Target Finder SaaS 利用規約兼利用申込書
最終更新日：2017 年 7 月 26 日
第 1 条（目的）
本規約は、株式会社東急エージェンシー（以下、「当社」といいます）から提供する Target
Finder SaaS の利用条件を定めるものです。契約者の皆さま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 2 条（定義）
本規約における用語について、以下の通り定義します。
1. 「本サービス」とは、株式会社ロジックデザインが提供する Target Finder をネットワーク
経由で接続して提供するサービスのことをいいます。
2. 「契約者」とは、本サービスを利用するために契約の申込みをおこなう契約者と、本サービ
スを利用する利用者のことをいいます。
3. 「ログイン ID」とは、本サービス契約者毎に契約数分付与され、本サービスを利用するため
の符号のことをいいます。
4. 「パスワード」とは、ログイン ID と組み合わせて契約者を識別するための符号のことをいい
ます。
5. 「マネージド SSL サービス」とは JIG-SAW 株式会社が提供する SSL サーバー証明書を月額で
利用可能なサービスのことをいいます。
第 3 条（利用規約の変更）
1. 当社は、適宜本規約を変更することがあります。この場合、契約条件は変更後の新規約を適
用するものとします。
2. 前項の変更を行う場合、当社所定のホームページに掲示されたタイミングから新規約の内容
を適用し、契約者に電子メールで通知するものとします。
第 4 条（申込）
1. 契約者が当社の定める方法によって本サービス利用申込を申請し、当社がこれを承認するこ
とによって、利用申込が完了するものとします。
2. 当社は、利用申込の申請者に以下の事由があると判断した場合、利用申込の申請を承認しな
いことがあり、その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虚偽の事項を届け出た場合
(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) その他、当社が利用申込を相当でないと判断した場合
第 5 条（マネージド SSL サービスの適用）
本サービスはマネージド SSL サービスを利用し、SSL 証明書の発行、設定を行います。
第 6 条（ログイン ID 及びパスワードの管理）
1. 契約者は、自己の責任において本サービスのログイン ID およびパスワードを管理するものと
します。
2. 契約者は、いかなる場合にもログイン ID およびパスワードを第三者に譲渡または貸与するこ
とはできません。当社は、ログイン 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、そのログイン ID を登録している契約者自身による利用とみなします。
第 7 条（契約期間）

1. 本サービスの契約期間は、平成
年
月
日から平成
年
月
日とします。
2. 契約者が本サービスの契約の継続を希望する場合は、本サービス利用申込を再度申請する必
要があります。申請は、当該期間の満了日の 1 ヵ月前までに書面で行うものとします。
第 8 条（利用金額および支払方法）
契約者は、平成
年
月
日までに、本サービスの対価として、初期費用
金
円（消費税および地方消費税別途）と利用料金 金
円
（消費税および地方消費税別途）の合計 金
円（消費税および地方消費税
別途）を、当社が指定する銀行口座への振り込みより、支払うものとします。
第 9 条（遅延損害金）
契約者が利用料金の支払を遅滞した場合には、契約者は年１４．６％の割合による遅延損害
金を支払うものとします。
第 10 条（秘密保持）
1. 当社は、本規約および当社所定の情報セキュリティポリシーに従い、本サービスにおいて取
得したデータを機密に保持管理するものとします。
2. 契約者は本サービスを利用するにあたって、本サービス上に個人情報のデータの格納をしな
いものとします。契約者は、当社が個人情報のデータの追跡、収集または格納が可能となる
ような情報を提供しないものとします。
3. 当社は、個人を特定できない集計情報を当社の親会社、子会社、関係会社、または業務提携
先と共有することがあります。これには、本サービスの一般的な利用形態や利用動向などの
情報が含まれます。
第 11 条（データ利用への承諾）
当社は、以下の目的で契約者が本サービスに提供したデータを利用することができるものと
し、当該目的遂行のために必要な範囲内で第三者へ開示する場合があります。
(1) 当社および契約者による本規約に定める債務履行のため
(2) 契約者による債務不履行が発生した場合の履行督促のため
(3) 本規約や法令、その他社会規範に反した場合の違反者の特定や、当該違反者に対する警
告、対応措置をとるため
(4) 本サービス品質向上、統計、動向調査、サービス開発、サービス改善、ベンチマークの
ため
(5) 本サービスを通じたソリューション提供のため
(6) 所轄官庁その他、関係当局から法令に基づく命令がなされた場合に当該命令に従うため
第 12 条（禁止事項）
契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。
(1) 法令または公序良俗に違反する行為
(2) 犯罪行為に関連する行為
(3) 当社のサーバーまた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
(4) 当社のサービスの運営を妨害するおそれのある行為
(5) 他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為
(6) 他のユーザーに成りすます行為
(7) 当社のサービスに関連して反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
(8) その他、当社が不適切と判断する行為
第 13 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、契約者に事前に通知することなく本
サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。
(1) 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
(2) 地震、落雷、火災、停電また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
(3) コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
(4) その他、当社が本サービスの提供が困難と判断した場合
2. 当社は、本サービスの提供の停止または中断により、契約者または第三者が被ったいかなる
不利益または損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
第 14 条（利用制限および登録抹消）
1. 当社は、以下の場合には事前の通知なく、契約者に対して本サービスの全部もしくは一部の
利用を制限し、または契約者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) 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契約者に生じた損害について、一切の責任を
負いません。
第 15 条（保障の否認および免責事項）
1. 当社は、本サービスに事実上または法律上の瑕疵（安全性、信頼性、正確性、完全性、有効
性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害など
を含みます。
）がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。
2. 当社は、本サービスに起因して契約者に生じたあらゆる損害について、当社に起因する事由
を除いた一切の責任を負いません。
3. 当社は、本サービスに関して契約者と第三者との間において生じた取引、連絡または紛争等
について一切責任を負いません。
4. 当社又は契約者は、本契約条項の義務違反により相手方に損害を与えた場合、本サービス契
約に基づく月額利用料の 1 ヶ月分を上限として、その損害を賠償する責を負うものとします。
但し、当社又は契約者が本条に基づく損賠賠償の請求を行う場合は、損害が発生した日から
6 ヶ月以内に、請求金額及び請求の根拠を記載した書面を相手方に通知することにより行わ
なければならないものとします。
5. 前項の損害が契約者の故意又は重過失に起因する場合は前項の損害賠償金額の上限を適用し
ません。
第 16 条（サービス内容の変更等）
1. 当社は、本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものと
し、これによって契約者に生じた損害について一切の責任を負いません。
2. 前項の変更を行う場合、契約者に電子メールで通知するものとします。
第 17 条（権利義務の譲渡の禁止）
契約者は、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利
もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。
第 18 条（反社会的勢力排除）
1. 当社および契約者は、それぞれ自己が以下各号のいずれにも該当しないこと、および、今後
もこれに該当しないことを表明および保証し、相手方が各号のいずれかに該当したとき、ま
たは該当していたことが判明したときは、別段の催告を要せず、ただちに本契約の全部また

は一部を解除することができるものとします。
(1) 暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、その他の反社会的勢
力（以下「反社会的勢力」という）であること、または反社会的勢力であったこと
(2) 役員、実質的に経営を支配する者が反社会的勢力であること、または反社会的勢力であ
ったこと
(3) 親会社または子会社（いずれも会社法の定義による）または再委託先が前各号のいずれ
かであること
2. 当社および契約者は、それぞれ自己が以下各号のいずれかに該当する行為を行っていないこ
と、および、今後もこれに該当する行為を行わないことを確約し、相手方が各号のいずれか
に該当する行為を行ったとき、または行っていたことが判明したときは、別段の催告を要せ
ず、ただちに本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) 自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いる等の行為
(2) 自身が反社会的勢力である旨を伝え、または自身の関係者が反社会的勢力である旨を伝
える等の行為
(3) 自らまたは第三者を利用して、名誉や信用等を毀損し、または毀損するおそれのある行
為
(4) 自らまたは第三者を利用して、他者の業務を妨害した場合、または妨害するおそれのあ
る行為
(5) 自らまたは代理人を通じて、反社会的勢力あるいは反社会的勢力と取引を行っている者
と取引すること
(6) 自らまたは代理人を通じて、反社会的勢力に対して資金提供、便宜供与その他社会的非
難を受ける関係を持つこと
3. 当社および契約者は、相手方が、本条の規定に違反したこと、または本条の規定に違反した
ことを理由として、本契約を解除したことにより損害を被った場合、違反した相手方に対し
て、損害の賠償を請求することができる。なお、当社およびユーザーは、自己が本条に違反
して、本契約を解除された場合に、自己に損害または負担が生じても、相手方にその賠償を
求めることはできないものとします。
第 19 条（協議事項）
本契約に定めのない事項および本契約の解釈について疑義を生じた事項については、当社と
契約者が互いに誠意をもって協議のうえ解決を図ります。
第 20 条（準拠法）
本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
第 21 条（専属的合意管轄）
本サービスに関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審
の専属的合意管轄裁判所とします。

Target Finder SaaS 利用申込書
株式会社東急エージェンシー御中
申込日

年

月

日

1：基本情報
会社名

フリガナ

住所

〒

代表者印

2：担当者情報
氏名

カナ

部署名

カナ

TEL/FAX
メールアドレス
3：請求書送付先情報
会社名

カナ

住所

〒

TEL/FAX
部署名

カナ

氏名

カナ

4：サービス内容
サービス名

契約期間

価格(税抜)

□

～

円

□

～

円

※記載のメールアドレス宛てにお申し込み受付通知、及びサービスアカウントが通知されます。
※本サービスは、申込書の送付によって本サービス利用規約に同意したものとみなします。
＜＜プライバシーポリシー＞＞
弊社のプライバシーポリシーについては、下記をご確認ください。
http://www.tokyu-agc.co.jp/csr/privacypolicy.html

