
 

 

弥生サポート・サービス規約 

 

第１条（目的） 

１ この「弥生サポート・サービス規約」（以下、「本規約」といいます。）は、弊社がお客 

様に対して提供するサポート及びサービス（以下、併せて「本サポート等」といいます。） 

について適用されるものとします。 

２ 本規約は、弊社が提供する本サポート等に関し、弊社とお客様との基本的な権利義務関 

係を定めることを目的とします。本サポート中の個別のサービスには、本規約に加えて、 

当該サービスに関する個別の利用規約が適用されるものがあります。本規約と個別の 

利用規約の内容が異なる場合には、当該個別の利用規約の内容が優先して適用されま 

す。 

３ お客様は、第６条、第７条に定めるサポート契約の締結及び成立時期と同時に、本規約 

及び個別規約についても合意をしたものとみなされます。 

４ お客様は本規約及び個別の利用規約の内容を本サービスの全ての利用者に対して通知 

し、遵守させなければなりません。 

 

第２条（定義） 

１ 「サポート契約」とは、本規約及び個別のサービスの利用規約（弊社が弊社サイト上で 

掲載するルール、諸規程及び弊社とお客様の個別の合意を含みます。以下、総称して「弊 

社が定める利用規約等」といいます。）により、弊社とお客様の間で締結する、本サポ 

ート等の利用にかかる契約をいいます。 

２ 「弊社」とは、弥生株式会社をいいます。 

３ 「お客様」とは、弊社とサポート契約を締結する個人事業者又は法人をいいます。 

４ 「利用者」とは、お客様が弊社より受けた許諾に基づき、本規約及び個別の利用規約の 

条件及び条項に従って、本サポート等を利用する個人をいいます。 

５ 「本サポート等」とは、お客様が自らの事業及び業務を円滑に進めることを目的として、 

弊社及び弊社提携先事業者が本規約及び個別の利用規約に基づいて提供するサポート 

及びサービスをいいます。 

 

第３条（利用許諾） 

お客様が本規約及び個別の利用規約の定めに従うことを条件として、弊社はお客様に対し、 

以下の各号に定める内容で本サポート等を利用することを許諾します。 

（１）弊社は、不正な手段によって本サポート等を利用した者、又は本規約若しくは個別の 

利用規約に違反する態様で本サポート等を利用した者に対して、いかなる場合にお 

いても、本サポート等の利用を許諾しません。 

（２）お客様は、サポート契約上の地位又はサポート契約に基づく権利若しくは義務を第三 



 

 

者に譲渡、売買、名義変更し、又は質権その他担保に供する等の行為をすることがで 

きないものとします。 

（３）弊社とお客様との個別の契約内容により、本サポート等の一部の利用が制限される場 

合があります。 

（４）お客様は本サポート等を本規約及び個別の利用規約に定める目的のためにのみ利用 

   することができます。 

 

第４条（対象となる製品） 

本サポート等の対象となる製品（以下、「対象製品」といいます。）は下記の製品の最新バー 

ジョン（弊社製品のうち、弊社が当該弊社製品の後継と定める製品が発売されていない製品、 

又は弊社が当該弊社製品の後継と定める製品を発売した日の属する月の翌月１日から起算 

して６カ月以内の製品を意味するものとします。ただし、弊社が当該弊社製品の販売終了を 

販売店等の社外に向けて告知した場合には、当該告知の日の属する月の翌月１日から起算 

して６カ月以内の製品に限られるものとします。）とします。 

記 

「やよいの青色申告」 

「やよいの給与計算」 

「やよいの見積・納品・請求書」 

「やよいの顧客管理」 

「弥生会計 スタンダード」 

「弥生会計 プロフェッショナル」（複数ライセンス版を含みます。） 

「弥生会計 ネットワーク」 

「弥生給与」 

「弥生販売 スタンダード」 

「弥生販売 プロフェッショナル」（複数ライセンス版を含みます。） 

「弥生販売 ネットワーク」 

 

第５条（サポート契約の種類） 

サポート契約は、以下の２種類に区別されます。 

（１）無料導入サポート契約（以下、「無料導入サポート契約」といいます。）無料導入サポ 

ート契約とは、弊社からお客様に対して無償で提供される本サポート等の利用に関 

する契約をいいます。なお、弊社が対象製品の後継と定める製品を発売した日の属す 

る月の翌月１日から起算して６カ月が経過した日、又は弊社が対象製品の販売終了 

を販売店等の社外に向けて告知した日の属する月の翌月１日から起算して６カ月が 

経過した日のいずれかのうち弊社が定める日以降については無料導入サポート契約 

の対象から除外されるものとします。 



 

 

（２）あんしん保守サポート契約（以下、「あんしん保守サポート契約」といいます。）あん 

しん保守サポート契約とは、弊社からお客様に対して有償で提供される本サポート 

等の利用に関する契約をいいます。なお、あんしん保守サポート契約には「トータル 

プラン」「ベーシックプラン」及び「セルフプラン」の３つのプランがあり、プラン 

ごとに提供される本サポート等の内容並びに利用料金（以下、「サポート料金」とい 

います。）の金額及び支払方法等が異なるものとします（「トータルプラン」が最も上 

位のプランとなり、「セルフプラン」が最も下位のプランとなります。）。「弥生販売 

プロフェッショナル５ユーザー」「弥生販売 ネットワーク」及び「弥生会計 ネット 

ワーク」は、「トータルプラン」のみの提供となります。 

 

第６条（無料導入サポート契約の締結及び成立時期） 

無料導入サポート契約は、「弥生会計 ネットワーク」「弥生販売 ネットワーク」及び「弥生 

販売 プロフェッショナル５ユーザー」を除き、弊社所定の手続に従い、ユーザー登録後の 

製品出荷、インターネット上でのオンラインユーザー登録、電話でのユーザー登録、又は対 

象製品に同梱されているユーザー登録証（必要事項記入済みのもの）によるユーザー登録が 

完了した時点で成立するものとします。 

 

第７条（あんしん保守サポート契約の締結及び成立時期） 

１ お客様は、対象製品のユーザー登録と同時に、又は無料導入サポート契約の有効期間中 

に、あんしん保守サポート契約を申込むことができ、弊社所定の手続が完了した時点で 

あんしん保守サポート契約が成立するものとします。ただし、あんしん保守サポート契 

約の申込みの際、本サポート等の全部又は一部の提供開始に条件が付されているとき 

は、あんしん保守サポート契約が成立しても、かかる条件が成就するまで本サポート等 

の全部又は一部の提供が開始されない場合があるものとします。 

２ 前項のあんしん保守サポート契約の成立に関し、弊社所定の手続完了後、弊社からお客 

様宛に手続が完了したことを書面により通知するものとします。お客様は、前項の規定 

にかかわらず、当該書面の受領日から起算して８日以内に弊社に対して書面によるお 

申し出をすることにより、当該書面にかかるあんしん保守サポート契約を無償で解約 

することができるものとします。ただし、お申し出の時点で、お客様から弊社に対して 

第１４条第２項に規定するサポート料金のお支払手続が完了している場合は、本項に 

基づく解約はできないものとします。 

３ 弊社は、あんしん保守サポート契約の有効期間満了前に、契約更新の案内をするものと 

します。ただし、本サービス等の全部又は一部を停止されているお客様についてはこの 

限りではありません。契約更新の案内を受けたお客様は、この案内に従って弊社所定の 

手続を取っていただくことにより、更に１年間、あんしん保守サポート契約を更新する 

ことができます。この案内に明示する期間内に弊社所定の手続をお取りいただけない 



 

 

場合には、更新前の有効期間満了をもってあんしん保守サポート契約は終了するも 

のとします。 

 

第８条（サポート契約の有効期間） 

サポート契約の有効期間は以下の各号に定めるとおりとします。 

（１）無料導入サポート契約の有効期間は、当該契約の締結日から２カ月とします。 

（２）あんしん保守サポート契約の有効期間は、当該契約の締結日から１年間とします。 

ただし、無料導入サポート契約の有効期間満了日以前に、前条第１項に定める弊社所 

定の手続が完了した場合は、無料導入サポート契約の有効期間満了日の翌日から１ 

年間をあんしん保守サポート契約の有効期間とします。この場合、お客様は、前条第 

１項に定めるあんしん保守サポート契約に関する弊社所定の手続が完了した日から 

無料導入サポート契約の有効期間満了日までの間、次条第１項第１号に定める本サ 

ポート等に加え、当該あんしん保守サポート契約に基づき提供される本サポート等 

をご利用いただけるものとします。 

 

第９条（提供される本サポート等の内容） 

１ 無料導入サポート契約に基づき提供される本サポート等の内容は、以下の各号に定め 

  るとおりとします。 

（１）対象製品の導入手順その他弊社が別途定める事項についてお客様ご自身で解決 

   できない場合に、弊社がお客様の電話・電子メールでのお問い合わせにお答えす 

   るものとします。ただし、対象製品の操作方法、会計・経理等に関する業務知識、 

   税務対策、他社製品及びネットワーク設定等本号本文に定める事項以外の事項 

に関するご相談にはお答えできないものとします。なお、本号に定めるお問い合 

わせに関して、弊社は、お客様及びその従業員等のマイナンバーの提供を求める 

ことはしないものとし、またお客様も提供しないものとします。 

（２）対象製品対応のサプライ用品をご注文いただいた場合、弊社が別途定める場合を 

除き、その定価から１０％を割引くものとします（他の割引サービスとの併用は 

できないものとします。）。 

（３）弊社の新製品情報やソフトウェアの運用に関する情報等、お客様にとって必要又 

は有益であると弊社が判断する情報を弊社が別途定める方法により定期的又は 

不定期的に提供するものとします。 

（４）消費税、所得税等業務処理に影響する法令の改正が行われ、対象製品の運用方法 

の変更又はプログラムの修正が必要であり、かつ修正プログラムの提供が可能 

であると弊社が判断した場合には、新しい運用方法の説明又は修正プログラム 

を弊社が別途定める方法によりその都度無償で提供するものとします。ただし 

法令の可決成立から施行日までの間に十分な時間的余裕がない場合は、新しい 



 

 

運用方法の説明書及び修正プログラムの提供が当該法令の施行日以降となる場 

合があるものとします。なお、弊社が本号本文に基づき修正プログラムの提供を 

行った場合には、対象製品の無料導入サポート契約の効力は当該修正プログラ 

ムに引き継がれるものとします。 

（５）弊社が対象製品の後継と定める製品を新たに発売する場合に、これを弊社が別途 

定める方法により無償で提供するものとします。なお、この場合、対象製品の無 

料導入サポート契約の効力は当該後継製品に引き継がれるものとします。 

（６）その他のサポート及びサービスについては、弊社が定める利用規約等に規定する 

とおりとします。 

２ あんしん保守サポート契約に基づき「トータルプラン」「ベーシックプラン」及び「セ 

ルフプラン」に共通して提供される本サポート等の内容は、以下の各号に定めるとおり 

とします。 

（１）対象製品対応のサプライ用品をご注文いただいた場合、弊社が別途定める場合を 

除き、その定価から１０％を割引くものとします（他の割引サービスとの併用は 

できないものとします。）。 

（２）弊社の新製品情報やソフトウェアの運用に関する情報等、お客様にとって必要又 

は有益であると弊社が判断する情報を弊社が別途定める方法により定期的又は 

不定期的に提供するものとします。 

（３）消費税、所得税等業務処理に影響する法令の改正が行われ、対象製品の運用方法 

の変更又はプログラムの修正が必要であり、かつ修正プログラムの提供が可能 

であると弊社が判断した場合には、新しい運用方法の説明書又は修正プログラ 

ムを弊社が別途定める方法によりその都度無償で提供するものとします。ただ 

し、法令の可決成立から施行日までの間に十分な時間的余裕がない場合は、新し 

い運用方法の説明書及び修正プログラムの提供が当該法令の施行日以降となる 

場合があるものとします。なお、弊社が本号本文に基づき修正プログラムの提供 

を行った場合には、対象製品のあんしん保守サポート契約の効力は当該修正プ 

ログラムに引き継がれるものとします。 

（４）弊社が対象製品の後継と定める製品を新たに発売する場合に、これを弊社が別途 

定める方法により無償で提供するものとします。なお、この場合、対象製品のあ 

んしん保守サポート契約の効力は当該後継製品に引き継がれるものとします。 

（５）弊社が提供する「セミナー動画視聴」をご利用いただけるものとします。 

（６）下記 URL のウェブサイトをご利用いただけるものとします。 

記 

https://www.yayoi-kk.co.jp/yss/ 

（７）その他のサポート及びサービスについては、弊社が定める利用規約等に規定する 

とおりとします。 



 

 

3 あんしん保守サポート契約に基づき「トータルプラン」及び「ベーシックプラン」に共 

通して提供される本サポート等の内容は、以下のとおりとします。 

（１）対象製品の導入手順又は操作方法その他弊社が別途定める事項についてお客様 

   ご自身で解決できない場合に、弊社がお客様の電話又は電子メールでのお問い 

合わせにお答えするものとします。ただし、同一のお客様から電話でのお問い合 

わせが多数なされ、他のお客様による電話でのお問い合わせに支障が生じるお 

それがあると弊社が判断したときその他弊社の業務遂行に支障が生じるおそれ 

があると弊社が判断したときは、弊社は、当該お客様からの電話でのお問い合わ 

せを制限することができるものとします。 

（２）前号のお問い合わせには、会計・経理等に関する業務知識、税務対策、他社製品 

及びネットワーク設定等本項本文に定める事項以外の事項に関するご相談を含 

まないものとします（「業務ヘルプデスク」、「周辺ソフトウェアサポート」及び 

「ＰＣ・ネットワークサポート」が適用され、これらのサポートに別途適用され 

る利用規約が定める場合を除きます。)。 

（３）第１号に定めるお問い合わせに関して、弊社は、お客様及びその従業員等のマイ 

ナンバーの提供を求めることはしないものとし、またお客様も提供しないもの 

とします。 

（４）お客様が、弊社に第１号のお問い合わせを行うにあたり、お客様があらかじめ弊 

社に登録している担当者、電話番号、メールアドレス、FAX 番号等とは異なる 

担当者、電話番号、メールアドレス、FAX 番号等（以下これらを総称して「非登 

録情報先」といいます。）からお問い合わせが入った場合には、弊社は当該お問 

い合わせについて、弊社所定の合理的な判断基準に基づきお客様からのお問い 

合わせとして取り扱うことができるものとし、当該お問い合わせが、非登録情報 

先へ回答することを希望した場合、弊社は、非登録情報先へお答えのうえ、弊社 

のプライバシーポリシーに従い、お客様への製品及びサービスに関するサポー 

トの提供及びサポートの向上のためのアンケートを行う目的でのみ非登録情報 

先の情報を使用するものとします。 

（５）その他のサポート及びサービスについては、弊社が定める利用規約等に規定する 

とおりとします。 

4 あんしん保守サポート契約に基づき「トータルプラン」に共通して提供される本サポー 

ト等の内容は、以下の各号に定めるとおりとします。 

（１）対象製品のプログラム提供媒体が破損や紛失した場合は、あんしん保守サポート 

契約の有効期間中１回に限り無償で新媒体を提供するものとします。なお、状況 

によっては、破損媒体を返却していただく場合があるものとします。 

（２）弊社が提供する「周辺ソフトウェアサポート」及び「ＰＣ・ネットワークサポー 

ト」をご利用いただけるものとします。 



 

 

（３）その他のサポート及びサービスについては、弊社が定める利用規約等に規定す 

   るとおりとします。 

5 お客様は、対象製品を弊社が取り扱う他の製品にアップグレードする場合、弊社が別途 

指定する契約を締結しなければならないこと、当該契約の締結と同時にサポート契約 

が終了すること、及び本サポート等の一部が利用できなくなる場合があることにあら 

かじめ同意するものとします。 

6 お客様は、保有製品・保有ライセンス数のサポート契約しか締結することはできないも 

のとします。 

 

第１０条（あんしん保守サポート契約におけるプランの変更） 

お客様は、第 7 条第３項に定めるあんしん保守サポート契約の更新手続の際に、プランの 

変更を申込むことができ、弊社所定の手続が完了した時点で変更後のプランにかかるあん 

しん保守サポート契約の効力が発生するものとします。また、あんしん保守サポート契約期 

間中であっても、あんしん保守サポート契約締結日の翌月 1 日から起算して８カ月を経過 

する日までは上位のプランに変更を申込むことができ、弊社所定の手続が完了した時点で 

変更後のプランにかかるあんしん保守サポート契約の効力が発生するものとします。 

 

第１１条（委託） 

弊社は、お客様の承諾を得ることなく、本サポート等に関する業務の全部又は一部を第三者 

に委託することができるものとします。 

 

第１２条（サポート契約終了後の契約） 

１ お客様は、サポート契約がいったん終了した後であっても、あんしん保守サポート契約 

を申込むことができ、弊社所定の手続が完了した時点であんしん保守サポート契約が 

成立するものとします。 

２ 前項に基づき成立したあんしん保守サポート契約の有効期間は、当該契約が成立した 

  日を含む月の翌月１日から１年（１２カ月）間とし、お客様は、従前のサポート契約の 

  終了日の翌日から当該締結日を含む月の末日までの間、本サポート等の提供を受けら 

れないものとします。なお、当該有効期間は、弊社が新たに発行するサポートカード又 

はそれに代わる案内文に記載するものとします。 

３ 前項の規定にかかわらず、あんしん保守サポート契約が第１項に基づき従前のサポー 

  ト契約の終了日を含む月の翌月第７営業日までに成立した場合、当該あんしん保守サ 

ポート契約の有効期間は、当該契約が締結された日を含む月の１日から１年（１２カ月） 

間とします。 

４ お客様があんしん保守サポート契約を結んでいない期間に法令改正等に対応した新プ 

  ログラムが発売又はリリースされている場合、お客様は、第１項に基づくあんしん保守 



 

 

  サポート契約の申込み時に弊社所定の料金をお支払いいただくことにより、新プログ 

ラム（あんしん保守サポート契約付）の提供を弊社から受けることができるものとしま 

す。 

５ 第１項に基づくあんしん保守サポート契約の申込み時において、弊社が対象製品の後 

  継と定める製品が既に発売されている場合には、対象製品にかかるあんしん保守サポ 

  ート契約を締結することはできないものとします。この場合、お客様は、弊社所定の料 

  金をお支払いいただくことにより、弊社から当該後継製品（あんしん保守サポート契約 

付）の提供を受けることができます。 

 

第１３条（サポート契約の終了） 

１ お客様は、弊社に対し、電話による申入れにより、弊社所定の手続を経て、いつでもサ 

ポート契約を解除することができるものとします。 

２ お客様に対する対象製品の使用許諾契約が効力を失った場合は、サポート契約も自動 

  的に終了するものとします。 

３ 対象製品又は弊社がその後継と定める製品の製造が中止された場合、サポート契約は、 

当該製造中止の日から弊社が合理的と判断する期間の経過をもって終了するものとし 

ます。この場合は事前に弊社からお客様に案内するものとします。 

 

第１４条（サポート契約の料金） 

１ 無料導入サポート契約の料金は無償とします。 

２ あんしん保守サポート契約の料金（以下、「サポート料金」といいます。）は有償としま 

す。なお、サポート料金の金額及び支払方法等については、対象製品のユーザー登録時 

及びあんしん保守サポート契約更新時に弊社からお客様に案内するものとします。 

３ 以下各号の条件を全て満たした場合に限り、一事業者につき一製品ごとに一回のみ、あ 

んしん保守サポート契約の初年度のサポート料金を無償又は特別料金とします（以下、 

「あんしん保守サポート初年度優待制度」といいます。）。 

ただし、「弥生会計 ネットワーク」「弥生販売 ネットワーク」及び「弥生販売 プロフ 

ェッショナル５ユーザー」は、対象外とします。 

（１）ユーザー登録と同時又は「無料導入サポート」期間中に申込むこと 

（２）対象製品が最新バージョンであること 

（３）申込み時に支払方法として口座振替（自動引落）又はクレジットカード支払を指 

定し、支払に必要な口座情報又はクレジットカード情報をご登録いただくこと 

（４）弥生製品を購入した方が事業者であること 

（５）契約する製品で、以前に「あんしん保守サポート初年度優待制度」を利用してい 

ないこと 

４ あんしん保守サポート契約の有効期間中に何らかの事由によりあんしん保守サポート 



 

 

  契約の効力が失われた場合（お客様のご都合によりあんしん保守サポート契約が解除 

された場合、第 7 条第２項に基づきあんしん保守サポート契約が解約された場合及び 

第２２条に基づき本サポート等の全部又は一部が停止された場合も含みますがこれに 

限りません。）その他いかなる場合においても、お客様から弊社にお支払いいただいた 

料金の全部又は一部をお返しすることはないものとします。 

 

第１５条（サポート料金の支払方法及び自動更新） 

１ お客様は、あんしん保守サポート契約の申込み時又は弊社が別途定める時期において、 

サポート料金の支払方法を選択することができるものとします。なお、サポート料金の 

支払方法は、①振込依頼書による支払、②口座振替（自動引落）による支払及び③クレ 

ジットカードによる支払の３種類の方法があるものとします。 

２ お客様は、前項のうち、②口座振替（自動引落）による支払、又は③クレジットカード 

による支払を選択した場合においては、第７条第３項の規定にかかわらず、別途弊社が 

通知する期限までにお客様から弊社に対してあんしん保守サポート契約の更新を拒絶 

する旨の意思表示がなされない限り、お客様と弊社との間で１年間あんしん保守サポ 

ート契約が自動的に更新されることにあらかじめ同意するものとします。 

 

第１６条（登録内容の変更） 

１ お客様は、ユーザー登録又はサポート契約の申込みにおいて届け出た内容に変更があ 

  った場合には、直ちに弊社所定の手続により当該変更の届出を弊社に対して行うもの 

とします。 

２ お客様は、前項の届出を怠ったことにより、弊社からの通知又は本サポート等に関連す 

る郵送物の送付が不到達となっても、通知については後記第２１条に従うこと、当該郵 

送物については通常到達すべきときに到達したとみなされることにあらかじめ同意す 

るものとします。 

３ 第１項の届出を怠ったことによりお客様が被った損害又は損失等については、弊社は 

  一切の責任を負わないものとします。また、お客様は、お客様が当該届出を怠ったこと 

  により弊社又は第三者が損害を被った場合、弊社又は当該第三者に対し、その全ての損 

  害（合理的な弁護士費用を含みますがこれに限られません。）を直ちに賠償する責任を 

  負うものとします。 

 

第１７条（禁止事項） 

お客様は、本サポート等を利用するに際し、以下の各号のいずれかに該当する行為をしては 

ならないものとします。 

（１）国内外の諸法令又は公序良俗に反する様態により本サポート等を利用する行為 

（２）国外から本サポート等を利用する行為 



 

 

（３）弊社又は第三者の財産権（著作権等の知的財産権を含みます。）、プライバシー等の権 

利を侵害する行為 

（４）弊社又は第三者を誹謗中傷する情報を流す行為 

（５）お客様の行為として不適当であると弊社が判断して中止を指示した行為 

（６）前各号に準ずる行為 

（７）その他弊社が不適当と認める行為 

 

第１８条（知的財産権） 

お客様は、本サポート等を通じて弊社がお客様に提供する情報（映像・音声・文章・写真・ 

各種広告・ソフトウェアを含みます。）が、著作権、商標権、特許権、又は他の知的財産権 

及び法律により保護されていることを認め、また同意するものとします。 

 

第１９条（秘密保持） 

お客様は、弊社又は第１１条に基づき本サポート等に関する業務を委託した第三者（以下、 

「委託先」といいます。）から得た弊社又は委託先の機密にかかる情報を第三者に開示又は 

漏洩することを禁止されるものとします。 

 

第２０条（利用範囲外の利用禁止） 

お客様は、弊社が事前に承諾した場合を除き、お客様が本サポート等を通じて入手したいか 

なる情報も複製、販売、その他自己利用の範囲を超えて使用をすることができないものとし 

ます。 

 

第２１条（弊社からの通知） 

１ 弊社は、弊社サイト上での掲示、電子メールの送信又は文書の送付その他弊社が適当と 

判断する方法により、お客様に対し、随時必要な事項を通知するものとします。 

２ 前項の通知は、弊社が当該通知を弊社サイト上に掲示し、電子メールを発信し、又は文 

書を発送し、又はその他の方法により通知を発信した時点からその効力を生じるもの 

とします。 

 

第２２条（本サポート等提供の停止） 

弊社は、以下の各号のいずれかの事由が存在するときは、本サポート等の全部又は一部の提 

供を事前の通知を要しないで直ちに停止することができるものとします。 

（１）お客様が弊社が定める利用規約等に違反したとき 

（２）お客様がお申込みになったサポート契約に付された条件（キャンペーン等による条件 

を含みます。）の全部又は一部に違反したとき 

（３）お客様がサポート契約の申込み、又は弊社への書類・資料等の提出に際し虚偽の事項 



 

 

を記載又は申告等したことが判明したとき 

（４）お客様が本サポート等を利用する者として不適当であると弊社が判断したとき 

（５）お客様が弊社の利用する電気通信設備に過大な負荷を生じさせ、他のお客様の利用に 

支障が生じるおそれがあるとき 

（６）弊社の業務判断により本サポート等に関する事業の全部又は一部を停止するとき 

（７）本サポート等の内容としてお客様が第三者の提供するサービスを利用することがで 

   きる場合において、理由の如何を問わず当該第三者が提供するサービスの停止又は 

終了に伴って弊社が本サポート等の提供の全部又は一部を停止するとき 

（８）弊社が利用する電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき 

（９）弊社が利用する電気通信設備に障害が発生したとき 

（１０）電気通信事業者又は国外の電気通信事業体が電気通信サービスの提供を中止する 

    こと等により本サポート等の提供を行うことが困難になったとき 

（１１）天災、事変その他の非常事態の発生により本サポート等の提供が不可能若しくは困 

難になったとき、又はその可能性があるとき 

（１２）本規約に定める本サポート等の利用条件を満たしていないとき 

（１３）前各号に準ずる事由があるとき 

（１４）その他弊社が本サポート等の提供を停止する必要があると判断したとき 

 

第２３条（解除） 

１ 弊社は、お客様が以下のいずれかに該当したときは、催告を要しないでサポート契約の 

全部又は一部を直ちに解除することができるものとします。 

（１）強制執行、競売、差押、仮差押、滞納処分、後見、保佐、破産手続開始、民事再 

生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これらに準ずる手続の申立を受け、 

又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始その他これら 

に準ずる手続の申立を自ら行ったとき 

（２）解散又は死亡したとき 

（３）手形若しくは小切手の不渡りを出したとき、又は支払を停止したとき 

（４）監督官庁から事業の取消又は停止の処分を受けたとき 

（５）前条各号に定める事由が発生したとき 

（６）前各号に準ずる事由が発生したとき 

２ 前項に基づく解除を含め、サポート契約の解除及び解約は、弊社が定める利用規約等に 

基づく損害賠償請求及び費用請求を妨げないものとします。 

 

第２４条（第三者からのクレーム等） 

お客様は、本サポート等の利用又は本サポート等を利用して行う事業に関連してお客様又 

は弊社が他のお客様を含む第三者からクレーム、主張、請求、異議等（以下、「クレーム等」 



 

 

といいます。）を受けた場合には、自己の責任と費用をもってこれを処理解決するものとし、 

当該クレーム等に関連して弊社が損害を被った場合には、その全ての損害（合理的な弁護士 

費用を含むがこれに限られません。）を直ちに賠償する責任を負うものとします。なお、弊 

社が当該クレーム等を処理解決した場合には、その処理解決に要した全ての費用（合理的な 

弁護士費用を含むがこれに限られません。）はお客様の負担とします。 

 

第２５条（免責） 

１ 弊社は、お客様が本サポート等を通じて得る情報・データの完全性、正確性、確実性、 

有用性等について、一切保証しないものとします。 

２ 弊社は、本サポート等の遅滞、停止、変更、中止、廃止、又は登録、提供される情報・ 

データの喪失、流出に関連してお客様が被った損害又は損失等について、一切の責任を 

負わないものとします。また、第三者が提供するサービスの利用等に際してお客様が当 

該第三者に登録、提供した情報・データの喪失、流失等に関連して被った損害又は損失 

等について、弊社は一切の責任を負わないものとします。 

３ お客様に付与されるアカウント情報等を使用した本サポート等の利用はお客様自身の 

  利用とみなし、事実上の使用者が誰であろうとその責任をお客様が負うものとし、弊社 

  は一切の責任を負わないものとします。 

４ 弊社は、弊社の管理外である通信回線や弊社設備に属さない設備の状態について、一切 

の責任を負わないものとします。 

５ 弊社は、第三者（委託先を含みます。）の作為又は不作為によりお客様が被った損害又 

は損失等について、一切の責任を負わないものとします。 

６ 弊社は、お客様が本サポート等の利用に関連して他のお客様を含む第三者に与えた損 

  害又は損失等について、一切の責任を負わないものとします。 

７ 本サポート等の利用の際に発生した、電話会社又は各種通信業者より請求される費用 

は、お客様が自己の責任において管理するものとし、弊社は、一切補償しないものとし 

ます。 

８ 弊社は、第９条第３項第４号により、弊社への非登録情報先からのお問い合わせを弊社 

所定の合理的な判断基準に基づきお客様からのお問い合わせとして取り扱い若しくは 

非登録情報先に対してお答えした結果、又はこれに関連して、お客様が被った損害又は 

損失等について、一切の責任を負わないものとします。 

９ 前各項に定めるほか、弊社は、お客様が本サポート等の利用又は本サポート等を利用し 

て行う事業に関連して被った損害又は損失等について、一切の責任を負わないものと 

します。 

 

第２６条（本サポート等提供の中断） 

１ 弊社は、以下のいずれかに該当する場合には、お客様に事前に通知することなく、本サ 



 

 

ポート等の全部又は一部の提供を中断することができるものとします。 

（１）本サポート等にかかる設備の保守又は工事のため、やむを得ないとき 

（２）本サポート等にかかる設備に障害が発生し、やむを得ないとき 

（３）電気通信事業者の提供する電気通信役務に起因して電気通信サービスの利用が 

   不可能又は困難になったとき 

（４）その他運用上又は技術上本サポート等の中断が必要であると弊社が判断したと 

   き 

（５）その他不測の事態により、本サポート等の継続が困難であると弊社が判断したと 

   き 

２ 弊社は、前項の場合において、お客様に生じる損害、損失、その他の費用の賠償又は補 

償等につき、一切の責任を負わないものとします。 

 

第２７条（本サポート等の内容の変更又は追加） 

１ 弊社は、お客様の承諾を得ることなく、本サポート等の内容の全部若しくは一部を変更 

又は追加することができるものとします。 

２ 弊社は、前項による本サポート等の内容の全部若しくは一部の変更又は追加につきお 

  客様が被った損害又は損失等について、一切の責任を負わないものとします。 

 

第２８条（本サポート等の終了） 

１ 弊社は、お客様に対して終了希望日の１カ月前までに通知することにより、お客様に対 

する本サポート等の全部又は一部を終了することができるものとします。また、本サポ 

ート等の内容としてお客様が第三者の提供するサービスを利用することができる場合 

において、弊社は、事前の通知を要しないで、理由の如何を問わず当該第三者が提供す 

るサービスの終了に伴って、当該サービスの利用に関連する本サポート等の全部又は 

一部を終了することができるものとします。 

２ 弊社は、前項に基づき本サポート等を終了するに伴いお客様が被った損害、損失、その 

他の費用の賠償又は補償等につき、一切の責任を負わないものとします。 

 

第２９条（規約等の変更） 

１ 弊社は、法令に違反しない範囲内で、弊社の判断により、弊社が定める利用規約等の内 

容の全部又は一部を変更することができるものとします。 

２ 弊社は、本規約又は個別のサービスの利用規約を変更する場合には、その効力発生日を 

定め、かつ、事前に、当該規約を変更する旨、当該変更内容及び当該変更の効力発生日 

を、第２１条に従い、お客様に通知するものとします。なお、変更の効力発生日以降に、 

お客様が本サポート等を利用した場合又は上記期間内にサポート契約の解約の手続き 

を取らなかった場合には、お客様は、当該規約の変更に同意したものとみなします。 



 

 

３ 弊社は、本条による本規約又は個別のサービスの利用規約の内容の全部又は一部の変 

更に伴いお客様が被った損害その他の費用の賠償又は補償等につき、一切の責任を負 

わないものとします。 

 

第３０条（反社会的勢力に関する表明・保証） 

１ お客様は、弊社に対し、お客様自身並びにお客様の役員及び従業員が、以下の各号のい 

ずれかの者に該当しないことを表明及び保証し、かつ将来にわたって該当しないこと 

を確約します。 

（１）暴力団 

（２）暴力団員 

（３）暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者 

（４）暴力団準構成員 

（５）暴力団関係企業 

（６）総会屋等 

（７）社会運動等標ぼうゴロ 

（８）特殊知能暴力集団等 

（９）その他前各号に準ずる者 

（１０）前各号に該当する者（以下「暴力団員等」という。）が経営を支配していると 

    認められる関係を有する者 

（１１）暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者 

（１２）自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える 

目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係 

を有する者 

（１３）暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしてい 

ると認められる関係を有する者 

（１４）役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難される 

    べき関係を有する者 

２ お客様は、自ら又は第三者をして、以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないも 

のとします。 

（１）暴力的な要求行為 

（２）法的な責任を超えた不当な要求行為 

（３）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

（４）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の 

業務を妨害する行為 

（５）その他前各号に準ずる行為 

３ お客様が前 2 項に反した場合、弊社は、何らの催告を要せずして本契約を解除するこ 



 

 

  とができるものとします。 

４ 前項の規定により本契約が解除された場合には、お客様は弊社に対し、弊社の被った損 

害を賠償するものとします。 

５ 第 3 項により本契約が解除された場合には、お客様は、解除から生じた損害について 

弊社に対し一切の請求を行わないものとします。 

 

第３１条（消費者契約法との関係） 

お客様が消費者契約法（平成１２年５月１２日法律第６１号。以下「消費者契約法」といい 

ます。）の適用対象に該当する場合、本規約の各条項は、消費者契約法の各条項と矛盾又は 

抵触する部分については、その効力を生じないものとします。なお、本条本文により効力を 

生じない部分は、消費者契約法の各条項と矛盾又は抵触する一部分に限られ、当該一部分を 

含む各条項のうちの他の部分及び当該条項以外の他の条項については、何らの影響を受け 

ることなくその効力は存続するものとします。 

 

第３２条（損害賠償） 

本規約に特に定めるほか、お客様は、本規約に違反したことにより、又は故意若しくは過失 

により、弊社に損害を与えた場合、弊社に対し、その全ての損害（合理的な弁護士費用を含 

みますがこれに限られません。）を直ちに賠償する責任を負うものとします。 

 

第３３条（準拠法） 

本規約に関する準拠法は、日本法とします。 

 

第３４条（管轄裁判所） 

お客様及び弊社は、本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合、その訴額に応じて東京簡易 

裁判所又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３５条（協議解決） 

本規約に規定のない事項又は本規約の解釈について疑義が生じた事項については、お客様 

及び弊社は、誠意をもって協議のうえ、解決にあたるものとします。 

 

第３６条（存続条項） 

サポート契約終了後といえども、第１条、第３条第２号、第７条第３項但書、第９条第５項、 

第１２条、第１３条、第１４条第４項、第１５条第２項、第１６条第２項及び第３項、第 

１８条ないし第２１条、第２３条第２項、第２４条、第２５条、第２６条第２項、第２７条 

第２項、第２８条第２項、第２９条第３項、第３０条ないし本条の各規定は、なお有効に存 



 

 

続するものとします。 

 

第３７条（附則） 

平成２３年１２月 １日 制定・施行 

令和 ２年 ５月１１日 最終改定 


