
クラウドサービス利用条件 

 

第1条 （本条件の目的） 

本条件は、デロイト トーマツ コンサルティング合同会社（以下「当社」といいます。）が提供するクラウ

ドサービス（次条にて定義します。）の利用を希望し、当社がこれを承諾した者（以下「契約者」といい

ます。）がクラウドサービスを利用するにあたり、当社および契約者に適用される諸条件を定めるもの

とします。 

 

第2条 （定義） 

本条件における用語の定義は、次の各号に定めるとおりとします。 

(1) クラウドサービス 

当社が提供するオンラインサービスの総称 

(2) 個別サービス 

第 5 条に基づき契約者が利用の申込みを行った個別具体的なクラウドサービスまたは当

該サービスの無償トライアル版（次号にて定義します。） 

(3) 無償トライアル版 

当社が、別途定める期間および範囲において無償で提供する試用版のクラウドサービス 

(4) 利用契約 

本条件等（次条にて定義します。）に基づき当社と契約者との間で締結される個別サービ

スの提供にかかる契約 

(5) 利用申込 

各個別サービスの利用の申込みにかかる意思表示 

(6) 本申込書等 

利用申込時に契約者が当社に提出する当社所定の書面または電磁的記録、もしくは利用

申込がウェブサイト上で行われる場合に当社に送信する申込みフォーム 

(7) 利用ユーザー 

契約者が、クラウドサービスを利用する者として当社所定の方法にて指定する者 

(8) ユーザーID 

利用ユーザーを識別するための符号 

(9) 契約者環境 

契約者がクラウドサービスを利用するために必要となる当社が別途定めるコンピュータ端末、

通信回線その他のハードウェアおよびソフトウェア 

(10) 当社サービス環境 

当社が契約者に対しクラウドサービスを提供するためのコンピュータ、通信設備その他のハ

ードウェアおよびソフトウェア 

(11) 契約者データ 



クラウドサービスの利用にあたり、契約者が当社に提供する情報およびデータ 

(12) 本コンテンツ 

クラウドサービスを構成する有形・無形の構成物（ソフトウェアプログラム、データベース、ア

イコン、画像、文章、マニュアル等の関連ドキュメントおよびクラウドサービスにより契約者に

提供される各種情報・データ等を含みますが、これらに限られません。） 

(13) ライセンサー等 

本コンテンツにかかるデータソース元、ライセンサー等、本コンテンツの利用を当社に許諾

する第三者 

 

第3条 （個別サービス） 

1. 個別サービスの概要その他提供にかかる条件は、別紙「個別サービス条件」に定めるとおりとし

ます。個別サービス条件は、利用契約の一部を構成するものとし、本条件と個別サービス条件

の定めが相反する場合は、個別サービス条件が優先して適用されるものとします。なお、本条

件と個別サービス条件を併せて、以下「本条件等」といいます。 

2. 当社は、個別サービスの機能追加、改善を目的として、当社の裁量により個別サービスの一部

の追加・変更を行うことができるものとします。ただし、当該追加・変更は、変更前の個別サービ

スのすべての機能・性能が維持または改善されることを保証するものではありません。 

 

第4条 （無償トライアル版） 

1. 当社は、一部の個別サービスについて、無償トライアル版を提供することがあります。契約者は、

当該無償トライアル版にかかる個別サービス条件で定める範囲および期間において、当該個別

サービスを無償で使用することができます。 

2. 無償トライアル版のサービス提供期間（以下「トライアル期間」といいます。）は、個別サービス条

件にて定めるものとします。契約者は、トライアル期間後に有償版の利用を希望する場合、当社

との間で別途有償版の利用契約を締結するものとします。契約者は、いかなる場合においても、

トライアル期間満了後において無償トライアル版を継続して使用することはできません。 

3. 当社は、当社の裁量により無償トライアル版の内容（提供機能の追加、削除または変更を含み

ますが、これらに限られません。）を変更することができるものとします。 

4. 当社は、当社の判断で、トライアル期間中いつでも無償トライアル版の提供を一時停止、中断ま

たは終了することができるものとします。 

 

第5条 （利用契約の成立） 

1. 契約者は、クラウドサービスの利用を希望する場合、本条件および利用を希望する個別サービ

スにかかる個別サービス条件の内容を承諾の上、当社が別途指定する方法にて、本申込書等

を提出または送信することにより、個別サービスの利用申込を行うものとします。 

2. 利用契約は、当社が当社所定の手続により当該利用申込を承諾する旨の通知を発信した時



点で成立します。 

3. 契約者は、個別サービスの利用申込が、契約者における利用申込にかかる正当な権限を有す

る者によって実施されるものであることを表明し、保証するものとし、当社は、当該利用申込が、

契約者における正当な権限を有する者によってなされたものとみなします。 

 

第6条 （利用契約期間） 

利用契約の有効期間（以下「利用契約期間」といいます。）は、本申込書等に定めるサービス提供期

間開始日または前条による利用契約の成立日のいずれか早い日からサービス提供期間満了日まで

とします。 

 

第7条 （ユーザーIDおよびパスワードの取扱い） 

1. 個別サービスの利用にかかるユーザーID およびパスワードの付与に関する諸条件は、当該サー

ビスにかかる個別サービス条件にて定めるものとします。 

2. 契約者は、当社よりユーザーID およびパスワードの付与を受ける場合、以下の事項を遵守する

ものとします。 

(1) 自らの管理責任により、ユーザーID およびパスワードを不正使用されないよう厳格に管理

すること 

(2) ユーザーIDおよびパスワードを第三者に開示または貸与しないこと 

(3) 以上のほか、個別サービス条件に定める事項 

3. 契約者は、ユーザーID およびパスワードを紛失した場合、盗難等の被害に遭った場合、誤って

第三者に開示した場合または漏洩が生じた場合には、直ちに当社にその旨を通知するものとし

ます。 

4. 当社は、当社の責に帰さないユーザーID およびパスワードの不正利用によって契約者に生じた

損害について、責任を負いません。当社は、ユーザーIDおよびパスワードの認証を行った後に行

われたクラウドサービスの利用行為については、すべて契約者に帰属するものとみなします。 

5. 契約者は、利用ユーザーをして本条件等の規定を遵守させるものとし、利用ユーザーによるク

ラウドサービスの利用（ユーザーID およびパスワードの取扱いを含みます。）につき一切の責任を

負うものとします。 

 

第8条 （委託） 

当社は、クラウドサービスの提供にかかる業務の全部もしくは一部を、第三者に委託することができま

す。ただし、その場合、当社は責任をもって委託先を管理するものとします。 

 

第9条 （サービス提供条件） 

当社は、個別サービス条件記載のサービス提供条件を満たすよう、商業的に合理的な努力をもって

個別サービスを提供します。 



第10条 （サービス利用料） 

1. 契約者は、個別サービス利用の対価として、本申込書等に定めるサービス利用料（以下「サー

ビス利用料」といいます。）を支払うものとします。なお、サービス利用料の支払にかかる手数料

その他の費用は契約者の負担とします。 

2. サービス利用料の支払方法その他の条件は、本申込書等または個別サービス条件に定めると

おりとします。 

 

第11条 （遅延損害金） 

契約者が、サービス利用料を支払期日までに支払わない場合、当社は、所定の支払期日の翌日か

ら支払日の前日までの日数に法定利率で計算した金額を、遅延損害金として請求することができる

ものとします。 

 

第12条 （知的財産権等） 

1. 本コンテンツに関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権を含む一切の知的財産

権その他の権利（以下「知的財産権等」といいます。）は、当社または当該コンテンツにかかるラ

イセンサー等に帰属します。 

2. 本コンテンツに関して、第三者から契約者に対して知的財産権等にかかるクレームその他の請

求（以下「クレーム等」といいます。）が発生した場合、契約者はただちに当社に書面にてその旨

およびクレーム等の内容を通知するものとし、当社はその責任と負担において当該クレーム等を

処理するものとします。ただし、当該クレーム等の発生が契約者の責に帰すべき事由に基づく場

合（契約者が当社にクレーム等の発生をただちに通知しない等の事由により当社が適切な防御

を行う機会を逸することとなった場合を含みますが、これに限られません。）は、この限りではあり

ません。 

 

第13条 （契約者の責任） 

1. 契約者は、クラウドサービスの利用およびクラウドサービス内における一切の行為（情報の登録、

閲覧、削除、送信等を含みますが、これらに限られません。）およびその結果について、一切の

責任を負うものとします。 

2. 契約者は、クラウドサービスを利用するにあたり必要となる契約者環境を自らの責任と費用をも

って準備し、当社サービス環境に接続するものとします。 

3. 契約者は、クラウドサービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で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その他の請求がなされた場合、自己の責任と負担をもっ

てこれを処理、解決するものとします。 

4. 契約者は、契約者の故意または過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して当該損害

を賠償するものとします。 

 



第14条 （禁止事項） 

契約者は、クラウドサービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとします。 

(1) 法令に違反する行為またはそのおそれがある行為 

(2) 公序良俗に反する行為 

(3) クラウドサービスの趣旨を逸脱した利用をする行為 

(4) 当社またはライセンサー等の知的財産権等を侵害する行為 

(5) クラウドサービスを構成するハードウェアまたはソフトウェアへの不正アクセス行為その他設

備等に支障を与える行為 

(6) クラウドサービスの提供を妨害する行為またはそのおそれがある行為 

(7) クラウドサービスを構成するソフトウェアの解析、リバースエンジニアリングその他ソースコード

を入手しようとする行為 

(8) 他人のユーザーIDを使用する行為またはその入手を試みる行為 

(9) 他の契約者のデータを閲覧、変更、改ざんする行為またはこれらを試みる行為 

(10) 他の契約者によるクラウドサービスの利用を妨害する行為またはそのおそれがある行為 

(11) クラウドサービスの利用に関連して、ライセンサー等に対して直接損害賠償請求その他法

的措置をとる行為 

(12) 前各号に類する行為 

 

第15条 （保証） 

1. 当社は、本条件等に規定された限度においてのみ、クラウドサービスについての責任を負うもの

とします。 

2. 当社は、当社サービス環境の安全を確保するために、当社サービス環境に当社所定のセキュリ

ティ防護措置を講じるものとします。なお、当社は、当社サービス環境への不正なアクセスまた

はクラウドサービスの不正な利用を完全に防止すること、クラウドサービスを構成するソフトウェア

に不具合等がないこと（本コンテンツその他クラウドサービスを通じてアクセス可能な情報がコン

ピュータ・ウイルスに感染していないことを含みますが、これに限られません。）を何ら保証するも

のではありません。 

3. 当社およびライセンサー等は、クラウドサービスおよび本コンテンツにつき、その信ぴょう性、正確

性、完全性、最新性、網羅性、適時性、特定目的への適合性等について、一切の保証責任を

負いません。また、当社は、契約者環境において他のソフトウェア等が使用ないし併用された場

合の、クラウドサービスの正常な動作を保証するものではありません。 

 

第16条 （責任の制限） 

1. 当社の責に帰すべき事由によってクラウドサービスに関して契約者に損害が生じた場合であって

も、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社の賠償責任は、当該損害の原因となった

個別サービスの対価として契約者が当社に対して支払った過去 1 年分の利用料金を上限とし



ます。 

2. 前項の定めにかかわらず、当社は、契約者の事業機会の損失、逸失利益等については、契約

責任、不法行為責任その他請求原因の如何を問わず、いかなる賠償責任も負いません。 

 

第17条 （クラウドサービスの中断・停止） 

1. 当社は、当社所定の方法により契約者へ事前に通知をすることによって、クラウドサービスの全

部または一部の提供を中断または停止（以下「停止等」といいます。）することができます。 

2. 前項の定めにかかわらず、当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、契約者への通知を

要さずに、クラウドサービスの全部または一部の提供を停止等することができます。 

(1) 個別サービス条件に定めるメンテナンス作業を実施する場合 

(2) 当社サービス環境に異常がある場合 

(3) 契約者または第三者の生命、身体または財産保護のため必要な場合 

(4) クラウドサービスが利用する第三者のサービスの提供が停止した場合 

(5) 契約者が本条件等のいずれかの条項に違反しまたはそのおそれがあると当社が判断した

場合 

(6) 第三者からの攻撃または不正行為によりクラウドサービスの提供が不可能または著しく困

難である場合 

(7) 火災、地震、台風、津波その他の天災地変、戦争、暴動、内乱、テロ行為、感染症、ストラ

イキ、争議行為、政府機関等の公権力による命令・処分・指示・要請その他の不可抗力に

よりクラウドサービスの提供が不可能または著しく困難である場合 

(8) その他、当社がクラウドサービスの全部または一部の提供の停止が必要と判断した場合 

3. 当社は、本条に基づいてクラウドサービス全部または一部の提供を停止等した場合であっても、

契約者から受領した利用料金を返還する義務を負わず、また、停止等によって契約者に生じた

不利益、損害について責任を負いません。 

 

第18条 （秘密情報） 

1. 本条件において「秘密情報」とは、次の各号のいずれかに該当する情報をいいます。なお、本条

において秘密情報を開示する者を「開示者」、秘密情報を受領する者を「受領者」というものとし

ます。 

(1) 本条件等の内容 

(2) 契約者データ 

(3) クラウドサービスの利用に際して、または関連して、当社または契約者が知り得た相手方の

営業上、技術上その他一切の情報 

(4) クラウドサービスに関する一切の情報 

(5) その他社会通念上合理的に秘密であると認識されるべき情報 

2. 前項定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報にあたらないものと



します。 

(1) 開示の時点ですでに受領者が保有していた情報 

(2) 秘密情報によらず受領者が独自に生成した情報 

(3) 開示の時点で公知の情報 

(4) 開示後に受領者の責に帰すべき事由によらず公知となった情報 

(5) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに開示された情報 

3. 受領者は、秘密情報を厳に秘密として保持し、開示者の書面による承諾がある場合を除き、第

三者に開示または漏洩してはならないものとします。 

4. 前項の定めにかかわらず、受領者は、次の各号に定める場合、秘密情報を開示することができ

るものとします。 

(1) 法令または司法もしくは行政当局の命令等により開示が義務付けられた場合。ただし、この

場合、受領者は可能な限り開示者に事前の通知を行うものとし、事前の通知が困難な場

合には、速やかに事後通知を行うものとします。 

(2) 当社がクラウドサービス提供のために、第 8 条に定める委託先に対して秘密情報を開示す

る場合。この場合、当該委託先は本条により当社が負うべき義務と同等の義務を負うもの

とします。 

(3) 当社が独立性・利益相反の確認または品質管理レビュー等の品質管理目的ならびに管

理業務のため、デロイト トウシュ トーマツ リミテッド（英国法令に基づく保証有限責任会社）

に加盟するネットワーク・ファームに対して秘密情報を開示する場合。この場合、これらの

者は本条により当社が負うべき義務と同等の義務を負うものとします。 

5. 受領者は、秘密情報を利用契約上の権利の行使または義務の履行の目的以外で使用または

利用してはならないものとします。 

6. 前項の定めにかかわらず、当社は、次の各号に掲げる目的で、契約者データ、契約者のクラウド

サービスの利用状況、画面・項目の利用頻度等の統計数値を利用し、あるいは統計調査に必

要な限度でこれらの情報を解析し、二次加工して活用（解析結果の第三者への開示を含みま

す。）できるものとし、契約者はかかる統計調査、二次加工活用を行うことに同意するものとしま

す。 

(1) 新規のクラウドサービスの開発 

(2) クラウドサービスの追加機能の開発 

(3) クラウドサービスの品質維持および改良 

(4) 当社事業（クラウドサービスを含みますがこれに限られません。）にかかるプロモーション・販

売促進活動等 

7. 受領者は、利用契約終了時または開示者が要求するとき、利用規約に別段の定めがない限り

または法令に違反しない限り、開示者の指示に従って直ちに秘密情報を返還または破棄するも

のとします。 

 



第19条 （個人情報の取扱い） 

1. 当社は、クラウドサービスの提供にあたり契約者より受領する利用ユーザーその他契約者の関

係者に関する個人情報（個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」といいます。）

に定める「個人情報」をいいます。以下同じ。）を、当社が別途定めるプライバシーポリシーの定

めに従って取扱うものとします。 

2. 契約者は、契約者データに個人情報が含まれる場合、当社に対し、その旨を明示しかつ次の

各号の事実のすべてが正確かつ真実であることを表明し、保証します。 

(1) 契約者が当該個人情報の取得および当社への提供について、個人情報保護法その他適

用法令のもと、正当な権限を有していること 

(2) 契約者が個人情報保護法その他適用法令を遵守していること（個人情報保護法上必要

な本人からの同意の取得を含みますが、これに限られません。） 

 

第20条 （クラウドサービスの廃止） 

1. 当社は、本条に定める条件を充足することを前提に、クラウドサービスの全部または一部をいつ

でも廃止できる権利を有します。 

2. クラウドサービスの全部または一部を廃止する場合、当社は、廃止する 6 か月以上前に当該サ

ービスの契約者に対して通知を行うものとします。 

3. 当社が予期しない事由または法令・規則の制定・改廃、天災等のやむを得ない事由でクラウド

サービスを廃止する場合において 6 か月以上前の通知が不可能または著しく困難な場合、当

社は可能な限り速やかに契約者に対して通知を行うものとします。 

4. 本条に定める手続に従って通知がなされたときは、当社はクラウドサービスの廃止の結果につい

て何ら責任を負いません。 

 

第21条 （利用契約の終了） 

1. 契約者は、利用契約期間内に、契約者の都合により利用契約の終了を希望する場合は、終了

を希望する日の 3 か月前までに、当社が別途指定する方法により、その旨を当社に通知するも

のとします。この場合、利用契約は、契約者から当社に利用契約終了の申出が到達し、かつ当

社が契約者の個別サービスのユーザーIDを失効させた時点で終了するものとします。 

2. 契約者または当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場合、相手方に何らの通知ま

たは催告を要せず、直ちに利用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。 

(1) 契約者が第 14条に定める禁止事項に違反した場合 

(2) 契約者が利用契約上の義務を履行せず、または本条件等に違反した場合で、当社から相

当の期間を定めて催告を受けたにも関わらず、なおその期間内に義務の履行または違反

行為の是正を行わない場合 

(3) 重要な財産に対する差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分その他公権力の処分を

受け、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開

https://www2.deloitte.com/jp/ja/footerlinks1/privacy.html?icid=bottom_privacy


始の申立てが行われた場合 

(4) 解散もしくは事業の全部を譲渡し、またはその決議がなされた場合 

(5) 自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払い停止状態に至

った場合 

(6) 監督官庁から営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を受けた場合 

3. 契約者または当社は、前項各号のいずれかに該当したときは、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ただちに弁済するものとします。 

4. 前三項に定めるほか、当社は、契約者へのクラウドサービスの提供の全部または一部が独立性

にかかわる諸法令等に抵触するまたはそのおそれがあると判断した場合、契約者に対して書面

による通知を行うことにより、利用契約を終了させることができるものとします。 

 

第22条 （残存条項） 

終了事由の如何にかかわらず、第 12条（知的財産権等）、第 13条（契約者の責任）、第 15条（保

証）、第 16 条（責任の制限）、第 18 条（秘密情報）、第 19 条（個人情報の取扱い）、本条、第 23

条（利用契約終了後の処理）および第 29 条（準拠法および裁判管轄）の規定の効力は、利用契約

終了後においても適用対象となる事項が存続する限りにおいて存続するものとします。ただし、第 18

条（秘密情報）の規定の効力は、利用契約終了後 3年間に限り存続するものとします。 

 

第23条 （利用契約終了後の処理） 

1. 契約者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、直ちに個別サービスの利用を終了

し、以後、当該個別サービスを利用することはできません。 

2. 契約者は、利用契約終了日までに、自らの責任および負担において、契約者データについて必

要なバックアップを実施するものとします。 

3. 終了事由の如何を問わず、利用契約が終了した場合、当社は、個別サービスの利用にあたり

当社サービス環境に登録・保存された契約者データ（ただし、第 18 条第 6 項に基づき統計処

理されたデータを除きます。）を、当社所定の期間内に消去します。契約者は、利用契約の終

了後、当該データを参照、閲覧、操作、取得等することができないことを確認します。 

4. 当社は、前項による契約者データの消去によって契約者に損害が発生した場合であっても、一

切責任を負わないものとします。 

 

第24条 （反社会的勢力の排除） 

1. 契約者および当社は、相手方に対し、自らが暴力団、暴力団員（暴力団員でなくなった時から

5 年を経過しない者を含む。）、暴力団準備構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等

標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらの準ずる者（以下併せて「暴力団員等」といいま

す。）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ利用契約期

間中該当しないことを確約します。 



(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

(2) 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こと 

(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的また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こと 

(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、また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こと 

(5) 役員また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

を有すること 

2. 契約者および当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれに該当する行為も行わ

ないことを確約します。 

(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) 虚偽の風説を流布し、偽計を行いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相

手方の業務を妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

3. 契約者および当社は、相手方が前二項の表明または確約に違反したときは、何らの通知または

催告をすることなく、利用契約を直ちに解除することができます。この場合において、当該解除

をした当事者は、相手方に対して損害を賠償する義務を負いません。 

4. 契約者および当社は、利用契約に基づく取引に関し、暴力団員等から不当な介入を受けたとき

は、直ちにその旨を相手方に報告するものとします。 

 

第25条 （通知） 

1. クラウドサービスに関する通知その他本条件に定める当社から契約者に対する通知は、契約者

が本申込書等にて当社に届出た電子メールアドレスに対して発するものとし、当該通知を発信し

た時に到達したものとみなします。 

2. 契約者は、本申込書等にて届出た連絡先に変更が生じる場合、事前に、当社所定の方法にて

変更後の連絡先を届け出るものとします。契約者が当該届出を怠ったことにより契約者に生じた

一切の損害について、当社は責任を負いません。 

 

第26条 （権利義務譲渡の禁止） 

契約者は、利用契約の契約上の地位を第三者に承継させ、または利用契約に基づく権利義務の全

部または一部を第三者に譲渡し、承継させまたは担保に供してはならないものとします。 

 

第27条 （分離可能性） 

本条件等のいずれかの条項またはその一部が無効または執行不能と判断された場合であっても、



当該無効または執行不能と判断された条項の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとし

ます。 

 

第28条 （協議） 

利用契約の解釈について両当事者間に異議、疑義が生じた場合、または本条件等に定めのない事

項が生じた場合、契約者および当社は誠実に協議し、円満にその解決を図るものとします。 

 

第29条 （準拠法および裁判管轄） 

利用契約に関する事項については、日本法を準拠法とし、東京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30条 （本条件等の変更） 

1. 当社は、本条件等で別段の定めがある場合を除き、変更日の 3か月前までに当社所定の方法

により契約者に通知を行うことで、本条件等（ただし、サービス利用料にかかわる条件は除きま

す。）を変更することができるものとします。ただし、変更内容が軽微である場合または契約者に

特に不利益とならないと当社が判断した場合は、事前の通知なく変更することができるものとし

ます。 

2. 当社は、契約者が本条件等の変更後にクラウドサービスを利用した場合、その時点で契約者が

変更後の本条件等に同意したものとみなします。 

3. 契約者が変更後の規約に同意できないときは、第 1 項の通知後、変更日までの間に当社に通

知することによって利用契約を終了させることができます。 

 

以上 

最終改定日：2022年 6月 20日 

制定日：2022年 1月 11日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別紙】 

 

個別サービス条件：Napier 

 

1. サービス概要 

契約者におけるビジネス戦略の策定を支援する目的で、各投資分野に関する特許情報を基に

算出した独自の値（Napierスコア）や、出資情報、財務情報、および非財務情報（顧客、仕入先、

競合等にかかる情報）の組み合わせ・分析から得られた各種コンテンツを提供するサービス 

 

2. サービス提供条件 

本サービスの提供時間は 24 時間・365 日となります。ただし、事前に通知されたサービス停止

期間やクラウドサービス条件第 17条第 2項各号に該当する場合を除きます。 

 

3. サービス提供期間 

サービス提供期間は、本申込書等記載の利用開始日から 1 年間とします。ただし、サービス提

供期間満了日の 1か月前までに契約者が当社所定の方法により更新を希望しない旨の通知を

しない限り、サービス提供期間は同条件にて 1年間自動的に更新されるものとし、以降も同様と

します。 

 

4. ユーザーIDおよびパスワードの付与および管理 

(1) 当社は、利用契約締結後、契約者が本申込書等において指定する利用ユーザーに対し、

当社所定の方法によりアカウントを付与します。 

(2) 契約者は、前項に基づき付与されたアカウントを、本申込書等にて指定する利用ユーザー

に対してのみ使用させることができるものとします。利用契約締結後、利用ユーザーに変更

が生じる場合、契約者は、事前に変更内容を当社が別途定める方法により当社に通知す

るものとします。 

 

5. サービス利用料の変更 

クラウドサービス利用条件第 30 条（本条件等の変更）の定めにかかわらず、当社はサービス提

供期間満了の 6 か月前までに契約者に通知することにより、翌サービス期間におけるサービス

利用料を変更することができるものとします。契約者が当該サービス利用料の変更につき何ら

異議を申し出ず利用契約を更新した場合、当社は契約者が変更後のサービス利用料に同意し

たものとみなします。 

 

6. 支払済みサービス利用料の取扱い 



当社は、当社の誤請求または契約者による過払いの場合を除き、契約者が支払ったサービス

利用料を契約者に返還しないものとします。 

 

7. 本コンテンツの利用範囲 

契約者は、本コンテンツを、内部利用目的でのみ利用することができるものとします。 

 

8. 禁止事項 

契約者は、本サービスを利用するにあたり、本条件に定めるほか、以下の行為を行わないものと

します。 

(1) 本コンテンツを項番 7に定める範囲を超えて利用し、または第三者に利用させる行為 

(2) 利用目的の如何を問わず、本コンテンツを契約者の社内外のデータベースおよびシステ

ム等に定期的に蓄積、利用する行為 

(3) 本コンテンツの不正ダウンロード行為（本サービスの趣旨から明らかに逸脱するものと認め

られる分量および頻度での本コンテンツのダウンロード行為を含みますが、これに限られま

せん。） 

(4) 本コンテンツその他本サービスを通じて入手した資料を利用して本サービスと類似するシ

ステムの開発またはサービスの提供を行う行為またはその準備行為 

(5) 当社に対して虚偽の情報、第三者に対して守秘義務を負う情報その他の非公開情報およ

び法令等により開示が禁じられている情報を提供する行為 

(6) 本サービスまたは当社およびライセンサー等の商標および商号を、契約者の提供するサー

ビス・商品にかかる情報配信、取引、販売促進、広告宣伝に関連して対外的に使用し、ま

たは提供する行為 

 

9. 免責事項 

契約者は、当社による本サービスの提供について、以下の事項を確認し、承諾するものとします。 

(1) 本コンテンツは、投資に対する当社および第三者の最終的かつ確定的見解を表明するも

のでないこと 

(2) 本コンテンツに関する解釈および判断は、契約者が自らの責任において実施するものであ

り、契約者が当該情報に依拠して行った判断に起因する一切の損害について、当社は責

任を負わないこと 

 

10. 個人情報の第三者提供 

当社は、本サービスの提供のために必要最小限の範囲において、ライセンサー等に対し、契約

者にかかる個人情報を提供することができるものとし、契約者はあらかじめこれを承諾するものと

します。この場合、当社は、当該ライセンサー等との間での個人情報の取扱いに関する契約の

締結その他当該ライセンサー等において個人情報の安全管理が図られるよう適切に監督する



ものとします。 

 

11. サービス譲渡による契約上の地位の移転等 

当社は、本サービスにかかる事業を第三者に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い利用契約上

の地位、利用契約に基づく権利および義務ならびに契約者の登録事項その他の契約者データ

を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、契約者は、これについてあらかじめ

同意するものとします。 

 

以上 

制定日：2022年 1月 11日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別紙】 

 

個別サービス条件：Napier トレーニングオプション 

 

1. サービス概要 

(1) 当社が提供するサービス「Napier」（以下「Napier」といいます。）の使用方法等にかかる以

下のトレーニング（総称して、以下「本トレーニング」といいます。）を提供するサービス（以下

「本サービス」といいます。）。 

① 基本トレーニング（3時間×1回分） 

Napierのサービス概要説明、基本的な操作方法および機能に関するトレーニング 

② 個別セッション（5時間（60分×5回分）） 

契約者の要望に応じた具体的事例における Napierの活用方法その他応用的な使用

方法等に関するトレーニング 

(2) 本トレーニングは、オンライン会議形式にて開催いたします。 

(3) 本トレーニングの開催時間は、当社営業日の 9:00～18:00 とします。 

(4) 本トレーニングは日本語で実施されます。 

 

2. サービス提供期間 

利用契約の成立日から 3か月間 

 

3. 開催日程の調整およびキャンセル等 

(1) 当社および契約者は、利用契約の成立後、10 営業日以内に、当社所定の方法にて、基

本トレーニングおよび各個別セッションの開催日程およびその内容について合意するものと

します。なお、1回あたりの個別セッションの実施時間は 3時間を上限とし、60分単位で設

定することができます。ただし、契約者は、当社の状況によっては希望する日時での開催

ができない場合がある旨あらかじめ承諾するものとします。 

(2) 契約者は、前項により開催日程が確定した本トレーニングの日程変更またはキャンセル

（以下「キャンセル等」といいます。）を希望する場合、当該キャンセル等の対象となる本ト

レーニングの開催予定日の前営業日 18 時まで（以下「キャンセル等可能期間」といいま

す。）に、当社所定の方法により、当社にその旨を通知するものとします。この場合、契約者

は、当社と別途協議の上、サービス提供期間内の日程に限り、当該キャンセル等をしたトレ

ーニングの日程を振り替えることができます。 

(3) 契約者は、キャンセル等可能期間以降、日程確定済みの本トレーニングをキャンセル等

することはできません。万が一キャンセル等可能期間以降に本トレーニングをキャンセルし

た場合であっても、当該キャンセル等にかかる本トレーニングは実施されたものとみなし、



当社は、当該キャンセル等にかかるサービス利用料の返金または減額は行いません。 

(4) 当社は、利用ユーザーが本トレーニングの開始予定時刻に遅れた場合、当該トレーニング

にかかる開始時間の変更、実施時間の延長または日程変更には対応せず、また、これに

伴うサービス利用料の減額または返金は行いません。 

(5) 契約者が、契約者の都合によりサービス提供期間内に本トレーニングの全ての枠を消費で

きない場合であっても、当社は、サービス利用料の減額または返金は行いません。 

 

4. 免責事項 

(1) 本トレーニングの内容は、Napier の使用方法に関するものに限られ、その他の事項（Napier

から得られる情報またはデータの解釈にかかるアドバイスを含みますが、これに限られませ

ん。）は含みません。 

(2) 本トレーニングへの参加に必要となる契約者環境（コンピューター端末、通信回線その他

のハードウェアおよびソフトウェア）は、契約者が自らの責任および費用負担において準備す

るものとします。契約者環境の不具合等に起因する本トレーニングの遅延、中断等につい

て、当社は一切責任を負いません。 

(3) 本サービスの内容と契約者の目的の合致の判断は、専ら契約者の判断により、当社は責

任を負いません。 

 

5. その他 

本個別サービス条件に規定のない事項については、「クラウドサービス利用条件」および「個別

サービス条件-Napier」が適用され、両者の規定が相反する場合には、本サービスの提供に関

する限りにおいて、本個別サービス条件の規定が優先して適用されるものとします。 

 

以上 

制定日：2022年 2月 28日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別紙】 

 

個別サービス条件：Napier（無償トライアル版） 

 

1. 無償トライアル版サービス概要 

契約者におけるビジネス戦略の策定を支援する目的で、各投資分野に関する特許情報を基に

算出した独自の値（Napierスコア）や、出資情報、財務情報、および非財務情報（顧客、仕入先、

競合等にかかる情報）の組み合わせ・分析から得られた各種コンテンツを提供するサービス 

※なお、本サービスは無償トライアル版であり、有償版のサービスに比して利用可能な機能に 

制限がございます。 

 

2. トライアル期間 

トライアル期間は、利用契約成立日から 14日間とします。 

 

3. ユーザーIDおよびパスワードの付与および管理 

(1) 当社は、利用契約締結後、契約者が本申込書等において指定する利用ユーザーに対し、

当社所定の方法によりユーザーIDおよびパスワードを付与します。 

(2) 契約者は、前項に基づき付与されたユーザーＩＤおよびパスワードを、本申込書等にて指定

する利用ユーザーに対してのみ使用させることができるものとします。 

 

4. 本コンテンツの利用範囲 

契約者は、本コンテンツを、契約者における有償版の本サービス利用可否の検討目的でのみ

利用することができるものとします。 

 

5. 禁止事項 

契約者は、本サービスを利用するにあたり、本条件に定めるほか、以下の行為を行わないものと

します。 

(1) 同一利用ユーザーが複数回無償トライアル版の利用を申込む行為またはこれを試みる行

為 

(2) 本コンテンツを項番 4に定める範囲を超えて利用し、または第三者に利用させる行為 

(3) 利用目的の如何を問わず、本コンテンツを契約者の社内外のデータベースおよびシステ

ム等に定期的に蓄積、利用する行為 

(4) 本コンテンツの不正ダウンロード行為（本サービスの趣旨から明らかに逸脱するものと認め

られる分量および頻度での本コンテンツのダウンロード行為を含みますが、これに限られま

せん。） 



(5) 本コンテンツその他本サービスを通じて入手した資料を利用して本サービスと類似するシ

ステムの開発またはサービスの提供を行う行為またはその準備行為 

(6) 当社に対して虚偽の情報、第三者に対して守秘義務を負う情報その他の非公開情報およ

び法令等により開示が禁じられている情報を提供する行為 

(7) 本サービスまたは当社およびライセンサー等の商標および商号を、契約者の提供するサー

ビス・商品にかかる情報配信、取引、販売促進、広告宣伝に関連して対外的に使用し、ま

たは提供する行為 

 

6. 免責事項 

契約者は、当社による本サービスの提供について、以下の事項を確認し、承諾するものとします。 

(1) 本コンテンツは、投資に対する当社および第三者の最終的かつ確定的見解を表明するも

のでないこと 

(2) 本コンテンツに関する解釈および判断は、契約者が自らの責任において実施するものであ

り、契約者が当該情報に依拠して行った判断に起因する一切の損害について、当社は責

任を負わないこと 

 

7. 個人情報の第三者提供 

当社は、本サービスの提供のために必要最小限の範囲において、ライセンサー等に対し、契約

者にかかる個人情報を提供することができるものとし、契約者はあらかじめこれを承諾するものと

します。この場合、当社は、当該ライセンサー等との間での個人情報の取扱いに関する契約の

締結その他当該ライセンサー等において個人情報の安全管理が図られるよう適切に監督する

ものとします。 

 

8. その他 

(1) 無償トライアル版の設定の有償版サービスへの引継ぎは対応しておりません。 

(2) 無償トライアル版の提供は、有償版の提供を確約するものではありません。 

 

以上 

制定日：2022年 8月 1日 

 


