
1 

サービス利用規約

この利用規約（以下「本規約」といいます。）は、株式会社デジサーフ（以下「当社」といいます。）が

このウェブサイト上で提供する施設の利用予約業務等に関するサービスの利用条件を定めるものです。

登録ユーザーの皆様には、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。

第１章 総則

第 1 条（適用） 
本規約は、ユーザーによる本サービスの利用に関する当社とユーザーとの間およびユーザー同士の一

切の関係に適用されるものとします。

第 2 条（定義） 
1. 本規約において「本システム」とは、当社が提供するインターネット受付方式による施設予約シス

テム「デジキュー」をいい、理由の如何を問わず当該システムの名称又は内容が変更された場合

は、当該変更後のシステムを含みます。

2. 本規約において「本サービス」とは、当社が提供する本システムおよび本システムを利用するため

の諸サービスをいいます。

3. 本規約において「本サイト」とは、本サービスにかかるインターネットウェブサイトをいいます。

4. 本規約において「登録希望者」とは、本サイトにおいて本サービスの利用を希望し、当社に利用登

録の申請を行っている者をいいます。

5. 本規約において「ユーザー」とは、当社が登録希望者の利用を認め、本サービスに登録した者をい

います。

6. 本規約において「ユーザー情報」とは、ユーザーが本サービスの利用を申請する際に、当社に提供

したユーザーおよびユーザーが運営する施設に関する情報をいいます。

7. 本規約において「登録施設」とは、ユーザーが本サービスに登録した施設をいいます。

8. 本規約において「事前申込者」とは、本サービスを利用し登録施設利用の予約を行った者であっ

て、利用日より前に登録施設の利用代金の決済を行った者をいいます

9. 本規約において「利用者」とは、登録施設を利用する者をいいます。

10. 本規約において「個人情報」とは、生存する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することができるもの（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することができることとなるものを含みます）をい

います。

第 3 条（利用登録） 
1. 登録希望者が当社の定める方法によって利用登録を申請し、当社がこれを承認することによって、

利用登録が完了し、当社とユーザーとの間で本サービスの提供に関する契約（以下「本契約」とい

います。）が締結されるものとします。
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2. 当社は、利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合、利用登録の申請を承認しないこと

があります。また、当該理由については一切の開示義務を負わないものとします。

(1) 利用登録の申請に際して提供した届出事項（第 4 条に定めます。）に、虚偽、誤記又は記載漏

れがあった場合

(2) 本規約に違反したことがある者からの申請である場合

(3) ユーザーが本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合

(4) 以前に登録を抹消されたことのあるユーザーまたは登録施設にかかる申請である場合

(5) 以前に本サービスの利用を制限または停止されたことのあるユーザーまたは登録施設にかか

る申請である場合

(6) ユーザーが反社会的勢力（第 23 条において定めます。以下同様。）である場合若しくは資金

提供その他を通じて反社会的勢力の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社

会的勢力との何らかの交流若しくは関与を行っている場合、又はそのおそれがあると当社が

判断した場合

(7) その他、当社が利用登録を相当でないと判断した場合

第 4 条（届出事項の変更） 
ユーザーは、その氏名・名称、住所・所在地、連絡先、登録施設の名称又はその所在地、支払先口座そ

の他当社の定める利用登録申請時の記載項目（以下「届出事項」といいます。）について変更があった

場合、速やかにその旨を次条の定めに従って当社に通知又は連絡するものとします。これを怠ったこ

とによってユーザーが損害を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。

第 5 条（通知又は連絡） 
1. 当社からユーザーへの通知又は連絡は、ユーザーが届け出た連絡先（電子メールアドレス又は所在

地）に通知（電子メールの送信又は郵送）する方法、または本サイト上に表示する方法のうち当社

が適切と判断した方法により行うものとします。

2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が決定した場合、遅滞なく適切な方法によりユーザー

に通知又は連絡します。

(1) 登録希望者に対する承認もしくは承認拒絶

(2) 本サービスの内容の変更（サービス、機能の追加、変更又は削除等）

(3) 本規約の変更

(4) 本サービスの提供中止

(5) 本サービスの提供終了

(6) 本規約に定めのある場合

(7) その他、当社がユーザーへの連絡が必要であると判断する事由が発生した場合

3. 前項の通知は、当社が別途定める場合を除き、当社がユーザーに対し発信した時点、又は本サイト

上に表示された時点のいずれか早い方の時点において、通知したものとみなします。

4. ユーザーから当社への連絡は、当社所定のお問合せフォームから、又は本規約末尾に記載するお問

合せ用メールアドレスに行うものとします。当社は、お問合せフォーム又は問合せ用メールアドレ
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ス以外からの連絡については、対応いたしません。

第 6 条（通信環境） 
1. ユーザーは、本サービスの利用にあたって必要となる通信機器、ソフトウェア、その他これらに付

随する設備の設置及びインターネット接続サービスへの加入等について、自己の費用と責任にお

いて行うものとし、これらの不存在又は不具合によってユーザーが本サービスを受けられなかっ

たとしても、当社は何ら責任を負いません。

2. 当社は、ユーザーが本サービスを利用するためのネットワーク通信を行うことができる動作環境

にあることを何ら保証しません。

3. ユーザーが、当社の設備又は本サービスの不具合を発見したときは、速やかに当社にその旨通知す

るものとします。

第２章 情報管理

第 7 条（ユーザーID 及びパスワードの管理） 
1. ユーザーは、自己の責任において、本サービスのユーザーID 及びパスワードを管理するものとし

ます。

2. ユーザーは、いかなる場合にも、ユーザーID 及びパスワードを第三者に譲渡又は貸与することは

できません。当社は、ユーザーID とパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされ

た場合には、そのユーザーID を登録しているユーザー自身による利用とみなします。

3. ユーザーID 及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等の場合において、ユー

ザーに何らかの不利益が生じたとしても、当社は何らの責任を負いません。

第 8 条（情報の管理） 
1. ユーザーは、本サービスを通じて本サイトに表示されるユーザー情報の内容について、自ら責任を

負うものとします。また、ユーザーは、ユーザー情報について、自らが本サイト上に表示すること

について適法な権利を有していること及びユーザー情報の表示により当社又は第三者の権利を侵

害するものではないことを保証します。

2. ユーザーは、ユーザー情報にかかる知的財産権を、本サイト表示後も引き続き保有します。当社

は、本サービスの運営のために必要な範囲に限って、ユーザー情報を使用（加工、抜粋、簡略化、

複製、翻案、公衆送信及びそのために必要な送信可能化を含み、これに限りません。）することが

できるものとし、ユーザーは本規約に同意することによってこれらを無償にて許諾することとし

ます。

3. ユーザーは、当社並びにユーザー情報に関し当社より正当に使用する権利を取得した第三者及び

当該第三者から権利を承継した者に対し、著作者人格権（著作権法第 27 条および第 28 条に定め

る権利を含むが、これに限らない）その他の権利を行使しないことに同意します。

4. 当社は、以下のいずれかに該当し又は必要な調査をしたうえで該当すると合理的に判断した場合

は、事前に通知することなく、ユーザー情報の全部又は一部もしくはユーザーの利用履歴または施
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設の利用状況等その他当社が保有する情報を閲覧、保存、復元し、又は第三者へ開示することがあ

ります（以下「閲覧等」といいます。）。なお、当社は上記判断に関する理由を開示する義務は負い

ません。

(1) ユーザーの同意を得たとき

(2) 当社が閲覧等の同意を求める申入れをユーザーに行なってから 7 日以内に、当該ユーザーか

らの回答がなかったとき

(3) 裁判所、行政機関、捜査機関等の公的機関から閲覧等の要請を受けたとき

(4) 法律に従い閲覧等の義務を負うとき

(5) ユーザーが本規約に違反したとき

(6) ユーザー又は第三者の生命・身体・その他重要な権利を保護するために必要なとき

(7) 本サービスのメンテナンスや技術的不具合解消のために必要があるとき

(8) 上記各号に準じる必要性があるとき

5. 当社は、以下のいずれかに該当し又は必要な調査をしたうえで該当すると合理的に判断した場合、

事前に通知することなく、ユーザー情報について、その全部若しくは一部を削除し、又は公開・掲

載を一時停止することができます（以下「削除等」といいます。）。当社は、削除されたユーザー情

報について、当該ユーザー情報の復旧を含めて、一切責任を負わず、また、上記判断に関する理由

を開示する義務は負いません。

(1) ユーザーの同意を得たとき

(2) 当社が削除等の同意を求める連絡をユーザーに行なってから 7 日以内に、当該ユーザーから

の回答がなかったとき

(3) 裁判所、行政機関、捜査機関等の公的機関から削除等の要請を受けたとき

(4) 法律に従い削除等の義務を負うとき

(5) ユーザーが本規約に違反したとき

(6) ユーザー又は第三者の生命・身体・その他重要な権利を保護するために必要なとき

(7) 本契約が終了したとき

(8) 本サービスが変更、中断、終了等したとき

(9) 上記各号に準じる必要性があるとき

6. 前二項の規定は、当社に対し、同項がそれぞれ定める措置をとる義務を課すものではありません。

7. 本条の規定に従い、当社がユーザー情報を閲覧等又は削除等し、又はユーザー情報を閲覧等又は削

除等しなかったことにより、ユーザー又は第三者に損害が発生したとしても、当社は一切その責任

を負いません。

第 9 条（個人情報の管理） 
1. 本サービスの提供に関して取得するユーザー及び利用者の個人情報は、当社に帰属するものとし

ます。

2. 当社は、取得したユーザー及び利用者の個人情報を法令及び当社のプライバシーポリシーに従っ

て取り扱うものとし、ユーザーは当該プライバシーポリシーの内容を予め承諾するものとします。 
3. ユーザーは、本サービスを利用するに関して当社から委託された個人情報、および本サービスを通
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しユーザーが利用者から取得した個人情報について、次の定めに従って取り扱わなければなりま

せん。

(1) 法令の定めを遵守すること

(2) 取扱責任者を設定して、その者の指揮のもとに個人情報を適切に保護すること

(3) 個人情報の漏洩、毀損および滅失等の防止その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切

な措置を講じること

(4) 当社が利用者から個人情報を取得したときに利用者から承諾を得た目的以外の目的での使用

はしないこと

(5) 事前に当社の書面による承諾なく、個人情報を複写、複製、改変または変換しないこと

ただし、本サービスの利用に必要な場合であって、そのために最も適切な方法である場合を除

く

(6) 本サービスが終了したとき、または当社から要求があったときは、直ちに個人情報を削除する

こと

3. 当社は、本サービスの利用にかかるユーザーによる個人情報の使用または管理等の状況について、

いつでもユーザーに対して書面における報告を要求することができます。ユーザーはやむを得な

い場合を除き、これに協力しなければなりません。

4. 当社は、ユーザーと事前協議したうえで、個人情報の使用または管理等の状況について調査する

ため、ユーザーの事務所等に立ち入ることができるものとします。

5. 当社は、前 2 項の結果、ユーザーによる個人情報の使用または管理についての改善を申し入れる

ことができるものとします。改善申し入れ後において、当社とユーザーは協議して改善方法を決

定するものとし、ユーザーはこれを遂行しなければなりません。

6. ユーザーは、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、個人情報の取得、使用または管理

の全部又は一部を第三者に委託してはいけません。ただし、当社の承諾がある場合であっても、

二段階以上の委託はできないものとします。また、当社の承諾に基づき第三者に委託する場合に

おいて、ユーザーは第三者に対してユーザーと同種同等の責任及び義務を課さなければなりませ

ん。なお、当社の同意及び第三者への委託があったとしても、本規約にかかるユーザーの責任及

び義務を免れるものではありません。

7. ユーザーにおいて、個人情報に対する不正アクセスまたは個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏洩、

盗用、毀損等の事故が発生し、またはそのおそれがあるときは、ユーザーは直ちに当社に対して

その旨の報告をし、直ちに応急処置を講じなければなりません。また、ユーザーは当該措置を講

じた後に、速やかに当社に対して措置の内容、経過、再発防止策を書面により報告しなければな

りません。

第 10 条（情報のバックアップ） 
当社は、本サービスで使用するデータについて、安全に管理するよう努めます。しかし、本サービスが、

本質的に情報の喪失、改変、破壊等の危険が内在するインターネットを利用した電磁的サービスである

ことに鑑みて、ユーザーは、本サービスに関して当社に提供し又は当社から提供を受けたデータを自ら

の責任においてバックアップするものとします。当該バックアップを怠ったことによってユーザーが
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被った損害について、当社は、データの復旧を含めて、一切責任を負いません。もっとも、当社はシス

テム保安上の理由等により、一時的にバックアップを実施する場合があります。但し、当該バックアッ

プは、ユーザーのデータ保全を目的とするものではなく、当社は、ユーザーが要求するバックアップデ

ータの提供に応じる場合であっても、当該データの完全性等を含めて、何ら保証をいたしかねます。

第３章 本サービスの内容及び利用条件

第 11 条（本サービスの内容） 
1. 当社は、ユーザーに対し、以下の各号に定める登録施設の運営に関するサービスを提供するもの

とします。なお、利用者から取得する登録施設の利用代金にかかる事前決済の集金方法は、クレジ 

ットカード決済、コンビニエンスストア払い及びペイジーの 3 種類とし、当社が、これらに関す

る事務処理を行うものとします。

(1) 本システムの開発及び維持管理

(2) 登録施設の利用代金の電子決済及び事前受納に必要な資器材の準備、提供

(3) 事前申込者に対する登録施設の利用代金の請求及びその集金対応

(4) 事前申込者からのキャンセル及び支払済の登録施設の利用代金額の返金対応

2. 当社は、以下の各号の機能を有するものとして本システムを開発、維持管理します。

(1) 利用者からの申込に対し、インターネットで予約を受け付ける機能

(2) 登録施設の予約状況等に関する情報を、インターネットで常時公表する機能

(3) インターネットを経由して登録施設の利用代金を、ユーザーを代理して受領しうる機能

3. 前項第 3 号に基づく当社による利用代金の受領は、ユーザーの登録施設の利用者に対する当該ユ 

ーザーの利用代金その他の対価に係る支払請求権（以下「利用代金債権」といいます。）の本旨に

従った弁済とみなし、当該受領により利用代金債権は消滅するものとします。但し、第 1 項に定

める集金方法を当社に提供する事業者と当社との契約その他の合意（以下「決済事業者契約」とい

います。）に基づき利用代金債権を当社から当該事業者に譲渡する旨合意している場合その他必要

な場合には、当社が当該決済事業者契約を遵守するのに必要な限度においてユーザーの利用代金

債権を当社に譲渡するものとします。

第 12 条（利用料金及び清算方法） 
1. 本サービス利用の対価及び費用は、ユーザーの利用プランに応じて当社が別途定める金額としま

す。

2. 当社は、本サービス利用の対価及び費用をユーザーの利用プランに応じて、次に定める方法に従い

清算するものとします。

(1) 毎月 1 日から末日までの間に当社が本サービスを通じて登録施設の利用者から受領した登録

施設の利用代金（以下「受領代金」といいます。）から、当月分の本サービス利用の対価及び

費用を差し引いた額を、翌月末日までに、ユーザーがユーザー情報において登録した支払先口

座宛に振込送金する方法。なお、受領代金が本サービス利用の対価及び費用を下回った場合に
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おいて、当社は翌月以降の受領代金から差し引くことができるものとします。 
(2) 本サービス利用の対価及び費用相当額をユーザーが登録した銀行預金口座から引き落す方法。 
(3) 当社からユーザーに対して本サービス利用の対価及び費用の請求書を発行する方法。 
(4) ユーザーがインターネットを経由して支払う方法（クレジットカード決済、コンビニエンスス

トア払い及びペイジー）。 
3. 前項各号の規定にかかわらず、受領代金をユーザーに支払った後において利用者の事情（他人のク

レジットカードの使用その他の決済事業者契約に基づく当社の返金等の義務を生じさせる一切の

事情を含みます。）により、当社が決済代行会社その他の者に受領代金相当額の返金その他名目の

如何にかかわらず金銭を支払った場合、ユーザーは、当社からの請求に従い当該金銭と同額を当社

に支払わなければなりません。この場合におけるユーザーによる当該金銭の支払い方法に関して

は、前項の定めを準用するものとします。 
4. 当社は、前 2 項の支払金額または受領代金を計算するにあたり、登録施設の利用予約者の人数、

カード決済の総額、キャンセル時の返金状況等、本システムの管理画面における情報を根拠とする

ものとし、ユーザーは、当該情報以外の事情を理由として支払金額及び受領金額の額について異議

を述べないものとします。 
5. 第 2 項第 1 号、第 2 号及び第 4 号に定める方法（第 3 項により準用される場合を含みます。）によ

って清算をする利用プランにおいても、当社は同項第 3 号の方法による清算を行うことができる

ものとします。 
6. 当社は、ユーザーに対し、当月分の受領代金額を翌月末日までに報告するものとします。 

 
第 13 条（本サービスの利用条件及び禁止行為） 

1. ユーザーは、本サービスを使用するにあたり、以下の各条件を承諾します。 
(1) 本規約及び当社が定める各規定または準則などを遵守し、誠実に利用すること。ユーザーは、

本規約に違反し、又は本サービスに関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を

賠償すること 
(2) 本サービス及び本システムに関する特許権、商標権、意匠権、著作権、営業秘密等の一切の権

利は、全て当社又はその他の権利者に属すること 
(3) 当社は、本サービスにおいてユーザーの登録施設を利用者が利用しやすくする事に寄与する

ものではあるものの、それによって当社が、ユーザーおよび登録施設の売上の向上または集客

率の向上を保証するものではないこと 
(4) ユーザーが本サービス又は本システムについて告知、宣伝する場合は、当社が提供するサービ

ス又はシステムであることを表示すること。また、このとき当社に不当に不利益を被るような

記載または表現等をしないよう努めること 
(5) ユーザーが、当社との合意に基づき、第 11 条第 1 項に規定するサービス以外のサービスの追

加、又は本システムへの標準機能以外の機能の追加を依頼する場合は、別途費用が発生するこ

と 
(6) ユーザーは、ユーザー情報にない登録施設の休業等および翌期における登録施設の営業日に

ついて、当該休業日等または翌期の営業予定日の 1 か月前までに、当社に通知又は連絡する
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こと。ただし、ユーザーが 1 か月前までに通知又は連絡できない合理的な事情があるときは、

その事情が終了した後、速やかに当社に通知又は連絡すること 
(7) 本サービスを通じて登録施設を利用した利用者その他の第三者からのクレーム又は紛争は、

ユーザーの費用及び責任において対応するものとし、当社からの要請に基づき、その経過及び

結果を当社に報告すること。また、当社が、かかるクレーム又は紛争に起因して当社が当該利

用者その他の第三者に金銭の支払を余儀なくされた場合、ユーザーは当該金額を賠償するこ

と 
(8) ユーザー間におけるトラブルが発生したときにおいては、当社は一切の責任を負わず、当該ユ

ーザー間においてその費用及び責任において解決を図るものとすること 
(9) 本システムの保守点検又は更新を行うため、当社はユーザーに対して事前に通知のうえ、本サ

ービスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができること 
2. 本サービスの利用にあたり、ユーザーは以下の行為をしてはなりません。 

(1) 当社（その役職員、親会社、関係会社、主要株主等を含む。）、他のユーザー又はその他第三者

の権利又は利益を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 
(2) 法令又は公序良俗に違反する行為 
(3) 犯罪行為又は犯罪行為に関連する行為 
(4) 当社のサーバー又はネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為 
(5) 当社のサービスの運営を妨害するおそれのある行為 
(6) 当社の承諾なく本サービスを媒体とする他ユーザーへの営業活動 
(7) 本システムのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブラ、その他本システ

ムの解析を試みる行為 
(8) 他のユーザーに関する個人情報等を収集又は蓄積する行為 
(9) ユーザー登録をしたユーザーまたはその従業員以外の者に当該ユーザーアカウントを使用ま

たは利用させること 
(10) 他のユーザーに成りすます行為 
(11) ユーザーのユーザーID 及びパスワードを第三者に利用させる行為 
(12) 事実に反する情報、又は事実に反するおそれのある情報を本サイト上で提供する行為 
(13) 当社のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接又は間接に利益を供与する行為 
(14) 本規約に違反する行為 
(15) その他、当社が不適切と判断する行為 

 
第 14 条（本サービスの提供の停止等） 

1. 当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、ユーザーに事前に通知することなく本サー

ビスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとします。 
(1) 地震、落雷、火災、停電又は天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場

合 
(2) コンピュータ又は通信回線等が事故により停止した場合 
(3) その他、当社が本サービスの提供を困難と判断した場合 
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2. 当社は、前条第 1 項(9)及び前項に基づく本サービスの提供の停止又は中断により、ユーザー又は

第三者が被ったいかなる不利益又は損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとし

ます。 
 
第 15 条（利用制限及び登録抹消） 

1. 当社は、以下の場合には、事前の通知なく、ユーザーに対して、本サービスの全部または一部の利

用を制限し、登録施設情報等の非表示化、又はユーザーとしての登録を抹消することができるもの

とします。 
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合 
(2) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合 
(3) ユーザーが不当に当社に不利益を被らせたとき、またはそのおそれがあると合理的に判断で

きる場合 
(4) 本システム、本サイト、又は本サービスの提供に支障をきたすおそれがあると認められるとき 
(5) その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合 

2. 当社は、本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について、一切の責任を負い

ません。 
 
第 16 条（サービス内容等の変更等） 

当社は、いつでも本サービスの内容若しくは本サービスの対価等の利用条件を変更し又は本サービス

の提供を中止若しくは終了することができるものとし、これによってユーザーに生じた損害について

一切の責任を負いません。なお、かかる変更にあたって、当社は、効力発生日の 1 か月前までにユーザ

ーに対して、本サイト上に変更箇所の指摘と変更後の本サービスの内容若しくは利用料金等の利用条

件及び効力発生日を表示する方法によって通知をします。ユーザーが効力発生日までに第 21 条第 2 項

に基づき本契約を解約しない場合、ユーザーは、これらの変更に同意したものとみなします。 
 
第 17 条（規約の変更） 

1. 当社は、必要と判断した場合には、ユーザーに通知することなくいつでも本規約を変更することが

できるものとします。この場合、当社は、本規約の変更後、速やかに利用者から届け出のあった連

絡先にその内容を通知するか、又は本サイト上に変更後の規約を表示するものとします。 
2. 前項にかかわらず、当社が規約の重要な部分を変更するときは、事前にユーザーに変更内容、変更

理由及び効力発生日を本サイト上において表示することとします。 
3. 当社が前項の適用を受けない規約の変更をした場合、当社が第 1 項の通知を発信した時点、又は

変更後の規約が本サイト上に表示された時点のいずれか早い方の時点において、変更後の規約の

効力を生じるものとします。他方、当社が前項の適用を受ける規約の変更をした場合、(i)ユーザー

が効力発生日までに第 21 条第 2 項に基づき本契約を解約しない場合、又は(ii)前項の表示後効力

発生日までにユーザーが本サービスを利用した場合、ユーザーは、これらの変更に同意したものと

みなし、効力発生日において変更後の規約の効力が生じるものとします。 
4. 本条によって変更された規約の履歴及び記録は、当社においてユーザーが確認できるような形式
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において保存します。 
 
第 18 条（権利義務の譲渡） 

1. ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは

義務を第三者に譲渡し、又は担保に供することはできません。 
2. 当社が本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該譲渡に伴い本契約上の地位又は

本規約に基づく権利若しくは義務並びにユーザー情報その他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲

渡できるものとし、ユーザーはこれに予め同意したものとみなします。 
3. 前項にいう譲渡とは、事業譲渡等の特定承継に限らず、当社が消滅会社又は分割会社となる合併ま

たは会社分割等の包括承継を含むものとします。 
 

第 19 条（免責事項） 
1. 当社の債務不履行責任その他本サービスに関する一切の責任は、当社の故意又は重過失によらな

い場合（天災、地変その他の不可抗力により本サービスを提供できなかった場合や、当社が利用す

るクラウドサービス事業者、決済代行業者及び電気通信事業者の責に期すべき事由により本サー

ビスを提供できなかった場合を含むがこれらに限られない。）には免責されるものとします。 
2. 当社は、何らかの理由によって責任を負う場合にも、通常生じうる損害の範囲内であって当社が当

該ユーザーから支払いを受けた本サービス利用の対価の責任発生日を基準日とした過去 12 か月

分を限度額として賠償の責任を負うものとします。 
3. 当社は、本サービスに関して、ユーザーと他のユーザー又は第三者との間において生じた取引、連

絡又は紛争等について一切責任を負いません。 
4. 当社は、本サービスの内容及びユーザーが本サービスを通じて得る情報等の完全性、正確性、確実

性、有用性（商業的有用性を含む。）等については一切保証せず、当該情報等によりユーザーに損

害が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。 
5. 本サイトから他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから本サイトへのリンクが提供

されている場合でも、当社は、本サイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して如

何なる理由に基づいても一切の責任を負いません。 
 
第４章 契約期間等 
 
第 20 条（契約期間） 

1. 本契約の有効期間は、第 3 条第 1 項に基づいて本契約が締結された日から 1 年間とします。本契

約は、その契約期間が満了する日の 1 か月前までに、当社又はユーザーから申し出がない場合、

契約終了日の翌日からさらに 1 年間、同一の条件において更新されるものとし、以後も同様とし

ます。 
2. 第 4 条第 2 文、第 6 条第 1 項、第 7 条第 3 項、第 8 条、第 9 条、第 10 条第 2 文及び第 3 文、第

12 条（未払いがある場合に限ります。）、第 14 条第 2 項、第 15 条第 2 項、第 18 条、第 19 条、第

21 条第 1 項但書及び第 3 項、第 23 条、第 24 条第 5 項第 2 文、第 25 条並びに第 26 条の規定は、
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本契約の終了又は有効期間満了後も、依然として有効に存続するものとします。 
3. 前項の規定にかかわらず、第 23 条については本契約終了日の翌日から起算して 4 年を経過したと

きに効力を失うものとします。 
4. 第 1 項の規定にかかわらず、ユーザーが、本サービスの利用プランを変更した場合、本契約の有

効期間は、変更日より新たに起算し、当該変更後の有効期間も 1 年とします。 
 
第 21 条（ユーザーによる解約） 

1. ユーザーは、当社所定の方法により、解約希望月の前月末日までに、当社に通知することにより、

解約希望月の末日限りで、本契約を解約することができます。但し、本契約締結日から 3 か月間

は、最低契約期間とし、ユーザーは、次項の場合を除き、最低契約期間内に解約を行うときは、ユ

ーザーの利用プランに応じて当社が定める違約金を支払うものとします。 
2. 前項にかかわらず、ユーザーは、当社が第 16 条又は第 17 条第 2 項に基づく通知をした場合には、

当該各規定に定める変更日までに当社に通知することにより、当該変更日をもって本契約を解約

することができます。 
3. 前二項の解約がなされた場合、当社は、解約後速やかにユーザーの登録を抹消し、当該ユーザーに

対する本サービスの提供を停止します。また、当社は、当社の判断により、本サービスにおける、

ユーザー及びユーザーの顧客に関する情報を消去することができるものとします。 
 

第 22 条（当社による解約） 
1. 当社は、ユーザーが以下の各号の一に該当する場合、事前にユーザーに催告することなく、直ちに

当該ユーザーの登録を抹消し、当該ユーザーとの間の本契約を解約することができるものとしま

す。 
(1) 本規約に違反する行為を行った場合 
(2) 当社への申告、届出事項、ユーザー情報に虚偽があった場合 
(3) 本契約に基づく債務を滞納した場合 
(4) ユーザーにおいて、12 か月以上の期間本サービスの利用がなく、かつ当社からの連絡に何ら

の返答もない場合 
(5) ユーザーが法人の場合で、実際に従業員、事務所等が存在せず、実質的に業務が停止している

と認められるとき 
(6) 差押え・仮差押え・仮処分・強制執行等を受けたとき 
(7) 手形・小切手が不渡りになったとき 
(8) 支払停止があったとき、又は破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開

始の申立てがなされたとき 
(9) 解散又は廃業したとき 
(10) 公租公課の滞納処分を受けたとき 
(11) 本サービス開始後に、ユーザーにおいて第 3 条第 2 項各号に該当することが判明した場合 
(12) その他、ユーザーとして不適切であると当社が判断した場合 

2. 当社は、本契約期間中であっても、ユーザーに対し、１か月前に通知をした上で、本契約の一部又
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は全部を解約し、終了させることができます。 
3. 前二項による解約がなされた場合、当社は速やかに本サービス提供を停止します。また、当社は、

当社の判断により、本サービス上のユーザー情報を消去することができるものとします。 
4. 前条又は第 1 項及び第 2 項の規定により本契約が解約された場合、ユーザーは、本契約に基づく

当社に対する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残債務の全額を直ちに当社に支払う

ものとします。 
第５章 雑則 
 
第 23 条（秘密保持） 

1. 当社及びユーザーは、本契約に基づき知り得た、または相手方より書面、口頭、記録媒体その他

方法の如何を問わず提供または開示された相手方が保有する情報（以下、「秘密情報」といいま

す。）を善良なる管理者の注意をもって管理するものとし、本規約に定める場合のほか、当該相手

方の事前の書面承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩等してはならないものとします。また、秘

密情報は、本契約で規定された義務を履行する目的（以下「本目的」といいます。）のために必要

な範囲においてのみ使用するものとし、他の如何なる目的にも使用してはなりません。但し、次の

各号のいずれかに該当する情報については、この限りではありません。 
(1) 相手方から提供または開示がなされたとき、既に公知となっていた、または自己において

既に知得していたもの 
(2) 相手方から提供または開示がなされた後、自己の責に帰せざる事由により公知となった

もの 
(3) 提供または開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得

したもの 
(4) 秘密情報によることなく単独で開発したもの 
(5) 相手方から秘密保持の必要がないことを書面で確認されたもの 

2. 秘密情報の開示が不可欠と認めた代理人、弁護士、公認会計士、弁理士および税理士等の公的

資格を有する者に相談する場合において、当該相談相手が、当社及びユーザーが負うのと同等

の秘密保持義務を負うときは前項の限りではありません。 
3. 当社及びユーザーは、自己の役員または従業員といえども本目的のために秘密情報を知る必

要がある者に対してのみ、これを開示するものとし、開示を受けた役員または従業員が秘密情

報を本目的以外の目的に利用したり、第三者に開示または漏洩したりしないよう厳重に指導

および監督しなければなりません。当社及びユーザーは、開示を受けた役員または従業員に対

し、当社及びユーザーが負うのと同等の秘密保持義務を課すものとします。 
4. 当社及びユーザーは、秘密情報を記載または包含した文書または記録媒体等について、本契約

の履行に必要な範囲内でのみ複製することができることとします。 
5. 当社及びユーザーは、相手方の秘密情報を含む書類及び秘密情報を化体した物品について、善良な

る管理者の注意義務をもって管理するものとし、万一紛失した場合は、ただちに、相手方にその旨

を通知し、その後の措置について相手方の合理的内容の指示に従うものとします。 
6. 当社及びユーザーは、秘密情報を保護するための管理策を講じ、業務遂行上必要な範囲を逸脱し
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て、秘密情報を利用しないよう管理・監督しなければなりません。 
7. 当社及びユーザーは、本契約が終了した場合、相手方に対して開示した秘密情報を記載した一切の

文書（電子データを記憶した媒体を含む）について、合理的方法にて返却又は廃棄を求めることが

できるものとし、相手方は、これに速やかに従うものとします。但し、当社が本規約の他の条項に

基づいて秘密情報の廃棄を行った場合には、当該秘密情報について当社が本項に基づいて負担す

る義務は、履行されたものとみなす。 
第 24 条（反社会的勢力の排除） 

1. 当社及びユーザーは、互いに相手方に対し、本契約締結交渉開始時から本契約終了時までの間

において、次の各号に定める事項に該当しないこと、および行為をしないことを表明し保証し

ます。 
(1) 自らおよび自らの役員および従業員、株主が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、

またはその関係者、その他反社会的勢力であること 
(2) 相手方の事務所、店舗および敷地等において粗野または乱暴な言動をして、他の顧客その

他の関係者に迷惑、不安感、不快感を与える行為 
(3) 相手方の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは法的な責任を超

えた不当な要求をする行為 
(4) 下請けまたは委託先業者（下請けまたは再委託契約が数次にわたるときは、その全てを含

む。以下同じ）が第 1 号から第 3 号にあたること 
2. 下請けまたは再委託先業者が前号に該当することが判明した場合には、直ちに相手方に報告

するものとし、かつ当該業者と契約を解除し、または契約解除のための措置をとることとしま

す。 
3. 当社及びユーザーは、互いに相手方が前項の表明保証の真偽に関する調査を行うことに協力

するものとし、相手方が同調査に必要と判断する資料を提出しなければなりません。 
4. 当社及びユーザーは、互いに相手方が前項の調査をするに際しては、第三者機関にその問い合

わせをすることなどについてあらかじめ同意します。 
5. 当社及びユーザーは、相手方に本条のいずれかに反すると認められることが判明した場合は、

違反者に催告なしに直ちに取引または契約を停止または解除もしくは解約することができま

す。この場合、違反者に損害等が生じたとしても、違反者は損害賠償または補償等の一切の請

求をしてはなりません。また相手方の従業員もしくは第三者に損害が生じたときは、違反者が

一切の責任を負います。 
 
第 25 条（準拠法・裁判管轄） 

1. 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。 
2. 本サービスに関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を専属的合意管轄とします。 

 
第 26 条（分離性） 
本規約のいずれかの条項が無効とされた場合でも、本規約の他の条項は、引き続き有効なものとし 
て効力を有するものとする。 
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以上 
 

『お問い合わせ先』 
株式会社デジサーフ システム利用担当 

 TEL:0466-53-4793 

（10:00～17:00 ※土日祝日を除く） 
 Mail:pr@digisurf.co.jp 

（営業日・営業時間内に、順次ご返信いたします） 

 
 

平成 29 年 1 月 25 日制定 

tel:0466-53-4793
mailto:pr@digisurf.co.jp



