ＥXｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ 利用規約
第１条 （総則）

(8)本サービスの利用目的が、弊社の競合他社など事業上の秘密を調査

①株式会社エクス（以下「弊社」といいます）は、下記の弊社ソフトウェア（以下

することであることが判明したとき

「本ソフトウェア」といいます）をインターネット経由で利用するクラウドサー

(9)その他利用申込みを承諾しないことにつき正当な事由があるとき

ビス及び本条第３項で定めるサービス（以下「本サービス」といいます）に関

③前項の定めにより利用申込みを承諾しない場合には、弊社は申込者に対

し、本サービスの利用者（以下「利用者」といいます）に適用される規約を以

し、書面又は電子メールその他の方法により、その旨通知するものとしま

下のとおり定めます。本規約は、弊社と利用者及び利用者相互間の本サ

す。

ービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。

④毎月１日及び末日は、お客様による本サービスの利用申込みはできませ

【ソフトウェア名】 ＥＸtelligence

ん。

②本サービスの利用者は、製品・サービス等の供給者（以下「サプライヤー」

第４条 （本サービスの契約期間）

といいます）と製品・サービス等の購入者（以下「バイヤー」といいます）に分

①本サービスの契約期間は、前条第１項の利用者が行った本サービスの利

類されます。

用申込みに対し、弊社が承諾をしたときから開始するものとし、利用者又は

③弊社が提供する本サービスは以下のとおりとします。なお、それぞれのサ

弊社により本サービスの利用契約が解約等されるまで有効に存続するも

ービスの詳細については、弊社 HP 等で定めるものとします。

のとします。

(1)ＥＤＩＦＡＳ（通常版）

②利用者は、弊社が発行した通知書に記載された企業ＩＤ（第９条ご参照）及

(2)ＥＤＩＦＡＳ‐ＦＲＥＥ

びパスワードを受け取った時点から本サービスの利用を開始できるものと

(3)ＥＤＩＦＡＳ‐Ａｇｅｎｔオプション

します。

(4)ＥＤＩＦＡＳ‐伝票様式追加オプション

第５条 （利用者による解約）

(5)ＥＤＩＦＡＳ‐レポート様式追加オプション

①利用者が本サービスの利用契約を解約する場合には、弊社所定の手続き

(6)ＳＣＢサービス

に従い、解約月の前月末までに、弊社に対して解約の通知を行うものとし

(7)ＢＣＰオプション

ます。なお、毎月１日及び末日は、本サービスの解約はできません。

(8)ＥＤＩＦＡＳ‐ＡＰＩオプション

②利用者が本サービスの利用契約を解約するにあたり、弊社所定の手続き

(9)ＥＤＩＦＡＳ-ストレージ保存オプション

に従わない場合には、解約の効果は生じません。

(10)ＥXｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ‐ＩｏＴ

第６条 （再委託）

(11)EXQR 現品照合

弊社は、利用者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部

④利用者が本サービスを利用する場合、本規約の内容に同意するものとしま

又は一部を第三者に再委託することができるものとします。この場合弊社は、

す。同意いただけない場合、本サービスを利用することはできません。

当該再委託先に本規約に基づく弊社の義務を遵守させるとともに、当該再委

第２条 （ベータ版無償試用）

託先の行為につき、利用者に対して責任を負うものとします。

①利用者が本サービスの導入検討及び本サービスの評価を目的とする場合

第７条 （本サービスの利用条件）

に限り、本サービスのベータ版（「ベータ版」又は「クローズドベータ版」、そ

①本サービスの仕様、提供方法、利用料金等本サービスの利用条件につい

の他名称の如何を問わず本サービスの全部又は一部の新機能が正式にリ

ては、本規約に定めるものを除き、弊社が利用者に別途通知するものとし

リースされるまでの間に、本サービスを評価するために弊社が試用環境を

ます。なお、本サービスの利用条件のうち、利用料金の決済方法について

設置するものを含むものとします。以下、総称して「ベータ版」といいます）を

は、本規約に定めるもののほか、【附則①】クレジット決済サービス利用規

無償でご試用いただくことができます。ただし、有料サービス（ＥＤＩＦＡＳ（通

約及び【附則②】口座振替サービス利用規約において定めるものとします。

常版）、ＳＣＢサービス、ＢＣＰオプション、ＥＤＩＦＡＳ‐ＡＰＩオプション）と併用し

②本サービスの利用条件は、予告なく変更することがあります。この場合、利

て利用する新機能については、当該有料サービスの利用料金を引き続き

用者への本サービスの提供は、変更後の利用条件によります。

お支払いただくものとします。

第８条 （本サービスの利用環境等）

②利用者は、ベータ版の試用において知り得たサービスに関する情報につい

①利用者は、自己の費用と責任において、弊社が定める条件による端末設

て、弊社が別途条件を定めた場合は、その条件に従うものとします。

備（以下「端末設備」といいます）を設定し、本サービス利用のための環境

③ベータ版（一部の新機能を含む）が正式版としてリリースされた後において

を維持するものとします。

も、正式版がベータ版と同等の仕様・機能を有することは保証しないものと

②利用者は、弊社が提供する本サービスを受けるにあたり、自己の責任と費

します。また、正式版を利用される場合であっても、ベータ版の環境から利

用をもって、電気通信サービスを利用して端末設備をインターネットに接続

用者の登録データ等の移行が完全に問題なくなされること、並びに弊社が

するものとします。

登録データ等の移行に関する助言及び支援することも保証しません。

③端末設備及び前項に定めるインターネット接続環境に不具合がある場合、

④ベータ版（一部の新機能を含む）が正式版としてリリースされる際には有料

弊社は利用者に対して本サービスの提供の義務を負わないものとし、当該

となる場合があります。

不具合により利用者に損害が発生した場合には、利用者は自己の責任と

第３条 （本サービスの利用申込）

費用をもって処理解決するものとします。

①本サービスの利用契約は、利用者が本規約に同意の上、弊社所定の利用

④弊社は、お客様による本サービス利用の更なる向上及び弊社の今後の製

申込みを行い、弊社がこれに承諾することにより成立します。

品開発に役立てるため、もしくは保守、運用上又は技術上必要であると判

②次の各号の一つに該当する場合には、弊社は本サービスの利用申込みを

断した場合、利用者が本サービスの利用において弊社に提供、送信するデ

承諾しないことがあります。

ータ等について、分析、監視、調査等必要な行為を行うことができるものと

(1)弊社所定の利用申込みの手続きを行わなかったとき

し、また、利用者に事前に通知した上で、利用者の本サービスの利用環境

(2)利用申込みを承諾することが不適当と弊社が判断したとき

にログインすることを利用者はあらかじめ同意するものとします。

(3)利用申込みの内容に虚偽入力、誤入力又は入力漏れがあったとき

第９条 （ＩＤ及びパスワード）

(4)申込者が本規約で定める義務の履行を怠るおそれがあると判断される

①弊社は、弊社と本サービスの利用契約を締結したお客様に対して、ＩＤ及び

とき

パスワードを発行するものとします。なお、ＩＤには企業ＩＤとユーザーＩＤがあ

(5)申込者が反社会的団体又はこれに準じる者に該当するとき

ります。

(6)本サービスの提供元に起因する事情により本サービスを提供できない

②企業ＩＤとユーザーＩＤの内容は以下のとおりとします。

場合

(1)企業ＩＤ

(7)弊社が提供する各サービスについて、利用者が過去に弊社からその利

弊社と本サービスの利用契約を締結したお客様企業ごとに付与されるＩ

用契約を解約もしくは解除され、又はサービスを停止されていた場合

Ｄを指します（お客様１企業に対して１ＩＤ付与）。

1/7

ＥXｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ 利用規約
(2)ユーザーＩＤ

⑤第２項のいずれかに該当し、弊社が本サービスを提供できなかったことに

お客様が本サービスを利用する際に必要なログインＩＤを指します。

より、利用者が損害を被った場合でも、弊社はその責任を一切負わないも

③利用者は、弊社に対して本規約に基づき開示する場合を除き、ＩＤ及びパス

のとします。

ワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、第三者に漏洩すること

⑥弊社が、第２項の定めに従って本サービスの提供を中断又は停止した場

のないよう厳重に管理（パスワードの適宜変更を含みます）するものとしま

合であっても、利用者における本サービスにかかる利用料金の支払義務

す。利用者は、ＩＤ及びパスワードを漏洩、紛失した場合及びＩＤ及びパスワ

は消滅しないものとします。

ードを第三者によって不正に使用（以下「不正使用」といいます）された場合、
速やかに弊社に届け出るものとします。

第１１条 （本サービス設備及び端末設備の障害等）
①弊社は、本サービス設備等について障害が生じたことを知ったときは、修

④ＩＤ及びパスワードの漏洩、不正使用から生じた利用者及びその他の者が

理又は復旧のため必要な手段を講じることとします。

損害を被った場合、弊社はその責任を一切負わないものとします。利用者

②前項の修理又は復旧のために必要がある場合、弊社は利用者に対して協

のＩＤ及びパスワードによる利用その他の行為は、すべて利用者による利

力を依頼することができるものとし、利用者は合理的な範囲においてこれに

用とみなすものとします。ただし、当該漏洩又は不正使用が弊社の故意又

応じるものとします。

は重大な過失に起因する場合はこの限りではありません。

③利用者は、本サービスを受けることができなくなった場合、端末設備及び接

⑤第三者等のＩＤ及びパスワードの不正使用により本サービスが利用された

続回線に故障のないことを確認の上、その旨弊社に通知するものとしま

場合でも、当該行為は、利用者自身による利用とみなされることに同意し、

す。

利用者はかかる利用に対する利用料金の支払い、その他一切の債務を負

④前各項のほか、弊社と利用者は、本サービスの不具合、障害発生の事実

担するものとします。また、当該行為により弊社が損害を被った場合、利用

又は本サービスの提供に支障をきたし、又はそのおそれがある事実を知っ

者は弊社に対し、当該損害を賠償するものとします。ただし、不正使用が弊

た場合、当該事故の事由によらず、遅滞なく相手方に通知の上協議を行い、

社の故意又は重大な過失による場合はこの限りではありません。

対応措置を決定するとともに、速やかに決定した対策を分担又は相協力し

⑥利用者の本サービスの利用に対するセキュリティを確保するため、弊社は、
緊急の場合を含め、いかなる場合であっても、電話によるＩＤ及びパスワー

て実施するものとします。
第１２条 （本サービスの利用に関する責任）

ドの確認又は再発行の請求には応じないものとします。なお、紛失等により

①利用者は、善良なる管理者の注意をもって本ソフトウェア及び本サービスを

ＩＤ及びパスワードの確認又は再発行が必要な場合、利用者は、弊社が別

利用し、弊社提供物を管理するものとします。

途定める方法によりこれを請求するものとします。

②本サービスの利用により生じる結果及び本サービスを用いて行った結果に

第１０条 （本サービスの利用時間並びに一時的な中断及び提供停止）

ついては、その理由の如何にかかわらず、利用者が一切の責任を負うもの

①本サービスの利用時間は、原則として、次項で定める場合を除き、24 時間

とし、弊社はその責任を負わないものとします。

利用できるものとします。なお、弊社の帰責事由の有無を問わず、弊社の

③利用者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由により第

予知し得ないトラブル等の発生により、本サービスの提供が一時中断又は

三者に対して損害を与えた場合、又は第三者よりクレーム等の請求がなさ

停止することがあることを、利用者は、あらかじめ同意するものとします。

れた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとし、弊社は一切

②次の各号の一つに該当する場合には、弊社は、本サービスの全部又は一

その責任を負わないものとします。利用者が本サービスの利用に伴い、第

部の提供を一時的に中断又は停止することができるものとします。

三者より損害を被った場合又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場

(1)本サービスを継続的に提供するにあたり必要となるデータ等のバックア

合においても同様とします。

ップを実施する場合

④本サービスを利用して利用者が弊社に提供又は送信する情報については、

(2)本ソフトウェアの改良・最適化のためのメンテナンスを実施するにあたり、
本サービスの一時停止を要すると弊社が判断した場合

利用者の責任で提供されるものであり、弊社はその内容等についていかな
る保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負

(3)電気通信事業者（以下「通信業者」といいます）の通信設備又はこれに

わないものとします。

付属する設備の保守又は工事等の実施により弊社が本サービスを提

⑤弊社は、端末設備のシステム負荷、システムの不具合によるデータの破

供するにあたり必要なサーバ等の設備（以下「本サービス設備」といい

損・紛失等については、利用者が一切の責任を負うものとし、弊社はその

ます）がインターネットから遮断される場合

責任を負わないものとします。

(4)本サービス設備の定期点検又は緊急保守を実施する場合

⑥弊社は、利用者が本サービスの利用により取扱うデータの破損・紛失等に

(5)弊社が第三者から導入しているコンピュータウイルス対策ソフトについ

ついては、いかなる場合でも、利用者が一切の責任を負うものとし、弊社は

て当該第三者からウイルスパターン、ウイルス定義ファイルを提供され

その責任を負わないものとします。

ていない種類のコンピュータウイルスが本サービス設備に侵入した場合

⑦利用者が故意又は過失により弊社に損害を与えた場合、弊社に対して当

(6)善良なる管理者の注意をもってしても防御しえない本サービス設備等

該損害を賠償するものとします。

への第三者による不正アクセス又はアタック、通信系路上での傍受が

第１３条 （利用者情報の届出等）

なされた場合

①利用者は、利用契約の締結時に、会社名、住所、担当者氏名及びメールア

(7)本サービス設備のうち、ハードウェア、ソフトウェア及びデータベースの

ドレス等の情報を、弊社所定の方法により弊社に届け出るものとします。

不具合に起因して損害が発生した場合

②利用者は、前項の届出事項に変更がある場合は、遅滞なく、弊社に通知す

(8)電力会社からの弊社又は通信業者への電力供給の中断その他やむを

るものとします。なお、利用者が本項に定める通知を怠ったことで利用者が

得ない事由が発生した場合

損害を被った場合であっても、弊社はその責任を一切負わないものとしま

(9)天災地変その他の不可抗力又は弊社の責に帰すことが出来ない事由

す。

により、本サービスの中断もしくは中止せざるを得ない場合

③利用者は、本サービスの利用に関する担当者（以下「担当者」といいます）

(10)法令上の規定に基づく場合

をあらかじめ定めた上、所定の利用申込の際に弊社へ通知するものとしま

(11)弊社が本サービスの一時的な中断又は提供停止を必要と判断

す。なお、本サービスの利用に関する弊社との連絡・確認等は、原則として

した場合

この担当者を通じて行うものとします。

③前項の１号、２号を除き、弊社は利用者に対し、本サービスの提供を一時

④前項の担当者に変更が生じた場合、利用者は弊社に対し、速やかに通知

的に中断又は提供停止することについてあらかじめ通知するものとします。
ただし、緊急の場合にはこの限りではありません。

するものとします。
⑤利用者は、弊社からの電子メールについて、利用者が届け出たメールアド

④第２項各号による中断又は停止については、必ずしも夜間に限定されるも

レスに確実に到達しうるようにし、弊社から連絡があった場合は、これに対

のではありません。

して遅滞なく応答するものとします。

2/7

ＥXｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ 利用規約
⑥弊社は、利用者に対し、有益と思われるサービスや弊社ビジネスパートナ

項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、利用者

ーの商品・サービス等の情報を、法令等に定める適正な手続きに従い、電

への事前の通知もしくは催告を要することなく、本サービスの全部又は一

子メールで送信する場合があります。この場合、弊社が送付したメールや

部の提供を一時停止し、又は第１項各号に該当する行為に関連する情報

ファイルが使用する利用者のディスク容量は利用者の負担とします。

を削除することができるものとします。

第１４条 （本サービスの利用者と個別契約）

④弊社は、利用者の行為又は利用者が提供、送受信もしくは登録する（利用

①弊社は、 サプライヤーとバイヤー間の取引により発生する契約（以下「個

者の利用とみなされる場合も含みます）情報を監視する義務を負いません。

別契約」といいいます）の本サービスにおける成立又は履行等に関して何

また、第１項各号の事由が解消された場合でも、弊社は第３項により削除し

ら関与せず、何らの責任も負いません。また、弊社は、本サービスを提供す

た情報を現状に復帰する義務を負いません。

ることにより利用者の代理人となるものではありません。

⑤利用者が第１項各号に該当する行為を行った結果、弊社に損害が発生し

②バイヤーは、個別契約の締結にあたっては、サプライヤーから提示される

た場合には、利用者は当該損害を賠償するものとします。

商品等の売買条件（本サービスの利用有無にかかわらず、バイヤーとサプ

第１６条 （秘密情報の取り扱い）

ライヤーの間で取り決める売買条件を含む）等を十分確認のうえ、自己の

①弊社及び利用者は、本サービスの利用に関し相手方より提供を受けた技

責任において手続きを行うものとします。また、バイヤーは、サプライヤー

術上又は営業上その他業務上の情報のうち、提供の際に秘密情報である

が製品・サービス等の販売又は提供主体であることを認識し、個別契約に

旨の表示を明記した情報（以下「秘密情報」といいます）を第三者に開示又

おける製品・サービス等に関する問合せ、クレーム等は、当該サプライヤー

は漏洩しないものとします。ただし、開示を受けた相手方が次の各号のい

に対し直接行うものとします。

ずれかに該当する情報については秘密情報とはみなされないものとしま

③本サービスの利用者は、本サービスを利用した個別契約において利用者

す。

間もしくはその他第三者との間でトラブルが生じた場合は、自己の費用と責

(1)既に公知、公用となっている情報

任において当該トラブルを解決するものとし、弊社を一切免責するものとし

(2)開示を受けた後正当な権限を有する第三者より入手した情報

ます。

(3)開示を受けた者が開示された情報によることなく独自に開発したことを

④バイヤーは、本サービスを利用して購入申込をする際に、サプライヤーが

証明できる情報

提示している商品情報および契約条件、並びに本規約の内容などを十分

(4)開示を受けた後、開示を受けた者の責によることなく、公知、公用となっ

に確認するものとします。また、当該バイヤーは、その発信する内容に誤り

た情報

がないか十分に確認するものとします。

(5)開示を受ける以前に開示を受けた者が既に知得していたことを証明で

⑤サプライヤーは、前項の申込を確認後、これを承諾するか否かを速やかに

きる情報

バイヤーに発信するものとします。

(6)法律の規定により開示が必要とされる情報

第１５条 （禁止事項）

②秘密情報の開示を受けた者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ず

①利用者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとしま

るものとします。

す。

③秘密情報の開示を受けた者は、第８条第４項の場合を除き、相手方より提

(1)弊社もしくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利

供を受けた秘密情報を事前に相手方の書面による承認を得ることなく、本

を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為

サービス利用遂行以外の他の目的に使用してはならないものとします。

(2)本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消

④秘密情報の開示を受けた者は、相手方の要請があったときは資料等を相

去する行為

手方に返還し、秘密情報が端末設備又は本サービス設備に蓄積されてい

(3)利用契約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為

る場合はこれを完全に消去するものとします。

(4)他社を誹謗中傷する等、その名誉もしくは信用を毀損する行為

⑤本条の規定は、利用者の本サービス利用終了後、５年間有効に存続する

(5)詐欺等の犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為

ものとします。

(6)わいせつ、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は

第１７条 （個人情報の取り扱い）

掲載する行為

①弊社が利用者より取得した個人情報は、本規約に記載する目的又は機能

(7)無限連鎖講を開設し、又はこれを勧誘する行為

を達成するために弊社が独自に収集するものとし、弊社は、取得した個人

(8)第三者になりすまして本サービスを利用する行為

情報を事前に利用者の承諾を得ることなく当該目的以外の用途で使用す

(9)コンピュータウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は

ることはありません。

掲載する行為

②利用者より提供いただいた個人情報の取り扱いに関する弊社のプライバシ

(10)第三者の設備等又は本サービス設備等の利用もしくは運営に支障を

ーポリシーについては、下記ＵＲＬをご参照ください。

与える行為又は与えるおそれのある行為

https://www.xeex.co.jp/security/privacy-policy

(11)本サービスの利用目的の範囲を超えて、第三者に広告、宣伝もしくは

第１８条 （バックアップ等）

勧誘のメールを送信する行為、又は与えるおそれのある行為

弊社は、システム保安上の理由等により、データ等をバックアップします。た

(12)本ソフトウェアもしくは弊社より提供されるソフトウェアプログラム等に

だし、当該バックアップは、データ等の保全を目的とするものではなく、弊社が

対するリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等を含

利用者からのバックアップデータの提供要求に応じる場合であっても、弊社は

む一切の解析、翻案行為

当該データの完全性等を含め何らの保証もしません。

(13)国内外の諸法令もしくは公序良俗に違反し、又は弊社もしくは第三者

第１９条 （データの保存期間と保存容量等）

に迷惑もしくは不利益を与える行為

①利用者が本サービスを利用するにあたり、提供いただいたデータ（以下、本

(14)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を

条では「データ」といいます）の保存期間は下記のとおりとします。

助長する態様・目的でリンクをはる行為

(1)ＥＤＩデータ

(15)その他本サービスの利用にあたり、弊社が不適切と判断される利用者

新規で発生した日から３６５日間

の行為

なお、新規で発生したデータに従属するデータがある場合は、従属

②利用者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場

するデータも最終更新日から３６５日間とします。

合又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに弊

(2)添付ファイル

社に通知するものとします。

新規で発生した日から３０日間

③弊社は、利用者の本サービスの利用に関して、利用者の行為が第１項各

②利用者がＥＤＩＦＡＳ（通常版）を利用される場合、提供いただいた前項１号、

号のいずれかに該当するものであること又は利用者の提供した情報が第１

２号は、最大３Ｇバイトとします。なお、送信データ・受信データともに利用者
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の保存容量を消費します。

し、又は利用契約の全部もしくは一部を解約することができるものとしま

③前各項以外のデータの保存期間及び保存容量に関する取り扱いについて

す。

は、下記のとおりとします。

(1)本サービスの利用申込の内容に虚偽入力又は入力漏れがあった場合

(1)ＥＤＩＦＡＳ‐ＦＲＥＥの場合

(2)利用目的が本規約第３条第２項５号又は８号であることが判明した場合

本条第１項１号、２号の保存容量は１００Ｍバイトです。

(3)本規約第１５条（禁止事項）第１項各号のいずれかに該当すると判断し

(2)ＥＤＩＦＡＳ-ストレージ保存オプションをお申込みの場合

た場合

本条第１項１号の保存期間の制限はなくなり、申込者の保存容量内で

(4)本サービスの無償利用者（EDIFAS‐FREE、SCB サービス等）が、最終

保存可能となります。また、申込者とＥＤＩ取引関係を結んでいる利用者

のアクセスから１年間以上経過している場合

も、本申込者との取引データに関してのみ、データ保存期間の制限はな

(5)無料利用期間経過後、有料期間が開始する時点で、クレジットカードの

くなり、本申込者の保存容量内で保存可能となります。

登録が行われていない、又は振替口座の登録が完了していない場合

(3)ＳＣＢサービスをお申込みの場合

(6)支払方法がクレジットカード利用による場合で、本サービスの利用月内

上限１Ｇバイトの容量が保存可能となります。

において２回連続して決済できなかった場合

第２０条 （利用料金の支払い）

(7)支払方法が口座振替による場合、２ヶ月連続して引き落しができなかっ

①利用者が弊社に支払う本サービスの利用料金に関する詳細は、弊社 HP

た場合

等で定めるものとし、本サービスの利用料金の合計額を「月額料金」としま

(8)支払停止又は支払不能となった場合

す（以下同じです）。なお、弊社と利用者との間で、本サービスの利用料金

(9)手形又は小切手が不渡りとなった場合

の支払いに関して、別段の合意をした場合には、それによるものとします。

(10)差押、仮差押もしくは競売の申立があった場合又は公租公課の滞納

②月額料金は、毎月１日に当月利用分として発生するものとし、本サービス

処分を受けた場合

の利用開始月及びその翌月を無料とします。ただし、無料利用期間経過後

(11)破産、会社更生手続開始もしくは民事再生開始の申立をした場合又は

に本サービスを追加した場合は、本サービス開始月のみが無料となりま

申立を受けた場合

す。

(12)信用状態に重大な不安が生じた場合

③利用者は、第２項の無料利用期間経過後、弊社による本サービス提供の

(13)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合

対価として、月額料金及びこれにかかる消費税等相当額を本規約第４条第

(14)解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合

１項により弊社が承諾した日以降、弊社所定の方法により、弊社が指定す

(15)本規約に規定する条項に違反した場合

る期日までに弊社に支払うものとします。なお、消費税の取り扱いについて

(16)その他弊社が利用者との利用契約を継続することが困難であると判

は、次条の定めによるものとします。また、支払いにかかる手数料は弊社

断した場合

の負担とします。

②利用者は、前項による利用契約の解約の時点で未払いの月額料金等弊社

④本サービスの利用契約の途中でライセンス数の変更等により月額料金に

に対する債務がある場合には、当該債務について直ちに期限の利益を失

増減が生じた場合には、利用者は、当該変更等が生じた利用月より変更に

うこととします。

かかる料金を月額料金に反映して支払うものとします。

第２３条 （本サービスの廃止）

⑤弊社が本規約第１０条（本サービスの利用時間並びに一時的な中断及び

①弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一

提供停止）第２項の定めにより、本サービスを一時的に中断又は停止した

部を廃止することができるものとします。

場合であっても、利用者は、かかる期間に対応する月額料金を弊社に支払

(1)本サービス廃止日の１ヶ月前までに利用者に通知した場合

うものとします。

(2)本サービスの提供元に起因する事情により、本サービスを提供できな

⑥経済情勢、公租公課等の変動又は本サービス内容の変更により、月額料

い場合

金の額が不相当となった場合には、弊社は利用契約の期間内であっても、

(3)本サービス設備等のうち、弊社の製造・開発にかからないソフトウェア、

月額料金を変更することができるものとします。

ハードウェア等の提供元が、その製造、販売、使用等を停止し、もしくは

⑦月額料金は、本サービスのサービス開始日が暦日の初日以外又は本サー

それらのサポートが終了となった場合

ビス終了日が末日以外となった場合であっても、利用者は本サービスの利

(4)天災事変等不可抗力により、本サービスを提供できない場合

用月にかかる月額料金全額を支払うものとします。

(5)弊社が本サービスの提供の廃止を決定した場合

⑧月額料金の支払い遅延等を理由に利用者が本サービスの利用を停止され

②前項に基づき、本サービスを廃止したときは、本規約に定める場合を除き、

ている場合において、当該利用停止を理由として利用者間での個別契約

弊社は何ら債務を負うことなく、利用契約は終了するものとします。

が成立しなかったとしても、弊社は一切責任を負わないものとします。

第２４条 （本サービス利用終了後の措置）

⑨利用者が弊社の販売代理店経由で本サービスの提供を受けた場合の本

①終了事由の如何にかかわらず利用契約が終了した場合、利用者は、本サ

サービスの支払いに関する条件については、利用者及び当該販売代理店

ービスにおいて弊社より提供されたソフトウェアプログラムがあるときは、本

との間の合意した内容によるものとします。

サービス終了後、必ずアンインストールするものとし、本サービスに付随し

第２１条 （消費税及び遅延利息）

て弊社より提供された資料等があるときには、速やかにすべて破棄するも

①利用者は、月額料金にかかる消費税等相当額を負担するものとします。な

のとします。弊社は利用者に対し、利用契約終了日の翌日から本サービス

お、消費税の課税・不課税については、お客様が本サービスの利用申込み

の提供及び本サービスに関するサポートの提供等の一切の義務を負わな

の際に、弊社に届け出た住所により、これを判断するものとします。

いものとします。

②利用者は、月額料金その他の金銭債務（延滞利息を除きます）が支払期日

②終了事由の如何にかかわらず利用契約が終了した場合、弊社は、本サー

を経過してもなお支払われない場合には、支払期日の翌日から完済日まで

ビス設備等のデータ領域に登録又は蓄積されたデータ等（以下「登録デー

の日数について、年１４．６％の割合で算出した額を弊社に対し支払うもの

タ」といいます）を利用者に通知することなく削除するものとします。なお、こ

とします。

れにより利用者に何等かの損害が生じた場合でも、弊社は一切その責任

③将来において消費税等相当額の税率の変更が行われた場合、月額料金

を負いません。

にかかる消費税等相当額は、当該変更後の税率に基づき増額又は減額さ

③前項にかかわらず、利用契約の終了前に利用者より登録データの提供要

れるものとします。

求があった場合、別途協議の上、弊社は提供可能な登録データを利用者

第２２条 （弊社による利用停止及び解約）

に提供します。この場合、提供にかかる作業費は利用者が負担するものと

①弊社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、利用

します。なお、弊社が利用者からの登録データの提供要求に応じる場合で

者への事前の通知もしくは催告を要することなく、本サービスの提供を停止

あっても、弊社は当該データの完全性等を含め何らの保証もしません。
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第２５条 （権利の帰属）

なし、弊社ホームページへの掲載により行った場合は、インターネット上に

①本サービス及び本サービスに付随して弊社より提供されるソフトウェアプロ

配信された時点で到達したものとみなします。

グラム及び資料等に関する著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の

④利用者は、弊社から利用者への通知を随時確認する義務を負うものとし、

知的財産権及びその他の一切の権利は、弊社に帰属するものとします。

利用者が当該確認を怠ったことにより発生した損害に関して弊社は一切責

②利用者は、本サービスに付随して弊社より提供される資料等について、本

任を負いません。

サービスの利用範囲内に限り、これを使用することができます。

第３１条 （本規約の変更）

③利用者は、本サービスを利用するにあたり、本サービスに付随して弊社よ

①弊社が規約を変更しようとする場合、次項で定める方法により、変更の内

り提供される資料等に関する知的財産権を取得するものではないことをあ

容及び効力発生時期を周知し、効力発生日から変更の効力が生じるものと

らかじめ承諾するものとします。

します。

④利用者は、弊社より提供されたソフトウェアプログラム又はその使用権の第

②本規約の変更に関する利用者への周知の方法は、弊社が適切と判断する

三者に対する再使用許諾、譲渡、移転、担保設定又はその他の処分をす

方法（弊社ホームページ上での表示、利用者に対する電子メールでの通知

ることはできません。

等の方法を含みますが、これに限定されません）とします。

第２６条 （反社会的勢力の排除）

③第１項による変更の内容について、同意しない利用者は、効力発生日まで

①弊社及び利用者は、自己又は役員、実質的に経営に関与する者、従業員

に本サービスの利用を解除することができます。

が暴力団、暴力団員又はこれらに準ずる者等の反社会的勢力に該当しな

第３２条 （完全合意）

いことを表明し、保証するものとします。

本規約は、本規約の主題に関する当事者間の最終的かつ完全な合意を記載

②弊社及び利用者は、自ら又は第三者を利用して、暴力、脅迫、恐喝、威圧

するものであり、係る主題に関して本契約締結以前の各種の文書及び口頭

等の暴力的な要求行為、詐欺的な行為、業務を妨害する行為、名誉、信用

の合意は、すべて無効とします。

等を毀損する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを表明し、保

第３３条 （使用言語）

証するものとします。

①本規約は、日本語を使用言語とします。

③弊社及び利用者は、それぞれの相手方が本条に違反した場合、催告、通

②本規約は、日本語によって解釈、運用されるものとし、その他の言語による

知その他の何らの手続きを要することなく即時に本サービス及び個別契約

訳文は参考訳にすぎないものとします。

の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、解除権の行使

第３４条 （見出し）

は、解除権を行使した当事者から相手方に対する損害賠償の請求を妨げ

本規約の見出しは便宜上設けられたものであり、各条項の範囲を定め、制限

るものではありません。

し、解釈し、記述するものではなく、当該条項に一切影響を与えないものとし

④前項による契約解除によって、本条に違反し契約解除された当事者に損害

ます。

が発生した場合でも、解除権を行使した相手方に対して何ら損害賠償の請

第３５条 （分離性）

求を行わないものとします。

①本規約のいずれかの条項が、正当な管轄権を有する司法機関その他の政

第２７条 （保証の制限）

府機関に無効、違法又は執行力がないと判断された場合においても、他の

弊社は、本サービスが利用者の特定の目的に適合していること、期待する機

条項の有効性、適法性又は執行力に影響を及ぼさないものとします

能、商品的価値、有用性を有すること、並びに不具合が生じないことを含め、

②前項の場合、各当事者は当該無効、違法又は執行力がないと判断された

本サービスに関して明示的にも黙示的にも一切の保証はしません。

条項につき、直ちに協議の上、別途合意を得るものとします。

第２８条 （損害賠償）

第３６条 （準拠法及び紛争解決手段）

本サービスの利用に関し、弊社が利用者に対して負う賠償責任の範囲は、債

①本規約は日本法に準拠し、同法に従って解釈され、執行されるものとしま

務不履行、不法行為その他の請求原因の如何にかかわらず、弊社の責に帰

す。なお、国際物品売買契約に関する国際連合条約は、本規約に適用さ

すべき事由により利用者に直接かつ現実に発生した通常の損害に限定され、

れません。

利用者が支払った月額料金１２ヶ月分の合計額を限度として賠償責任を負う

②本規約に基づく弊社と日本国内に居住又は本店を有する利用者との間で

ものとします。なお、弊社の責に帰すことができない事由から生じた損害、弊

生じる一切の紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管

社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、

轄裁判所として、これを解決するものとします。

弊社は一切賠償責任を負わないものとします。

③本規約に基づく弊社と日本国以外に居住又は本店を有する利用者との間

第２９条 （契約上の地位の処分禁止等）

で生じるいかなる紛争、論争、意見の相違については、一般社団法人日本

①利用者は、利用契約に基づく利用者の地位及び利用契約によって生じる

商事仲裁協会の商事仲裁規則に従い、日本国大阪における仲裁により最

権利について、これを第三者に譲渡し、転貸し、又は担保に供することはで

終的に解決されるものとします。なお、仲裁で使用される言語は日本語とし、

きません。

当該仲裁判断は最終的なものであり、かつ、本契約の当事者を拘束するも

②相続又は法人の合併等により利用者の地位が承継された場合、当該地位

のとします。

を承継した利用者は、速やかに書面によりその旨弊社に通知するものとし

第３７条 （疑義解釈）

ます。ただし、利用者が死亡もしくは倒産した場合、弊社は利用契約を解約

本規約に定めのない事項及び定められた条項について疑義が生じた場合は、

又は解除する場合があります。

当事者双方誠意をもって協議の上、解決することとします。

③弊社は、利用者に通知することにより利用契約上の地位を譲渡することが
あります。

【附則①】クレジットカード決済利用規約

第３０条 （通知方法）

弊社が、本ソフトウェアの利用料金に関する決済手段としてクレジットカードによ

①本規約に基づき弊社が利用者に対して行う通知その他の連絡は、弊社ホ

る決済サービス（以下「本サービス」といいます）をお客様に提供するにあたり、以

ームページによる掲示、電子メール、書面等の方式のうち、適切かつ合理

下の規約（以下「本規約」といいます）を定めます。

的な方式でこれを行います。

第１条 （定義）

②前項の通知その他の連絡は、利用者の届けに従って行います。利用者の

本規約における用語の定義は以下のとおりとします。

届け出た連絡先が事実とは異なるために通知その他の連絡が利用者に到

(1)「本規約」とは、クレジットカード決済サービス利用規約をいいます。

達しなかったときは、その通知等が通常到達すべき時に到達したものとみ

(2)「利用料金」とは、本ソフトウェアをインターネット経由で利用するクラウ

なします。

ドサービス及びこれに付随するオプションサービスの利用料金をいいま

③通知その他の連絡を電子メールにより行った場合は、弊社が利用者の届

す。

け出た連絡先のアドレスに電子メールを送信した時点で到達したものとみ

(3)「クレジットカード決済」とは、利用料金の決済手段に用いるクレジットカ
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ードによる決済をいいます。

④弊社は、変更内容を審査した結果、お客様による本サービスの利用を停止

(4)「本サービス」とは、クレジットカード決済にかかる情報の登録、変更等

することがあります。

をインターネット上で行うサービスをいいます。

第５条 （クレジットカード情報の変更）

(5)「お客様」とは、本サービスを利用する法人又は個人事業主をいいま

①お客様は、利用登録しているクレジットカードを変更する場合には、本シス

す。

テム上で変更の届出をするものとします。

(6)「利用契約」とは、弊社とお客様との間に成立する本サービスの利用に

②前項のほか、お客様は、利用登録しているクレジットカ－ドの有効性が何ら

関する契約をいいます。

かの理由で失われた場合又は有効期限が更新された場合も、お客様ご自

(7)「登録情報」とは、お客様が本サービスを通じて弊社に届け出た、お客

身で、本システム上で変更の届出をするものとします。

様ご自身及びクレジットカード決済に関する情報をいいます。

③クレジットカード変更手続きのタイミングによっては、利用料金のご請求が

(8)「本システム」とは、本サービスを利用するために提供するシステムをい

以前に登録されていたクレジットカード宛になることがあります。なお、変更

います。お客様は本システムで、本サービスの登録を行ったり登録内容

を届け出たクレジットカードでクレジットカード決済ができなかった場合には、

の確認、変更を行ったりすることができます。

本サービスの利用が停止（利用契約が解約）され、利用料金は弊社への直

第２条 （規約の適用）

接払いに切り替ります。

①本規約は、本サービスの利用及び利用の申し込みに関して弊社とお客様と

第６条 （ＩＤとパスワードの管理）

の間に適用されます。

①お客様は、自らの責任において本システムで利用する自らのＩＤとパスワー

②本規約の内容をご承諾いただけない場合本サービスの利用登録はできま

ドを管理、使用するものとします。お客様は、自らのＩＤとパスワードを第三

せん。必ず申し込み前に本規約をお読みになり、ご承諾くださいますようお

者に利用させたり、共有したり、貸与、譲渡、転売、質入、名義変更等を行

願いします。

ったりすることはできません。第三者に利用された結果については、お客様

③本規約の一部が法令の変更又は裁判所の判断等によって違法又は無効

自らがその責任を負うものとします。

とされた場合でも、本規約のその他の部分は有効に存続するものとしま

②お客様は、自らのＩＤとパスワードが不法に盗まれ、又は第三者に使用され

す。

た事実を知った場合には、直ちにその旨を弊社に連絡するとともに、弊社

第３条 （利用登録）

の指示がある場合にはこれに従うものとします。その場合にお客様が被る

①お客様は、弊社所定の手続きをもって本サービスの利用を申し込むものと

いかなる損失や不利益について、弊社はその責任を負いません。

し、弊社がこれを承諾した時に、利用契約が成立するものとします。

第７条 （クレジットカード決済）

②本サービスの利用の申し込みは、下記の「利用可能なクレジットカード」に

①本サービスによるクレジットカード決済は、一括払いのみでのお取り扱いと

記載のいずれかのクレジットカードをお持ちの方に限ります。

なります。分割払い等のご使用はできません。
②請求締切日及び引き落し日は、お客様が利用するクレジットカード会社の

【利用可能なクレジットカード】

規定に準じます。なお、クレジットカード会社の締切日と弊社の利用料金の

ＶＩＳＡ、ＭａｓｔｅｒＣａｒｄのマークがついているカード

計上締切日との関係等によって、クレジットカード会社から２ヶ月分の利用

【即時決済型カード（デビットカード）のお取り扱い】

料金がまとめて請求される場合やクレジットカード会社からの請求が無い

お客様は、即時決済型カード（以下「デビットカード」といいます）を本サ

月が発生する場合があります。

ービスにおけるクレジットカード決済に利用しないものとします。お客様

第８条 （クレジットカード無効時の取り扱い）

がこの定めに反してデビットカードを利用登録した場合、当月分の利用

①弊社は、登録されたクレジットカードに対し、毎月有効性の確認を行います。

料金を本サービスにおけるクレジットカード決済と従来のお支払い方法

当月分の支払いが、登録されたクレジットカードの利用可能限度額を超え

との二重でお支払いいただくこと等がありますが、これについて弊社は

ないよう、ご留意ください。

一切責任を負いません。

②弊社は、お客様が登録しているクレジットカードでのクレジットカード決済が
行えなかった場合、本サービスに登録されている連絡先に連絡します。こ

③お客様は、本サービスに登録するクレジットカードが利用料金を支払うため

の場合、お客様は速やかに本システム上でクレジットカードの変更手続き

に有効なカードであることを保証するものとします。

を行うものとします。

④弊社は、お客様が次の各号に該当又は該当するおそれがあると判断した

③クレジットカードが利用制限となった月の利用料金は、弊社への直接払い

場合、無条件に申し込みの拒絶又は利用契約の解約を行うことができるも

に切り替えます。なお、前項によりクレジットカード情報を変更し、当該カー

のとします。

ドの有効性が確認できた月の利用料金から、クレジットカード決済に戻りま

(1)不備又は誤った情報で本サービスの申し込みを行った場合

す。

(2)故意に虚偽又は不正な情報を用いて本サービスの申し込みを行った場

第９条 （お客様によるクレジット決済及び本サービスの利用停止）

合

①お客様がクレジット決済を中止し、他のお支払い方法に変更する場合は、

(3)法的に正常な意思能力が無い場合

本システム上より弊社へ届出るものとします。

(4)利用料金に見合う支払能力が無い場合

②毎月末日までに前項の届出が無い場合、翌月のクレジットカード決済は自

(5)お客様が指定したクレジットカードについて、クレジットカード会社等に

動的に継続されます。なお、利用停止手続きのタイミングによっては、ご登

より利用停止処分等が行われている場合等、お客様の信用が悪化して

録のクレジットカードに利用料金が請求される場合があります。

いると弊社が認めた場合

③本条に基づく本サービスの利用停止手続きは、お客様による本ソフトウェア

(6)申し込み時に届け出た住所、電話、メールアドレス等の連絡先に連絡

の利用を自動的に中止するものではありません。お客様は、本ソフトウェア

が取れない場合

の利用を中止する場合には、別途、弊社に連絡するものとします。

(7)その他、本規約の趣旨に照らして、弊社が不適当と認めた場合

④お客様が、本サービスの利用の停止を希望される場合には、本システム上

第４条 （登録情報の変更）

より停止の届出をするものとします。

①お客様は、連絡先等の登録情報に変更が生じた場合には、速やかに本シ

第１０条 （個人情報の取り扱い）

ステム上で変更の届出をするものとします。

弊社は、お客様より提供いただいた個人情報を、お客様が、本ソフトウェアの

②前項の変更は、手続きの関係上、変更の手続きをされてから、当該変更が

利用料金に関する決済手段としてクレジットカードによる決済サービスを利用

有効になるまで日数を要することがあります。

される場合においてのみ、これを取り扱うものとします。

③お客様が、第１項の届出をするまでの間又は届出を怠ったことにより、不利

第１１条 （業務の委託）

益を被ったとしても、弊社は一切その責任を負いません。

①弊社は、クレジットカード決済にかかる業務（弊社からのクレジットカード決
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済依頼の取りまとめやお客様の登録情報の管理等）を、ＧＭＯペインメント

る遅延損害金を弊社に支払うものとします。

ゲートウェイ株式会社（以下「ＧＭＯ」といいます）に委託し、当該業務の委
託の目的で、お客様に関する情報(氏名、住所、連絡先、クレジットカード決

第７条 （本サービスの解約）

済によるご利用金額)をＧＭＯに開示します。

本サービスの利用契約は、弊社が別途定める手続きに従い、お客様が本サ

②お客様のクレジットカード番号、有効期限はＧＭＯにおいて保持されます。

ービスの終了の申し込みをなし、弊社が当該お客様について本サービスの解

第１２条 （お問い合せ）

約の手続きを完了した時点をもって解約されるものとします。ただし、本規約

①クレジットカード決済の対象となる利用料金及び本ソフトウェアの利用に関

に基づく債務がある場合、お客様は当該債務の完済まで、本規約の定めに

するお問い合せは、弊社までご連絡ください。

基づき債務を履行するものとします。

②本システムで利用するお客様のパスワードの問い合わせ及び登録情報の

第８条 （個人情報の取り扱い）

変更、本サービス利用停止の操作依頼には、個人情報保護の観点から一

弊社は、お客様より提供いただいた個人情報を、お客様が、本ソフトウェアの

切対応いたしません。また、ログインのためのパスワードは暗号化して管理

利用料金に関する決済手段として口座振替による決済サービスを利用される

しているため、お客様ご自身からパスワードの問い合わせがあってもお答

場合においてのみ、これを取り扱うものとします。

えできません。

第９条 （免責事項）

第１３条 （お客様による本サービス利用の終了）

①次の各号の事由により預金口座振替契約の不能、遅延等があっても、これ

お客様が、本サービスの利用を終了するときは、本システム上より終了の届

によって生じた損害については、弊社は責任を負いません。

出をするものとします。

(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったと
き

【附則②】口座振替サービス利用規約

(2)弊社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線又

弊社が、本ソフトウェアの利用料金に関する決済手段として口座振替による決済

はコンピューター等に障害が生じたとき

サービス（以下「本サービス」といいます）をお客様に提供するにあたり、以下の

(3)金融機関の責に帰すべき事由があったとき

規約（以下「本規約」といいます）を定めます。

②本サービス及び本サービスによる預金口座振替契約について紛争が生じ

第１条 （規約の適用）

た場合でも、弊社の責による場合を除き、お客様と金融機関との間で遅滞

①本規約は、本サービスの利用及び利用の申し込みに関して弊社とお客様と

なくこれを解決するものとし、弊社は一切の責任を負わないものとします。

の間に適用されます。

平成２８年７月 １日制定

②本規約の内容をご承諾いただけない場合本サービスの利用登録はできま

平成２８年７月１５日改定

せん。必ず申し込み前に本規約をお読みになり、ご承諾くださいますようお

平成２８年８月２５日改定

願いします。

平成２９年２月 １日改定

③本規約の一部が法令の変更又は裁判所の判断等によって違法又は無効

平成３０年３月２９日改定

とされた場合でも、本規約のその他の部分は有効に存続するものとしま

平成３０年６月２５日改定

す。

平成３０年７月３１日改定

第２条 （本サービスの利用登録）

令和２年４月 １日改定

お客様は、本サービスの利用につき、以下の点をあらかじめ承諾するものと

令和３年１０月１日改定

します。

令和４年４月１日改定

(1）本サービスは、株式会社エクス（以下「弊社」といいます）が提供する本

令和４年６月２４日改訂

ソフトウェアの利用料金（以下「利用料金」といいます。）を、弊社が利用

株式会社エクス

料金の回収業務等を委託するＧＭＯペインメントゲートウェイ株式会社
（以下「ＧＭＯ」といいます。）に、お客様名義の金融機関の預金口座（以
下「指定口座」といいます。）から、預金口座振替の方法でお支払いいた
だくサービスです。
(2)お客様は、弊社所定の手続きをもって本サービスの利用を申し込むも
のとし、弊社がこれを承諾した時に、利用契約が成立するものとしま
す。
(3)お客様は、本サービスを利用することができない金融機関があることを
あらかじめ了承するものとします。
第３条 （本サービスの申し込み及び利用開始（変更））
お客様が本規約に同意のうえ、弊社所定の申し込み手続きが正常に終了し、
弊社所定の無料利用期間経過後、本サービスでのお支払いを利用（変更）す
ることができます。
第４条 （利用料金の支払方法）
お客様は、毎月 1 日を締切日とし、締切日の属する月の２７日（金融機関によ
り前後することがあります）に指定口座から利用料金を金融機関に支払うもの
とします。
第５条 （利用料金の請求と確認）
弊社は、お客様に対して、ＧＭＯを通じて利用料金を請求するものとします。
指定口座の残高が、請求額に満たない場合はお客様に通知することなく支払
い遅延対象とします。お客様は弊社が別途定める手続きを完了した場合には、
インターネットを通じて利用料金の詳細を確認することができます。
第６条 （遅延損害金）
お客様は、利用料金の支払いを遅延したときは、遅延した金額について支払
期日の翌日から支払日に至るまで年 14.6％（年 365 日日割計算）の割合によ

7/7

