株式会社

（以下「当社」といいます。）が BestSign 電子契約サービスの名称で提供するサービス

（第 2 条で「本サービス」と定義するものをいいます。）に関して、当社とサービス利用

企業（第 2 条で定義します。）との間の権利義務関係を定めるものです（本規約に基づく

契約を以下「本契約」といいます。）。 

サービス利用企業は、本規約について同意の上、本サービスを利用するものとし、本規

約に同意する以前に本サービスを利用してはならないものとします。 

 

第 1条（適用の範囲） 

1. 本規約は、当社と、本サービスを利用するすべてのサービス利用企業との間の一切の

関係に適用するものとします。 

2. サービス利用企業は、本規約のほか、当社が別途定めるガイドライン等の個別規定

（以下、「個別規定」といい、本規約と合わせて「本規約等」と総称します。）が存

在する場合、個別規定にも従って、本サービスを利用するものとします。なお、本規

約と個別規定の定めが異なる場合には、個別規定の定めが優先するものとします。 

3. 当社が、ヘルプ、Q&A その他の形で当社のウェブサイト上で本規約等の解釈を公表し

た場合、当該公開以降は当社及びサービス利用企業は、本規約等を当該公表された内

容に従って解釈するものとします。 

 

第 2条（定義） 

本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりとします。 

1. ID 等：ユーザーが本サービスを利用するためのログイン ID 及びパスワードをいいま

す。 

2. 管理者：本サービスの申込み時にサービス利用企業が指定した、サービス利用企業の

役職員による本サービスの利用に関する管理者権限を有し、当社が管理者として登録

したサービス利用企業の役職員をいいます。 

3. 個別契約：当社とサービス利用企業との間の本サービスに係る個別具体的な業務の内

容を定める契約をいいます。 

4. コンテンツ：契約書データ等の、サービス利用企業が当サービスに基づき当社の電子

署名が付されることを希望するデータをいいます。 

5. サービス利用企業：本サービスを利用する企業、組合、個人事業主等をいいます。な

お、第 3 条に関する限り、本サービスの利用を希望する企業、組合、個人事業主等を

含みます。 

6. サービス利用料：本サービス提供の対価を言います。 

7. 電子契約サービス：当社の提供する電子契約サービスをいいます。電子契約サービス

は、いわゆる事業者署名型サービスであり、一方のサービス利用企業が電子契約サー

ビス上にコンテンツをアップロードし、もう一方のサービス利用企業が電子契約サー

ビス上でこれに同意した際に、当社が当社の電子署名（タイムスタンプを含む。以下

同じ。）を付すことで、サービス利用企業間で、コンテンツに関する合意が成立した

事実について証跡を残すことを目的とするものです。 

8. 付随サービス：当社が電子契約サービスに付随して提供するサービスであり、電子契

約導入に関するコンサルティング、電子契約利用推進サポート、電子契約セミナー等

を含むがこれに限られません。 

9. 本サービス：電子契約サービスと付随サービスの総称をいいます。 

10. ユーザー：管理者の管理・監督のもと、当社の定める人数の範囲内で本サービスを利
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用する権限を与えられた、サービス利用企業の役職員をいいます。 

 

第 3条（本契約の成立） 

1.  サービス利用企業が当社ウェブサイトから、本規約に同意すると表明して、本契約を

申込み、当社がこれに対し電磁的に承諾することで、本契約が成立するものとしま

す。 

2.  当社は、サービス利用企業が本規約第 18条第 1項第 4号に違反することを含むがこれ

に限られない当社の任意の判断で、サービス利用企業による本契約の申込みに承諾

するか否かを判断できるものとし、当社による明示の承諾なくして本契約が成立す

ることはないものとします。 

 

第 4条（当社が提供するサービス） 

1.    当社は、サービス利用企業に対し、個別契約に基づき、以下を含むがこれらに限ら

れない本サービスを提供します。 

(1) 本契約及び個別契約の規定に従うことを条件として、サービス利用企業が電子契

約サービスを利用することに関する非独占的利用権の設定 

(2) 本契約及び個別契約の規定に従うことを条件として、サービス利用企業が前号に

よるサービス利用企業自身の電子契約サービスの利用に係る、当社の電子署名が

付されたコンテンツのダウンロードを可能とすること 

(3) 付随サービス 

(4) 前各号を実施するためのダッシュボードその他のソフトウェア、ウェブサイト等

に関する非独占的利用権の設定 

(5) 上記各号に付帯又は関連する業務 

2. サービス利用企業は、当社に対し、法令等に抵触する可能性のある業務（違法なコン

テンツに関する電子契約サービスの利用を含むがこれに限られません。）を委託する

ことはできず、また実施の委託を受けた業務について当社が法令等に違反すると判断

した場合には当該対象業務の受託を断ることができるとともに、当該時点までに当社

で発生した工数に対する対価をサービス利用企業に対して請求できるものとします。

この場合、第 17条の定めにかかわらず、サービス利用企業は当社に対して損害の賠償

を請求することはできません。 

 

第 5条（電子契約サービス） 

1.  当社は、電子契約サービスが社会通念上コンテンツに関する合意の成立の証跡として

合理的なものとなるよう努めます。もっとも、電子契約に関係する法令の状況はめ

まぐるしく変化していることから、当社は、裁判所、行政機関、他企業その他の第

三者が、サービス利用企業が電子契約サービスを利用して残したコンテンツについ

て合意が成立していたと認めることを保証するものではありません。 

2.  本規約最終改訂日時点（改訂がなければ制定日時点）において、「利用者の指示に基

づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関

する Q&A（電子署名法 2 条 1 項に関する Q&A）」「利用者の指示に基づきサービス提

供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関する Q&A（電子署

名法 3 条に関する Q&A）」等の最新の政府見解を前提とすれば、電子契約サービスを

サービス利用企業が利用する利用態様によっては、電子署名及び認証業務に関する

法律（以下「電子署名法」という。）第 3 条に基づく電磁的記録の真正な成立の推

定がなされる可能性があるものの、裁判所の有権解釈を経ていないことから、当社

は、電子契約サービスに関する電子署名法の適用について一切保証するものではあ

りません。 

3.  サービス企業及びユーザーが、本規約第 18条第 1項第 4号を含む本規約に同意して自
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社及び自己に関する情報を当社に提供することを通じ、サービス企業及びユーザー

本人である旨の表明を行うことをもって、当社が本契約上求められている本人確認

の義務を尽くしたものとします。当社は、疑問を持った場合その他の場合に、サー

ビス企業及びユーザーに追加的情報の提供を要求する権限を有し、また、サービス

企業及びユーザーはこれに協力する義務を負うものの、当社はかかる権限を行使す

る義務を負わないものとします。その結果として、コンテンツに関する合意の当事

者とされる者と実際に当該コンテンツに関し、電子契約サービスを利用したサービ

ス利用企業が一致しない事態や、コンテンツに関する合意締結権限を有さないユー

ザーが合意締結権限を有することを装う事態が発生しても、当社は何らの責任をも

負わないものとします。 

 

第 6条（個別契約） 

1. 当社は、サービス利用企業に対し、予め業務範囲（業務内容を含みます）、仕様、サ

ービス提供方法（時期・場所・期間）、納品物の有無、完了確認方法、サービス利用

料、サービス利用料の決済方法・支払時期その他の本サービスの遂行に必要な詳細な

取引諸条件等を示すものとします。 

2. サービス利用企業は前項で示された内容と同一の内容で発注する旨を電磁的方法で

（又は当社が書面の発注書の利用を認める場合には書面の発注書の形式で）当社に送

付することをもって前項の業務範囲の本サービスの遂行を委託するものとし、当社が

発注請書その他の方法で受託したことをもって、前項の業務範囲の本サービスにかか

る個別契約が成立するものとします。なお、送金手数料等は、サービス利用企業の負

担とします。 

3. 個別契約の有効期間は、個別契約で定めるものとします。 

4. 個別契約の取引諸条件に変更が生じる場合、サービス利用企業及び当社は協議して書

面により個別契約を変更することができるものとします。 

5. 個別契約の定めと本規約等の定めが矛盾抵触する場合、個別契約が優先するものとし

ます。 

 

第 7条（提供完了及び納品） 

1. 電子契約サービスに関する限り、当社は、双方のサービス利用企業が、電子契約サー

ビスを利用して電磁的方法で特定のコンテンツに関し、合意の成立の意思を表明した

こと、及びこれが個別契約の範囲内であることの双方を確認した日の翌営業日まで

に、当該コンテンツに関する合意成立の証跡を残すため、当社の電子署名を付すこと

とし、かかるコンテンツを双方のサービス利用企業がダウンロード可能なようにし、

これをもって電子契約サービスの提供が完了したものとします。サービス利用企業

は、これを速やかにダウンロードしなければなりません。なお、当社は、電子契約サ

ービスの提供完了後も、本契約継続中は、サービス利用企業が過去 60ヶ月間の間に提

供を受けた電子契約サービスにかかるコンテンツを引き続きダウンロードできるよう

努めるものとしますが、有料の契約保管サービスに別途合意した場合を除き、ダウン

ロード可能な期間につき一切保証しないものとし、当社による削除ににつき当社は責

任を負わないものとします。 

2. 付属サービスについては、次項に定めるものを除き、前条の個別契約にて合意した提

供完了予定日又は別途当社とサービス利用企業間で合意した日に付属サービスの提供

が完了したものとします。 

3. 当社は、付属サービスのうち、納品物が予定されている業務については、提供完了予

定日までに実施し、かつ個別契約で成果物が定められている場合には、その成果物を

納品するものとします。 

4. 当社は、当社の責によらない納品の遅れその他本サービス提供の遅れについて一切の
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責任を負わないものとします。サービス利用企業の責に帰する納品の遅れ又は当社の

本サービス提供の遅れが生じた場合、サービス利用企業及び当社が事前に合意した提

供完了予定日に、当社がサービス利用企業に対する本サービスの提供（成果物の納品

が含まれる場合には納品を含む。）を完了したものとみなします。 

 

第 8条（完了確認） 

1. サービス利用企業は、前条各号に基づき本サービスの提供が完了してから 1 週間以内

に完了確認を行い、個別契約に相違なければ、当社に完了確認の旨を通知し、かつ、

検収書を当社に送付するものとします。 

2. サービス利用企業が前項の期間内に、前項の定める方法による完了確認手続が当社に

対して行わず、かつ、書面による異議の申し出も当社に到達しない場合は、前項の完

了確認を行ったとみなします。 

3. 前 2 項の定めにかかわらず、電子契約サービスに関しては、当社のログ上で、コンテ

ンツに当社の電子署名を付し、これをダウンロード可能とした旨が記録されたことを

もって、完了確認に代えるものとします。当社はかかるログ（コンテンツのファイル

名は含みますが、コンテンツそのものを含みません）を電子署名から 1 年間又は本契

約終了までのいずれか早い方の時点まで保管し、サービス利用企業の要求に応じて開

示しますが、それ以降は当社においてかかるログを任意に削除することができるもの

とします。 

 

第 9条（経費） 

1. サービス利用企業は、第 6 条の個別契約で定めるサービス利用料に加え、本契約の履

行において当社に発生する交通費、宿泊費等の経費（以下総称して「諸経費」とい

う。）を負担することとします。当社が諸経費を立替払いした場合、サービス利用企

業は、当社に対し、実費相当額を支払うものとします。 

2. サービス利用企業は、前項で定める諸経費を個別契約で定めるサービス利用料の支払

い方法及び第 6条に準じて支払うものとします。 

 

第 10条（当社の責任） 

1. 当社の本サービスに債務不履行が存在した場合、サービス利用企業は書面で是正を求

めるものとし、当社は遅滞なく対応するものとします。なお、かかる書面での是正要

求は、業務提供完了日から 1年以内に行わなければならないものとします。 

2. 前項の責任は当社のサービス利用企業に対する本サービスに関する全ての責任としま

す。 

3. 第 1 項の不具合その他の債務不履行がサービス利用企業の責めに帰すべき事由による

場合、不可抗力による場合、その他当社の責めに帰すべき事由によらない場合、サー

ビス利用企業は第 1項の是正要求その他当社の責任を追及することができません。 

 

第 11条（本サービスの仕様変更） 

当社は、サービス環境の変化（電子契約に関する法令の改正や政府見解の変化を含みま

すがこれに限られません）、本サービスの不具合の修補、本サービス利用上の不都合又は

相当数のサービス利用企業からの要請等により、サービス利用企業への事前の通知なく本

サービスの仕様を変更する場合があるものとし、サービス利用企業はこれを予め承諾しま

す。その場合には、当社は第 27条に準じた措置を講じます。 

 

第 12条（利用 ID・パスワード及び本人確認） 

1. サービス利用企業は、個人情報保護及びセキュリティ保持の必要上、本サービスを利

用する管理者及びユーザーの ID等について厳重な管理義務を負い、第三者（なお、退
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職後の役職員等も「第三者」に含まれるものとします。）に ID等を譲渡・貸与・開示

等をしてはならず、また、サービス利用企業内において、各管理者及びユーザーの行

為に対応した権限を有する者（当該権限に決裁等の手続上の制約が課されている場合

には、当該手続が完了していることを含みます。以下同じ。）のみが管理者及びユー

ザーとして本サービスを利用することを徹底するものと、決して、各管理者及びユー

ザーの行為に対応した権限を有する者ではない者が、管理者及びユーザーとして本サ

ービスを利用する事態が発生させてはならないものとします。 

2. サービス利用企業は、サービス利用企業の管理者、ユーザーその他の役職員をして、

前項の義務を遵守させるものとします。当社は、サービス利用企業の管理者、ユーザ

ーその他の役職員がかかる義務に違反した場合は、サービス利用企業が本規約に違反

したものとみなすものとし、サービス利用企業はこれに同意するものとします。 

3. 当社は、サービス利用企業の管理者又はユーザーの ID等の認証時点からログアウトま

での一連の行為を、サービス利用企業の権限ある管理者又はユーザー本人からのアク

セスとみなし、サービス利用企業の権限ある管理者又はユーザー本人の行為として取

り扱うことができるものとします。 

4. サービス利用企業は、サービス利用企業の管理者又はユーザーの ID等が第三者に流出

漏洩し、又は第三者により不正に利用され又はそのおそれがあることを知った場合、

直ちに当社に通知し、当社の指示に従うものとします。ただし、本項に基づく義務の

履行は、サービス利用企業の責任を減免するものではないものとします。 

5. 当社は、本契約が終了した場合、管理者又はユーザーからの依頼があった場合、第 18

条に定める場合その他合理的に必要がある場合においては、ID 等を無効化することが

できるものとします。 

 

第 13条（知的財産権） 

1. 本サービスに関する一切の著作権（著作権法 27 条及び 28 条に規定する権利を含みま

す。）、特許権、商標権その他の知的財産権（登録等を出願する権利を含みます。）

は、当社に帰属するものとし、サービス利用企業は本サービスを逆アセンブル、逆コ

ンパイル、リバースエンジニアリング、複製、変更、改変等しないものとます。ただ

し、サービス利用企業又はサービス利用企業から委託を受けた第三者が作成したコン

テンツについては、この限りではありません。 

2. サービス利用企業は、当社がウェブサイトの宣伝、プロモーション等の広報営業活

動、又は本サービスの円滑な提供、改良、メンテナンスを行うために必要な範囲内に

おいて、サービス利用企業の商号、商標、コンテンツ等を利用（著作権法 27条及び 28

条に規定する権利を含み、当社が指定する第三者への利用許諾を含みます。）するこ

とを、本契約の締結をもって、当社に対し、無償で、期間及び地域の限定なく、非独

占的に許諾するものとし、サービス利用企業は当社及び当社の指定する者に対して著

作者人格権を行使しないものとします。 

 

第 14条（当社の免責） 

1. 当社は、天災地変その他不可抗力（回線の輻輳、回線の障害、サーバダウン等を含み

ますが、これらに限られません。）により生じた損失につき、何らの責任も負わない

ものとします。 

2. 当社は、サービス利用企業又は第三者の責めに帰すべき事由により生じた損失（①ウ

イルス又はハッキングによるサーバダウン、サービス障害、データの流出、損壊及び

誤った情報の掲載、②サービス利用企業の操作ミスによるデータの流出、損壊、採用

機会の喪失、及び③サービス環境の変化を含みます。）につき、何らの責任も負わな

いものとします。 

3. 当社は、当社以外の者（サービス利用企業、管理者、ユーザーを含むがこれらに限ら
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れません。）が表明する情報の真実性、最新性、確実性等につき一切保証しないもの

とします。とりわけ、第三者を騙って不正に契約を締結し、詐欺等を働く際に電子契

約サービスを利用する者が存在する可能性がありますので、 

4. 当社は、サービス利用企業と他のサービス利用企業又はサービス利用企業とサービス

利用企業自身の管理者若しくはユーザーとの間に生じた一切のトラブルについて、何

らの責任も負わないものとします。万一、これらの者の間に紛争等が発生し、当社が

直接これにやむを得ず対応した場合、サービス利用企業は、当社に発生した損害、費

用（合理的な弁護士費用を含みます。）等の一切を補償するものとします。 

 

第 15条（保守作業等による本サービス運営の一時的な停止） 

1. 当社は、次の各号に該当する場合にはサービス利用企業への事前の通知や承諾なし

に、本サービスの一時的な運営の停止を行うことがあり、サービス利用企業は、これ

を予め承諾します。 

1 本サービスにかかるサーバの保守又は本サービスについて仕様変更もしくはサー

ビスの瑕疵の修補等を行う場合 

2 天災地変、疫病その他非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあり、又は

法令等の改正・成立により本サービスの運営が困難又は不可能になった場合 

3 その他当社がやむを得ない事由により本サービスの運営上一時的な停止が必要と

判断した場合 

2. 前項に定める本サービスの一時的な運営の停止により、本サービスの提供に遅れが生

じても、当社は、何らの責任も負わないものとします。 

 

第 16条（秘密情報及び個人情報の管理） 

1. サービス利用企業は、本サービスの利用の検討又は本サービスの利用を行うにあたっ

て、知り得た秘密情報（本サービスに関する情報・しくみ・ノウハウ・プログラムソ

ース等を含みますがこれらに限られません。以下同じ。）及び個人情報を、本サービ

スの享受又はそれに付随する目的にのみ使用するものとし、その他の目的（商業目的

であるか否かは問いません。）に一切使用しないものとします。 

2. サービス利用企業は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他

の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなりません。 

3. サービス利用企業は、秘密情報及び個人情報を機密として厳重かつ適正に取り扱うも

のとし、第三者に開示又は漏洩しないものとします。 

4. サービス利用企業は、当社から要求があった場合又は本契約が終了した場合、直ち

に、本サービスに関して知り得たすべての秘密情報及び個人情報を当社に返却、又は

情報漏洩に十分に配慮した方法で廃棄します。なお、本契約が終了した場合も同様と

します。 

5. 第 17条の定めにかかわらず、サービス利用企業が本条の規定に違反した場合（サービ

ス利用企業が第三者に対して秘密情報又は個人情報を漏洩する場合を含みますが、こ

れに限られません。）、当社は、サービス利用企業に当該違反に起因して発生した損

害の賠償を請求するとともに、サービス利用企業が得た利益相当額を当社に引き渡す

ように請求することができます。また当社はそれらに代え、又はそれらとともに当該

損害を回復するために必要な措置を講じることを請求することができます。 

6. サービス利用企業が本条の規定に違反し、又は違反するおそれのある場合、当社は、

当該違反の停止又は予防をサービス利用企業に対して要請することができます。 

7. 前各項の定めににかかわらず、サービス利用企業は、電子契約サービスに関してダウ

ンロードした当社が電子署名をしたコンテンツを、当該コンテンツに関する合意が成

立した事実について証跡を示す目的を持ち、かつ、電子契約サービスからダウンロー

ドしたそのままの状態で利用する場合に限り（すなわち、内容を変更、改竄、改変等
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しない場合に限り）、その範囲内で裁判所又は行政機関への提出その他の態様で開示

することができ、かかる開示は本条の違反とみなされないものとします。 

 

第 17条（損害賠償） 

当社及びサービス利用企業は、本規約等の他の規定による特段の定めがない限り、本規

約等に違反し、これにより相手方に損害が生じた場合、相手方に対し、直接かつ現実に生

じた損害を賠償する義務を負います。ただし、いかなる場合でも、当社に故意又は重大な

過失がある場合を除き、当社のサービス利用企業に対する賠償額は原因発生日から遡って

6 カ月間にサービス利用企業が当社に現実に支払ったサービス利用料相当額を上限としま

す。 

 

第 18条（禁止事項） 

1. 当社は、サービス利用企業の次の各号に該当する行為を禁止します。これらに該当す

る、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合、サービス利用企業への通知も

しくは承諾なしに直ちに本サービスの提供を停止し、また本契約を解除することがで

きるものとします。 

1 本規約等、本契約又は個別契約に違反する行為 

2 電子契約法、個人情報保護法その他法令又は公序良俗に違反する行為 

3 違法行為・犯罪行為・反社会的行為を暗示・誘発・助長・推奨等する行為 

4 虚偽、不完全、不正確な情報を当社に提供し、又は本サービスを通じて第三

者（他のサービス利用企業、管理者、ユーザーを含むがこれに限らない。）

の閲覧に供する行為。とりわけ、他の法人又は自然人になりすまして当該法

人又は自然人が当事者となるコンテンツに関する合意が成立したことの証跡

を電子契約システム上で残そうとする行為、又は特定の法人に所属していて

もコンテンツに関する合意締結権限を有しないにもかかわらず、コンテンツ

に関する合意が成立したことの証跡を電子契約システム上で残そうとする行

為。 

5 巨大なファイルその他の当社が別途定める要件を満たさないファイルをアッ

プロードする行為 

6 当社が電子署名をしたコンテンツを変更、改竄、改変する行為（なお、当社

の電子署名のない、サービス利用企業がアップロードした元のコンテンツ自

体の変更そのものはただちに本号には該当しません。） 

7 コンピュータウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載

する行為 

8 当社のサービスの運営を妨害し、又は当社の信頼を毀損するような行為 

9 他人名義、有効期間切れその他制限が課されたもしくは虚偽の ID等を使用し

て本サービスを利用する行為 

10 本サービスの利用権を現金、財物その他の経済上の利益と交換する行為 

11 チートツールその他の技術的手段を利用して本サービスを不正に操作する行

為、本サービスの不具合を意図的に利用する行為、本サービスのサーバ又は

ネットワークシステムに支障を与える行為その他本サービスの運営に支障を

与える行為 

12 リバースエンジニアリング、逆アセンブルその他の方法でソースコードを解

読する行為 

13 第 1号から第 12号までのいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為 

14 その他当社が合理的な根拠に基づき本サービスの提供を継続することが不適

切であると判断する行為 

2. 当社は、サービス利用企業が次の各号の一に該当するときには、何ら事前の催告を要
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することなく、サービス利用企業に対し通知することにより、即時に本契約又は個別

契約の全部又は一部を解除することができます。 

1 本規約等、本契約又は個別契約に違反したとき 

2 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、又は破産、民事再生、特

別清算、会社更生を自ら申立て若しくは申し立てを受けたとき 

3 手形・小切手の不渡り処分を受け、又はその他支払い停止となったとき 

4 営業を廃止したとき、又は清算手続に入ったとき 

5 1週間以上連絡が取れないとき 

6 その他本規約等に定める事項を遂行できる客観的見込みがないとき 

 

第 19条（反社会的勢力の排除） 

1. 当社及びサービス利用企業は次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該

当しないことを誓約します。 

1 暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力

集団等もしくはそれらの構成員等もしくはこれに準ずるもの(以下｢反社会的勢力

等｣といいます。)又は反社会的勢力等でなくなったときから 5 年を経過しない者

であること 

2 反社会的勢力等に資金提供、便宜の供給等を行っていること 

3 自ら又は第三者を利用して、他者に対して、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用

いていること 

2. 当社及びサービス利用企業は、相手方が前項の規定に違反した場合、何ら事前の催告

を要することなく、相手方に対し通知し、即時に本契約を解除することができます。 

3. 当社及びサービス利用企業が前項の規定により契約を解除した場合には、解除により

相手方に生じた損害の一切について賠償する義務を負わないものとします。 

 

第 20条（契約期間） 

本契約の有効期間は、本契約成立日から１年間とします。この有効期間の終期の 1 ヶ月

前の日までにサービス利用企業も当社もいずれも相手方に不更新を書面で通知しない限り、

本契約はそのままの内容で自動的に延長されるものとします。なお、サービス利用企業が

当社所定の解約手続を完了しない限り自動的に更新される本サービスが存在します。 

 

第 21条（契約終了後の措置） 

1. 本契約が終了した場合、サービス利用企業は、本サービスの利用を直ちに中止するも

のとし、本規約等又は個別契約で特段の定めがない限り当社が求めた場合には当社が

提供したデータを返還するものとします。 

2. 本契約終了後においても、第 4条、第 5条、第 7条、第 8条、第 9条、第 10条、第 12

条、第 13条、第 14条、第 15条、第 16条、第 17条、第 18条、第 19条、本条、第 24

条、第 25条及び第 28条は有効に存続します。 

 

第 22条（通知・連絡等） 

1. 本サービスに関して当社からサービス利用企業に対してなされる通知・連絡等はサー

ビス利用企業担当者に対する電子メールその他当社が定める方法によるものとしま

す。 

2. サービス利用企業は、本サービスの利用申込時に当社に提供したサービス利用企業の

名称、商号、連絡先、代表者、管理者、及び管理者のメールアドレスその他の情報

（以下「登録情報」といいます。）に変更があった場合、遅滞なく当社まで書面で通

知するものとします。 

3. サービス利用企業が前項に定める通知を怠ったために当社からサービス利用企業に対
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する通知・連絡等が遅延又は不着となった場合、当該通知・連絡等は、通常到達すべ

き時に到達したものとみなし、当社は遅延・不着に関し一切責任を負わないものとし

ます。 

 

第 23条（再委託） 

1. 当社は、本サービスの全部を一括して第三者に再委託する場合には、当社のグループ

会社に対する再委託を除き、サービス利用企業の書面による事前の承諾を得るものと

します。 

2. 当社が本サービスの全部又は一部を第三者に再委託する場合でも当社はサービス利用

企業に対して本サービスに関する全責任を負い続けるものとします。 

 

第 24条（サービス利用企業における操作等の委託） 

サービス利用企業は、本サービス上の操作・業務を当社の事前の書面（FAX、電子メー

ルを含みます。以下同じ。）による同意なく第三者に委託することができないものとしま

す。当社の同意により委託をする場合も本契約と同等の義務を当該第三者に負わせるもの

とします。ただし、それによりサービス利用企業の責を免れるものではありません。 

 

第 25条（権利義務等の譲渡） 

1. サービス利用企業は、本契約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面

による承諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものと

します。 

2. 当社は、本サービスに関する事業を事業譲渡その他の事由により第三者に承継させる

場合には、当該事業の承継に伴い、本契約上の地位、本契約に基づく権利、義務及び

サービス利用企業の登録情報その他の情報を当該事業の承継人に譲渡することができ

るものとし、サービス利用企業は、かかる譲渡について本項において予め同意するも

のとします。 

 

第 26条（規約の変更） 

1. 当社は、当社が変更をサービス利用企業に事前に通知（当社ウェブサイト上に提示し

た場合を含みます。）することで、本規約等を変更することができます。 

2. サービス利用企業が本規約等の変更に同意しない場合は、前項の通知後、1 週間以内

に書面にて当社に対して通知しなければならず、その場合には、書面による通知がさ

れた月の末日で本契約及び全ての個別契約は終了します。但し、その場合でも、サー

ビス利用企業は既に当社に依頼した個別契約にかかる本サービスの対価の支払い義務

を免れる事はできません。 

3. 当社が本条第 2 項に定める本規約等の変更を承諾しない旨の通知を受領した場合を除

き、サービス利用企業が本サービスの利用を継続した場合、サービス利用企業は通知

日にさかのぼって変更後の本規約等を承認したものとみなし、当社が設定し、サービ

ス利用企業に対して通知した当該変更条件適用開始日をもって当該変更が効力を有す

るものとします。 

 

第 27条（準拠法と合意管轄） 

本規約等は日本法を準拠法とし、当社とサービス利用企業は本契約に関して生じる一切

の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意す

るものとします。 

 

第 28条（協議） 

 本規約に定めのない事項及び本規約の内容の解釈について疑義の生じた事項については、
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サービス利用企業及び当社は誠意をもって協議し、これを解決するものとする。 

 

 


