InfAjast×Enterprise Cloud2.0 クラウドサービスまたは月額利用サービス利用規約
第１条（本規約の適用）
１． 株式会社エーエスピーコム（以下、「弊社」という。）は、業務支援サービス「InfAjast×Enterprise Cloud2.0 クラウド
サービスまたは月額利用サービス」（以下、「本サービス」という。）を提供するにあたって、本サービスの利用規約（以下、
｢本規約｣という。）を定めます。
弊社は本サービスにご契約いただいたお客様（以下、「契約者」という。）に対し、本規約に基づき本サービスを提供す
るものとし、契約者は、本規約に基づき本サービスを利用します。
２． 契約者は、本サービスの利用に関し、本規約の内容を十分に理解、遵守するものとします。
第２条（本規約の変更）
弊社は、契約者の承諾を得ることなく、弊社が定める方法により、本規約を変更することができるものとします。
第３条（サービスの内容）
契約者が利用する本サービス内容は、以下の通りとし、お客様個々に提供される本サービスの詳細は、利用契約にお
いてまたは契約者と弊社が協議の上、定めるものとします。
本サービス

サービス概要

業務支援サービス

契約者の従業員が業務で使用する PC 等にポータル、顧客管理機能等を備え

InfAjast × Enterprise

た営業支援サービスを、データセンターによりユーザー向け発行アカウントに基づ

Cloud2.0

いてインターネット経由(クラウド型)で提供します。利用ユーザーは Web ブラウザ
を用いて本サービスを利用することができます。但し、利用できる機能は利用契
約（注文内容）によって異なります。

１． 本サービスには NTT コミュニケーションズ株式会社(以下「NTT コミュニケーションズ」という。)の Enterprise
Cloud 2.0(以下「ECL2.0」という。)におけるアプリケーションの導入、ECL2.0 の運用・管理、ECL2.0 の課金代行が含
まれます。
２． ECL2.0 管理・運用はすべて弊社が行います。
３． 契約者の連絡先情報を NTT コミュニケーションズへ提供する場合がございます。また、利用情報を NTT コミュニ
ケ ー シ ョ ン ズ に て 収 集 す る 場 合 が あ り ま す 。 詳 細 は NTT コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン ズ の プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー
(https://www.ntt.com/about-us/hp/privacy.html)をご確認下さい。
４． サービス契約終了と同時に、契約者の ECL2.0 に関する一切の権利権限は弊社が引き上げます。
５． 本規約に同意することにより、契約者は NTT コミュニケーションズが定める ECL2.0 の使用に関する契約等
(https://ecl.ntt.com/kiyaku/ 等)に同意したものとみなします。
第４条（利用契約の締結等）
１． 契約者は、本サービスを利用するにあたり、弊社と利用契約を締結するものとします。
２． 利用契約は、原則として弊社へのご利用注文を頂いた時点で締結するものとし、本規約に従うものとします。ただし、
個別契約を締結するなどにより本規約と異なる定めをした場合は、利用契約が本規約に優先して適用されるものとしま
す。
第５条（利用料金）
利用料金は、サービス価格表(以下、標準価格)または、個別に見積をした特別価格など条件を協議して設定された価
格(以下、特別価格)にて定めるものとします。尚、標準価格と同一であっても別途有償による仕様変更(カスタマイズ)を
する場合、本規約では特別価格の適用扱いとなります。
第６条（請求方法）
弊社は、ご利用注文時に定めた契約金額に別途消費税相当額などを加算の上、契約者に請求するものとします。
第７条（支払方法）
１． 契約者は、別途定める本サービスの月額利用料金を弊社所定の請求書記載の方法により支払うものとします。
２． 月額利用料金において、契約者は暦月の初日以外の日に本サービスの利用を開始した場合または暦月の初日以
外の日に利用契約の解除があった場合でも当該 1 か月分の利用料金を弊社に支払うものとします。

３． 弊社は、第２５条４項に定める場合を除き、既に支払われた料金は一切返還しないものとします。
４． 弊社は、契約者の承諾なく、料金の改定または部分的変更を行うことができるものとします。契約者は、料金の改定
または変更後の料金を当社の指定する方法により支払うものとします。ただし、弊社は契約者に対して相当な手段で事
前に通知するものとします。
第８条（支払遅延損害金）
契約者が支払期限までに利用料金及びその消費税相当額を支払わない場合、弊社は、契約者に対し、支払い期限の
翌日より支払日までの日数に応じ、利用料金に対し年利 8.25%を乗じて計算した金額を支払遅延損害金として請求で
きるものとします。
第９条（端数整理）
利用契約に基づく計算結果に１円未満の端数が生じた場合、当該端数は切り捨てるものとします。
第１０条（弊社の設備）
１． 弊社は、本サービスのために弊社が設置したハードウェア、ソフトウェア及び当該ハードウェア等と契約者の相互接続
点間を接続するための通信回線（以下、併せて「弊社の設備」という。）を利用して本サービスを提供するものとします。
２． 弊社は、本サービスの提供に必要と判断した場合、弊社の設備内容を変更できるものとします。
第１１条（契約者の設備）
１． 契約者は、本サービスを利用するため、契約者の費用負担と責任において、弊社の設備に接続する情報機器など
（ソフトウェア含む）及び通信回線その他これらに付随して必要となる全ての機器等（以下、併せて「契約者の設備」とい
う。）を準備、維持管理する（プロバイダー契約の締結を含む。）ものとします。
２． 契約者は、弊社と協議の上、契約者の設備を本サービスに適合させるものとします。
第１２条（提供資料）
１．弊社は公開可能な範囲の本サービスの利用に必要な資料（以下、「提供資料」という。）を無償で開示、貸与するも
のとします。 但し、本サービスの提供が終了すると共に、遅延なくこれらを弊社に返還又は当社の指示に従った処理を
行なうものとします。
２． 弊社は、契約者から提供を受けた提供資料を本サービスの提供に必要な範囲で複製、改変できるものとし、本サー
ビスの提供にあたり当該提供資料が不要となったときまたは利用契約が終了したときは、遅延なくこれらを契約者に返還
又は契約者の指示に従った処理を行います。
第１３条（本サービス時間帯）
１． 弊社が本サービスを提供する時間帯は次の通りとします。
本サービスは、原則 1 日あたり 24 時間で年間 365 日と致します。但し、無停止稼動を約束するものではありません。
また、本第 13 条 3 項のサポート時間以外に何らかの理由で本サービスが停止した場合、復帰対応は翌サポート時間に
なってからの対応となります。
２． バックアップの取得を希望する場合は、深夜 0 時～翌朝 6 時までの間に取得し、その間システムの停止を伴いま
す。（バックアップサービスは別途有料）
３． 前項に関わらず、弊社が利用者から問い合わせ等を受け付ける時間帯、および障害復旧などのサポート対応時間
帯は月曜日から金曜日 10 時 00 分から 17 時 00 分とし、また法定休日及び弊社休業日は除くものとします。
第１４条（サービスの中断、停止）
１． 弊社は、次の場合には、契約者への事前の通知又は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断もしくは終了
することができるものとします。
（１） 本サービスの提供に必要な設備の故障や急な対応を要する点検/設定変更などの保守を行う場合
（２） 運用上又は技術上の理由でやむを得ない場合
（３） その他天災地変等不可抗力により本サービスの提供をできない場合
２． 弊社は、前項に定めるほか、本サービスの提供に必要な設備の定期点検、本サービスの定期バージョンアップを行
うため、契約者に事前に通知の上、本サービスを一時的に中断できるものとします。

第１５条（機密保持）
１． 契約者及び弊社は、本サービスに関して相手方からの資料、電磁的記録媒体その他有形な媒体により提供された
技術上、営業その他業務上の情報であって、相手方が機密である旨表示したもの（以下、「機密情報」という。）について、
善良なる管理者の注意をもってその機密を保持するものとし、本サービスに従事する者に使用させる場合を除き、機密
情報を第三者に開示してはならないものとします。
２． 前項に関わらず、本サービスに関して次の各号の一に該当する資料及び情報は機密情報に含まれないものとしま
す。
（１） 既に公知のもの又は自己の責に帰すことのできない事由により公知となったもの
（２） 既に保有しているもの
（３） 守秘義務を負うことなく第三者から正当に入手したもの
（４） 相手方から書面により開示を承諾されたもの
（５） 機密情報によらずに独自に開発し又は知り得たもの
３． 契約者及び弊社は、相手方から提供を受けた機密情報について、本サービスの利用目的の範囲内でのみ使用す
るものとし、複製、改変が必要なときは、事前に相手方から承諾を得るものとします。
４． 本条の機密保持義務は、利用契約が終了した後、5 年間継続するものとします。
第１６条（再委託）
弊社は、本規約及び利用契約の履行にかかる全部又は一部を第三者に再委託することができるものとし、本規約及び
利用契約について定める弊社と同等の義務を再委託する第三者にも負わせるものとします。
第１７条（権利義務譲渡の禁止）
契約者及び弊社は、あらかじめ相手方の書面による承諾がない限り、本規約および利用契約上の権利又は義務の全部
又は一部をほかに譲渡してはならないものとします。
第１８条（責任の範囲）
１． 弊社は、本サービスの完全性、正確性、適法性、有効性を保証するものではなく、契約者は、自己の責任において
本サービスを使用するものとします。
２． 弊社は、法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスの利用あるいは利用不能から生じるいかなる損害に関し
ても一切責任を負わないものとします。
ただし、本サービスの 24 時間以上の停止に伴う利用料の補償は、第 22 条に定められた範囲内で行なうものとします。
３． 契約者が、本サービスの利用によって第三者に損害を与えた場合、又は契約者と第三者との間で紛争が生じた場
合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。なお、契約者が本サービスの利用に伴い第三者から損害
を受けた場合も同様とします。
第１９条（知的財産権等の帰属）
本規約で許諾されたライセンスを除いて、 本サービスおよびあらゆるコンテンツに関する権利、 権原または利益は、 契
約者に付与されません。弊社は、 本サービスまたはコンテンツ （ストーリー、記事、テキスト、画像その他のマルチメディ
アデータを含む。） に関する著作権その他の知的財産権を含む全財産権を保持します。
第２０条（第三者の知的財産権の侵害）
１． 本サービスの使用に関して、著作権又は産業財産権の侵害の申し立てが第三者から契約者になされた場合、契約
者が弊社に対し速やかに申し立ての事実及び内容を通知すること、申し立てについての調査・解決について弊社に全面
的に協力すること、解決についての決定権限を弊社に与えることを条件として、弊社は当該申し立ての解決に要した費
用を負担します。
２． 前項所定の場合を除き、本サービスの使用に伴い、契約者または第三者に発生した損害に対しては、弊社は責任
を負わないものとします。
第２１条（連絡体制）
１． 契約者及び弊社は、それぞれ本規約及び利用契約の履行に関する連絡、確認を行う主任担当者を予め定め、相
手方に通知することとし、本サービスにかかる連絡、確認等は、原則として当該主任担当者を通じて行うものとします。
２． 契約者及び弊社は、本サービスに支障が生じる恐れがある事故の発生を知ったときは、遅延なくその旨を相手方に

報告するものとします。
第２２条（損害賠償）
１． 弊社は、理由の如何を問わず本サービスを提供できなかったことにより契約者又は第三者（他の契約者も含む、以
下同じ。）が被害を被った場合、サポートサービス時間帯の範囲を起点として 24 時間以内のサービス停止の場合は補
償などの一切の責任を負わないものとします。
サポートサービス時間帯の範囲を起点として 24 時間を越えて本サービスの提供ができなかった場合は、24 時間を越え
た時点から 24 時間ごと（24 時間未満は切り捨て）に月額利用料を該当月の日数で割った金額を翌月のご請求分より減
額するか、これに変わる代替方法により充当するものとします。
２． 弊社は、本サービスの停止、復旧作業などに伴い、本サービス提供機器内に保存がされているデータの破損、消失
など行なった場合は一切の責任を負わないものとします。
３． 弊社は、機能の動作不良、速度低下、利用結果については、一切の責任を負わないものとします。
但し、動作不良や速度低下など、改善可能な範囲において弊社は改善の努力をするものとします。
第２３条（禁止行為）
契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。
（１） 本サービスの内容を改ざんする行為
（２） 弊社又は第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する行為
（３） 本サービスを本規約又は利用契約に定める目的以外の目的に利用する行為
（４） 本サービスを不正に使用する行為
（５） 犯罪行為に結びつく行為
（６） 公序良俗に反する行為
（７） 法令等に違反する行為
（８） 前記各号の他、弊社が不適切と判断する行為
第２４条（契約解除）
１． 契約者又は弊社は、相手方が次のいずれかに該当した場合は、何らかの通知勧告を要せず直ちに利用契約の全
部又は一部を解除できるものとします。
（１） 支払停止又は支払不能となったとき
（２） 手形又は小切手が不渡りとなったとき
（３） 差し押さえ、仮差し押さえ若しくは仮処分があったとき又は競売の申し立てがあったとき
（４） 破産、会社更生手続開始若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
（５） 本規約又は利用契約に違反し、当該違反に関する書面による勧告を受領した後３０日以内にこれを是正しないと
き
２． 契約者又は弊社は前項各号の一に該当した場合は、当然に期限の利益を失い、相手方に対して負担する一切の
金銭債務を直ちに履行するものとします。
第２５条（利用期間と解約）
１． 本サービスの契約期間は、標準価格適用の場合は１ヶ月、特別価格適用の場合は１２ヶ月を原則とし、本条第２項
または第４項記載の場合を除き、契約期間が満了した場合は同期間が自動更新されるものとします。但し、いずれの場
合でも見積書が発行されていて、その見積に対しての注文となる場合、見積書に契約期間の条件が記載されていれば
それが優先されます。
２． 本サービスの契約ユーザー数の減数は、契約期間満了の 30 日前(特別価格適用の場合は 60 日前)までに、事前
協議のうえ決定した内容で契約者が弊社に書面による通知を行い、次に到来する年度の契約から変更できるものとしま
す。
３． 本サービスの解約は、契約期間満了の 30 日前(特別価格適用の場合は 60 日前)までに、弊社に書面による通知
を行い、自動更新しないことにより契約終了となります。契約期間未了で解約する際は利用終了日の 30 日前(特別価
格適用の場合は 60 日前)までに、弊社に書面による通知を行い、利用終了日までに契約期間残月分の利用料金全額
の清算を行うものとします。但し、別途協議のうえ契約者および弊社間合意が得られている場合は、この限りではありませ
ん。

４． 弊社は、利用契約に定める契約期間内において次のいずれかに該当する場合には、本サービスを廃止し利用規約
を中途解約できるものとします。この場合において、既に支払われている料金のうち、本サービスを提供しない日数に対
応する額を、日割計算にて利用者に返還するものとします。
（１） 不可抗力により本サービスの提供が不可能となった場合
（２） 60 日前までに契約者へ通知した場合
５． 弊社は、契約者が本規約または利用規約に従わない場合には、その裁量により、契約者の ID を無効にし、または
本サービスの使用を停止、終了させ、本サービス内の契約者のデータの削除および廃棄をすることがあります。
第２６条（データ容量）
本サービスで提供されるディスク容量は、ご利用 ID 数と、別途定める 1ID あたりの基本容量を乗じたサイズを目安とし、
これを超える場合、弊社は契約者にご連絡のうえ、データ削除を行う場合があります。弊社は本サービスにより蓄積され
たファイル及びデータ(以下、本データ)の容量に関して、一般的基準及び制限を設定し、またはこれを改訂する権利を
留保します。
第２７条（ＩＤ・パスワードの管理等）
１． 契約者は、本サービスを利用する際に弊社が付与した ID 及びこれに対するパスワードの使用及び管理について一
切の責任を負うものとします。
２． 弊社は、契約者の ID 及びこれに対応するパスワードが他社に使用されたことによって契約者が被る被害について
は、契約者の過失の有無を問わず一切の責任を負いません。
３． 契約者は、ID 及びこれに対応するパスワードが第三者に不当に使用されたことを知った場合、速やかにその旨を弊
社に連絡するものとします。
第２８条（アカウント情報及びデータ）
１． 契約者及び弊社は、契約者の本サービスの利用に当たり、契約者から受信した、いかなるデータ、情報またはマテリ
アル（以下、「本データ」という。）も契約者から弊社へその所有が移転するものではないことを確認します。
２． 本データの正確性、品質、正当性、合法性、信頼性、適切性、著作権その他本データの取り扱いについては、契約
者がその一切の責任を負うものとし、弊社は、契約者による本データの抹消、改変、破壊もしくは保存の失敗及びこれら
に起因する損害賠償その他本データの取り扱いについては、一切の責任ないし義務を負わないものとします。
３． 弊社は、本規約に定める場合を除き、契約者の事前の許可なく、契約者または契約者のアカウントに関するいかな
る情報（本データを含む）も、監視、編集または第三者へ開示することはありません。ただし、弊社は、本サービス上の技
術的な問題の解決のため、または本規約に規定する場合には、契約者のアカウント （本データを含む） にアクセスする
ことがあります。
第２９条（使用、保管、その他の制限）
弊社は、契約者に対し、本サービスの使用に関しての一般的取扱方法や制限 （本サービスによりコンテンツが保持され
る最大日数や、弊社のサーバ上に契約者のために割り当てられる最大ディスクスペースを含みます。）を設けたり、これ
を変更したりすることができます。
第３０条 （サービスの終了）
本サービスの使用が終了した場合、弊社は本データをただちに削除します。またデータが格納されたファイルは契約者に
返還致しません。本データは本サービス提供期間中に、本サービスの機能内に有するデータ出力機能を用いて、契約
者の責任で保存しておくものとします。
第３１条（その他）
１． 本規約又は利用契約に関する一切の紛争は、京都地方裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄
裁判所として処理するものとします。
２． 本規約又は利用契約に定めのない事項その他本規約の条項に関し疑義を生じた場合は、契約者及び弊社が協議
の上、円満に解決を図るものとします。
３． 本サービスの提供にあたり、弊社が契約者の商標、商号その他の標章を使用する場合は、契約者が許諾する範囲
で、弊社はこれら標章を使用することができるものとします。

以上
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