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SmartPOST利⽤規約
xID株式会社（以下「当社」といいます。）は、当社の提供する住⺠通知および郵送
のデジタル化サービス「SmartPOST」の利⽤に関する条件をこの利⽤規約（以下
「本規約」といいます。）にて定めます。

第１条（定義）
1. 「本アプリ」とは、当社が開発し、その権利を保有するスマートフォン向けデ
ジタル⾝分証アプリ「ｘID」（理由の如何を問わずアプリの名称または内容が
変更された場合は、当該変更後のアプリを含みます。）を意味します。

2. 「本サービス」とは、管理者（本条第3号に定義）から通知受信者に対して本ア
プリを通じて、電磁的⽅法により⽂書の配信を⾏うサービス「SmartPOST」
（理由の如何を問わずサービスの名称または内容が変更された場合は、当該変

更後のサービスを含みます。）を意味します。

3. 「管理者」とは、当社所定の⼿続きに従い本サービスの利⽤を申し込んだ地⽅
公共団体および当社によって利⽤を承諾された団体を意味します。

4. 「利⽤者」とは、地⽅公共団体および当社によって利⽤を承諾された団体に、
所属する職員（臨時、⾮常勤、業務委託者含む）の他本サービスを利⽤する者

を意味します。

5. 「通知受信者」とは、本条第1項で定義する本アプリを通じて当社に対し利⽤を
申込み、かつ管理者からの通知の受信を許諾した者を意味します。

6. 「知的財産権等」とは、特許権、実⽤新案権、育成者権、意匠権、著作権、商
標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利または法律上保護さ

れる利益に係る権利ならびにそれらの権利を取得し、またはそれらの権利につ

き登録等を出願する権利を意味します。

7. 「個⼈情報等」とは、管理者および利⽤者ならびに通知受信者のプライバシー
情報および個⼈情報（個⼈情報の保護に関する法律「平成15年5⽉30⽇法律第
57号 第2条に定義されるもの）を意味します。

第２条（適⽤）
1. 本サービスは、原則として地⽅公共団体向けのサービスであり、地⽅公共団体
以外の法⼈、団体、組合等に所属する者及び個⼈は、当社が特に承諾した場合
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を除き、利⽤することはできません。

2. 本規約は、本サービスの提供条件および本サービスの利⽤に関する当社と管理
者および利⽤者との間の権利義務関係を定めることを⽬的とし、当社と管理者

および利⽤者間の本サービス利⽤に関わる⼀切の関係に適⽤されます。

3. 当社は、本サービスに関し、本規約のほか、特約、本規約の下位規約、ガイド
ライン等の特約（以下「特約等」といいます。）を別に定めることがありま

す。この特約等は名称に関わらず本規約の⼀部を構成するものとし、特約等と

本規約との間で異なる定めがあるときは、当該特約等が優先して適⽤されるも

のとします。

4. 当社は、当社が必要と認めた場合は、適宜本規約を変更できるものとします。

5. 本規約を変更する場合、第６条に定める通知⽅法により、予め変更後の本規約
の内容および効⼒発⽣時期を通知します。ただし、法令上管理者の同意が必要

となる変更を⾏う場合は、当社の定める所定の⽅法により管理者の同意を得る

ものとします。なお、管理者および利⽤者が通知において指定された期⽇以後

に本サービスを利⽤した場合には、法令上その効⼒を否定される場合を除き、

変更後の本規約に同意したものとされます。

第３条（申込）
1. 本サービスの利⽤を希望する管理者（以下「利⽤申込者」といいます。）は当
社が別途定める⼿続きに基づいて、本サービスの利⽤申込みを⾏うものとし、

当社がこれを承諾し、利⽤申込者が本規約に同意し、本サービスの利⽤を開始

した時点で、本サービスの利⽤契約が成⽴するものとします。

2. 利⽤申込者は、利⽤情報を登録する必要がある場合、真実、正確かつ完全な情
報を当社に提供し、利⽤の申し込みを⾏うものとします。

3. 利⽤申込者は、前項で届け出た登録情報に変更があった場合、当社の定める⽅
法により当該変更情報を遅滞なく当社に通知するものとします。

4. 当社は、利⽤申込者に以下の事由があると判断した場合、本サービスの利⽤申
込みを承諾しないことがあり、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。

地⽅公共団体以外の団体である場合

当社と競合する事業者であると明らかな場合

利⽤申込みに際して虚偽の事項を届け出た場合

本規約等に違反したことがある者からの利⽤申込みである場合
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その他、当社がサービス利⽤契約を締結するのに相当でないと判断した場

合

第４条（利⽤料⾦）
1. 管理者は当社に対して、当社が別途に定める、本サービス利⽤料を、当社が指
定する⽅法により⽀払うものとします。なお、⽀払いにかかる費⽤は管理者が

負担するものとします。

2. 利⽤期間中は、利⽤の有無に関わらず、管理者は前項に定める本サービスの利
⽤料の全額を⽀払うものとします。

3. 当社は、事前に当社の定める⽅法により管理者に周知をしたうえで、利⽤料を
随時改定できるものとし、管理者は本サービスの利⽤を継続する限り、改定後

の本サービス利⽤料を⽀払うものとします。

4. 管理者による本サービス利⽤料の⽀払が遅延した場合、当社は本サービスの提
供を停⽌または本サービス利⽤契約を解除する場合があります。

5. 理由の如何を問わず、管理者より既に⽀払われた本サービス利⽤料について、
本規約等で特段の定めのある場合を除き、減額または返⾦は⾏わないものとし

ます。

第５条（利⽤等）
1. 管理者および利⽤者は本規約の定めに従って本サービスを利⽤しなければなり
ません。

2. 管理者および利⽤者が本サービスを利⽤または利⽤を開始した場合、当社は、
本規約に定めるすべての利⽤条件および当社コーポレートサイトに記載の「個

⼈情報保護⽅針」に同意いただいたものとみなします。

3. 管理者は、⾃⼰の費⽤と責任において、利⽤者に対し、本規約に定める管理者
および利⽤者の責務を周知し、利⽤者に遵守させるものとします。

4. 管理者は、本サービスの利⽤に関し、利⽤者に、付与される権限および本サー
ビスの趣旨を⼗分に理解させた上で利⽤させるものとし、利⽤者が実施する⾏

為に関して当該利⽤者と連帯してその責任を負うものとし、利⽤者が本規約ま

たは特約等に定める条項に違反した場合、⾃⼰の費⽤と責任において、当社の

指⽰に従い、当該利⽤者による本サービスの利⽤を中⽌させ、かつ、再発防⽌

に必要な措置を採るものとします。

https://public.xid.inc/documents/privacy.pdf
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5. 管理者は、本サービスを利⽤する為に必要な通信機器やソフトウェア、通信回
線などのすべてを管理者の責任および費⽤で準備し、操作、接続等をするもの

とします。

6. 本サービスは、別途利⽤条件等が設定されたオプションサービスの提供を事前
通知なく開始する場合があります。オプションサービスを利⽤したい場合、管

理者は、オプションサービスに設定されている利⽤条件を承諾した上で、オプ

ションサービスの利⽤申込みを⾏い、オプションサービスの利⽤を開始するも

のとします。

7. 当社は、以下の⽬的で利⽤者が本サービスの利⽤に伴い⽣成したデータを必要
最⼩限の範囲で閲覧することがあります。

エラー、システムトラブルの解消

利⽤者からの問合せ対応

サービスの改善・品質の向上

8. 当社は、管理者および利⽤者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合
は、利⽤を拒否することがあります。また、利⽤開始の承諾後において、管理

者および利⽤者が以下の各号のいずれかの事由に該当することが判明した場合

には、本サービスの全部または⼀部の提供を停⽌することがあります。

当社に提供した、管理者および利⽤者の登録情報の全部または⼀部につき

虚偽、誤記または記載漏れがあった場合

利⽤者が未成年者、成年被後⾒⼈、被保佐⼈または被補助⼈のいずれかで

あり、法定代理⼈、後⾒⼈、保佐⼈ または補助⼈の同意等を得ていなかっ
た場合

利⽤者が暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなったときから 5 年を経過し
ない者、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係 企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴ
ロまたは特殊知能暴⼒集団等、その他これらに準ずるもの（以下 「反社会
的勢⼒等」といいます。）である、または資⾦提供その他を通じて反社会的

勢⼒等の維持、運営 もしくは経営に協⼒もしくは関与する等反社会的勢⼒
等との何らかの交流もしくは関与を⾏っていると当社が判断した場合

管理者および利⽤者が過去当社との契約に違反した者またはその関係者で

あると当社が判断した場合

管理者および利⽤者が第８条に定める措置を受けたことがある場合

その他、利⽤または登録が適当でないと当社が判断した場合
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第６条（通知）
当社から管理者および利⽤者に対する通知は、特段の定めのない限り管理者および

利⽤者が登録したメールアドレスにメール送信もしくは当社所定の⽅法により通知

するものとします。

第７条（アカウントの管理）
1. 当社は、管理者指定の利⽤者に対して利⽤者専⽤アカウント（以下「アカウン
ト」と⾔います。）を作成し、当該利⽤者のメールアドレスを⽤いて、本サー

ビスの利⽤開始を提供します。

2. 本サービスへのログインは、利⽤者が個⼈で所持する本アプリもしくはIDおよ
びパスワードを⽤いて⾏います。

3. 管理者は、追加のアカウントを作成する場合は、⾃⼰の責任において管理画⾯
を⽤いて登録・発⾏し、必要な権限を付与するものとします。

4. 本サービスおよび本アプリにかかるIDまたはパスワードおよびアカウントの管
理不⼗分、使⽤上の過誤、利⽤者または第三者の使⽤等によって⽣じた⾏為の

⼀切は、管理者が利⽤したものとみなし、これによって⾏われたすべての結果

または責任は管理者に帰属するものとします。また、これによって管理者に損

害が⽣じたとしても、当社は⼀切責任を負わないものとします。

5. 管理者は、本サービスのアカウントに関する情報が流出または盗⽤された場合
は、速やかに当社に連絡し、その指⽰に従うものとします。

6. 当社は、当社の裁量により、アカウントに不正利⽤の可能性があると判断した
場合は、当該アカウントの全部または⼀部の利⽤を停⽌できるものとします。

なお、当社がこのような措置をとったことにより、管理者および利⽤者が当該

アカウントの利⽤ができず損害が⽣じても、当社は⼀切の責任を負いません。

第８条（禁⽌⾏為）
1. 管理者および利⽤者は、本サービスの利⽤にあたり、以下の各号のいずれかに
該当する⾏為または該当すると当社が判断する⾏為をしてはなりません。当社

において、管理者および利⽤者が禁⽌事項に該当すると判断した場合、管理者

および利⽤者による本サービスの利⽤の停⽌、サービス利⽤契約の解約その他

当社が必要と判断した措置を取ることができます。

法令に違反する⾏為または犯罪⾏為に関連する⾏為
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本規約に違反する⾏為

他⼈の名義や架空の名義を利⽤する⾏為、虚偽の記載をする⾏為、第三者

になりすます⾏為

第三者の個⼈番号カードを利⽤し、本アプリを⽤いて、本サービスを利⽤す

る⾏為

本サービスの他の利⽤者のIDまたはパスワード等を利⽤する⾏為

本アプリを貸与または共⽤および他⼈に利⽤させる⾏為

第2条1項に定める者以外が本サービスを利⽤する⾏為

当社または第三者の知的財産権を侵害する⾏為

当社または第三者の名誉・信⽤を毀損または不当に差別もしくは誹謗中傷

する⾏為

当社または第三者の財産を侵害する⾏為、または侵害するおそれのある⾏

為

当社または第三者に経済的損害を与える⾏為

当社または第三者に対する詐欺または脅迫的な⾏為

公序良俗に反する⾏為

反社会的勢⼒等への利益供与

以下の表現を含む内容を本サービスを⽤いて、通知または配信する⾏為

過度に暴⼒的または残虐な表現

過度にわいせつな表現

⼈種、国籍、信条、性別、社会的⾝分、⾨地等による差別につながる表

現

⾃殺、⾃傷⾏為、薬物乱⽤を誘引または助⻑する表現

宗教活動または宗教団体への勧誘⾏為

公職選挙法等法令に反する政治活動

営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を⽬的とする⾏為

性⾏為やわいせつな⾏為を⽬的とする⾏為

⾯識のない異性との出会いや交際を⽬的とする⾏為

嫌がらせを⽬的とする⾏為
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不利益、損害または不快感を与えることを⽬的とする⾏為

その他反社会的な内容を含み他⼈に不快感を与える表現

当社と競合する事業者に所属する者を管理者または利⽤者とする⾏為、お

よび当社と競合する事業者に本サービスを利⽤させる⾏為

本サービスその他の当社が提供するサービスと競合する製品もしくはサー

ビスの開発を⽬的とする⾏為、または第三者に対して当該⽬的で本サービ

スを利⽤させる⾏為

本サービスのトレース、リバースエンジニアリング、デバッグ、逆アセンブ

ル、デコンパイル、その他の⼿段により、本サービスの構造・機能・処理⽅

法等を解析、ソースコードを得ようとすることや、本サービスの派⽣製品

を作成する⾏為

コンピューターウィルス、有害なプログラムを使⽤またはそれを誘発する

⾏為

本サービスのネットワークまたはシステム等に対して過度な負荷をかける

⾏為

本サービスのサーバーやシステムへの攻撃

当社提供のインターフェース以外の⽅法で本サービスにアクセスを試みる

⾏為

本サービスの運営を妨害するおそれのある⾏為

上記の他、当社が不適切と判断する⾏為

2. 当社は、管理者または利⽤者の⾏為が前項のいずれかに該当すると判断した場
合、管理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。これにより管理者および通知

受信者または第三者に損害が⽣じたとしても、当社はこれを賠償する責任を負

いません。

3. 本サービスの利⽤が停⽌した場合においても、管理者が本サービスを利⽤して
いる期間において発⽣した当社に対する債務を免れるものではありません。

第９条（委託）
当社は、本サービスに関する業務の⼀部を当社の責任において、第三者に委託する

ことがあります。この場合、当社は、委託先を適切に選定し、必要かつ適切な監督
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を⾏います。また、当社は、委託先の⾏為について⼀切の責任を負うものとしま

す。

第１０条（外部との連携）
1. 本サービスにおいて、以下の外部連携機能の提供を開始する場合があります。

第三者が提供する、無償または有償のオンラインサービスまたはソフトウ

ェアと連携することによって実現される機能

当社の仕様に基づき提供される、本サービスと本サービス以外のサービス

またはソフトウェアを連携させる機能や、特定の処理を実⾏することがで

きる機能

2. 管理者は、前項の各外部連携機能を利⽤する場合、⾃⼰の費⽤と責任において
各外部連携機能を利⽤するものとします。当社は、管理者による各外部連携機

能の利⽤に関して、⼀切の責任を負わないものとします。

3. 当社は、管理者の承諾なく、第１項の各外部連携機能に関して、仕様や内容の
変更、ならびに提供を中断または終了する場合があります。変更および中断な

らびに終了を⾏なった場合であっても、当社は⼀切の責任を負わないものとし

ます。

第１１条（提供中断・停⽌）
1. 当社は、以下の各号に該当する場合、管理者への事前の通知なく、本サービス
の全部または⼀部の提供を、中断または停⽌できるものとします。

本サービスの提供に必要な設備の保守点検等を定期的または緊急に⾏う場

合

本サービスの提供に⽤いる設備に障害・故障等が⽣じた場合

電気通信事業者の提供する役務に起因して、電気通信サービスの利⽤が不能

となった場合

停電、⽕災、地震、労働争議その他不可抗⼒により本サービスの提供が困

難な場合

その他、本サービスの運⽤上または技術上の相当な理由がある場合

2. 当社は、管理者が以下の各号に該当すると判断した場合、管理者に対して事前
に通知することにより利⽤の中断⼜は停⽌することができるものとします。

第８条に定める内容に違反したとき
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本規約の各条項に違反したとき

相当期間を定めて是正を求めたにもかかわらず当該是正がなされないとき

その他、当社が不適切と判断したとき

3. 当社は、前2項に起因する本サービスの提供の停⽌または中断により、管理者ま
たは第三者が被ったいかなる不利益または損害につき、⼀切の責任を負わない

ものとします。

第１２条（権利の帰属）
1. 本サービス、本アプリ等及びこれに付随する⼀切の情報についての知的財産権
等は、すべて当社または当社にその利⽤を承諾した権利者に帰属し、管理者お

よび利⽤者は無断で転載、転送、複写、公開、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻

案、公衆送信（送信可能化を含みます。）、伝送、配布、出版、営業使⽤等を

してはならないものとします。

2. 本規約に基づく本サービスの利⽤承諾は、本サービスに関する当社または当社
にライセンスを承諾している者の知的財産権等の使⽤承諾を意味するものでは

ありません。

3. 管理者は、⾃らが知的財産権を有するか、または必要な権利者の承諾を得た⽂
章、画像や映像等の情報のみ、本サービスを利⽤してアップロードすることが

できるものとします。

4. 管理者が本サービスを利⽤してアップロードした⽂章、画像、映像等の著作権
については、既存の権利者に留保されるものとします。

第１３条（サービスの提供義務）
1. 当社は、本サービスに関して以下の義務を負います。

本サービスを1⽇24時間、週7⽇間提供するための商業上合理的な努⼒を⾏
うこと

善良なる当社責任者の注意義務をもって、本サービスを提供すること

2. 当社は、本サービス提供に関する安全性、秘密性を保護するために、適切な管
理上の措置及び技術的な安全管理措置を維持するものとします。

3. 当社は、本サービスを利⽤してアップロードされた情報について、サーバーに
保存できるものとします。ただし、当社はアップロードされた情報の保存義務

を⼀切負うものではありません。
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第１４条（免責・⾮保証等）
1. 管理者は、⾃⼰の責任において本サービスを利⽤するものとし、本サービスに
おいて⾏った⼀切の⾏為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。管理者が本サービスを利⽤することにより当社が損害を負った場合は、管

理者は当該損害（合理的な⾦額の弁護⼠費⽤を含みます。）を賠償するものと

します。

2. 本サービスの提供の遅滞、変更、中⽌若しくは廃⽌、または本サービスを通じ
て登録、提供される情報等の流失若しくは消失等その他本サービスの利⽤に関

連して管理者に損害が発⽣した場合は、当社の故意または重過失による場合を

除き、⼀切の責任を負いません。当社の故意または重過失による損害賠償額に

ついては、管理者が当社に⽀払った本サービス利⽤料⾦の⽉割り⾦額の３か⽉

分を限度として損害賠償責任を負うものとします。

3. 当社は、管理者、通知受信者または第三者に発⽣した機会逸失、業務の中断そ
の他いかなる損害(間接損害や逸失利益を含みますが、これらに限られません。)
に対して、当社がかかる損害の可能性を事前に通知されていたとしても⼀切の

責任を負いません。

4. 管理者は、本サービスに関連し、利⽤者、通知受信者または第三者との間にお
いて⽣じた紛争等について⾃⼰の費⽤と責任において、かかる損害を賠償また

はかかる紛争を解決するものとし、当社に対し迷惑や損害を⼀切与えず、いか

なる賠償も要求しないものとします。

5. 当社は、本サービスの正確性、完全性、永続性、⽬的適合性、有⽤性、及び本
サービス等にエラー、バグ、不具合またはセキュリティ上の⽋陥が存在しない

ことについて、いかなる保証も⾏うものではありません。

6. 本サービスは、管理者及び利⽤者から提供される情報をもって、個⼈認証を⾏
うものであり、管理者または利⽤者から提供される情報に誤りが認められる場

合、または第三者が冒⽤する場合など、利⽤者本⼈の完全な同⼀性を保証する

ものではありません。

7. 当社は、本サービスが全ての情報端末に対応していることを保証するものでは
なく、本サービスの利⽤に供する情報端末の OSおよびブラウザその他関連する
ソフトウェア のバージョンアップ等に伴い、本サービスの動作もしくは利⽤に
不具合が⽣じる可能性があることにつき、管理者はあらかじめ了承するものと

します。当社は、このような不具合が⽣じた場合に当社が⾏うプログラムの修

正等により、当該不具合が解消されることを保証するものではありません。

8. 管理者は、コンピューターウィルス等の有害プログラム等の不可抗⼒の要因に
より、本サービスが滅失または損傷する可能性があることを予め了承するもの
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とし、本サービスで利⽤するデータ等を⾃らの責任において保管するなどのバ

ックアップを⾏うものとします。当該バックアップを怠ったことによって管理

者が被った損害について、当社は、本サービスおよびデータの復旧を含めて、

⼀切の責任を負いません。

9. 当社は、管理者に対し、事前に承諾を得ることなく、本サービスまたは本サー
ビスが提携するサービスの、仕様等を変更することができるものとします。

10. 管理者は、本サービスまたは本サービスが提携するサービスにおいて、下記の
事情により⼀定期間、利⽤が停⽌される場合があることをあらかじめ承諾し、

本サービスまたは本サービスが提携するサービスの停⽌による損害の補償等を

当社に請求しないこととします。

本サービスまたは本サービスが提携するサービスのサーバー、ソフトウェ

ア等の点検、修理、補修等のための停⽌

コンピュータ、通信回線等の事故による停⽌

その他、やむをえない事情による停⽌

第１５条（プライバシーおよび秘密情報の取
扱い）
1. 当社コーポレートサイトに記載の「個⼈情報保護⽅針」に基づき個⼈情報等を
適切に取り扱うものとし、 管理者はこの個⼈情報保護⽅針に従って当社が個⼈
情報等を取扱うことについて同意するものとします。

2. 当社および管理者は、秘密情報（本サービスに関連して相⼿⽅から秘密に扱う
ことを指定して開⽰された情報）について善管注意義務をもって扱い、書⾯ま

たは電磁的⽅法による承諾なしに第三者に提供、開⽰または漏洩しないものと

します。ただし、法令に基づき開⽰等が求められる場合はこの限りではありま

せん。

第１６条（地位の譲渡）
1. 管理者は、当社の書⾯による事前の承諾なく、本サービスの利⽤契約上の地位
または本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、

担保設定、その他の処分をすることはできません。

2. 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴
い、本サービスの利⽤契約上の地位、本規約に基づく権利および義務並びに管

理者の登録事項その他の顧客情報を当該事業譲渡の譲受⼈に譲渡することがで

https://public.xid.inc/documents/privacy.pdf


SmartPOST利⽤規約 12

きるものとし、管理者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものと

します。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社

分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。

第１７条（分離可能性）
本規約の規定の⼀部が諸法により無効または執⾏不能と判断される場合であって

も、その他規定の効⼒に影響しないものとします。

第１８条（準拠法・紛争解決）
1. 本規約は、その準拠法を⽇本法とします。

2. 本規約に定めのない事項または本規約の各条項に定める規定に疑義が⽣じた場
合は、本規約の趣旨に従い、当社及び管理者間で誠意をもって協議し、善後策

を決定します。

3. 本規約及び本サービスの利⽤に起因または関連して管理者と当社との間に⽣じ
た紛争については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。

【特約：無料トライアルのご利⽤の場合につ
いて】

第１条（無償トライアル）
本条から第７条までの特約事項は、本サービスの無償トライアル（本サービスを当

社の定める利⽤条件のもと利⽤できる無料サービスを意味します。）の期間中に適

⽤される条件を規約するものです。

第２条（無償トライアル期間）
利⽤開始⽇および利⽤期間は、当社において別途指定するものとします。

第３条（無償トライアルの申し込み）
本サービスの無償トライアル利⽤希望者は、当社が別途定める⼿続きに基づいて、

本サービスの無償トライアル申込みを⾏うものとし、当社がこれを承諾し、利⽤希
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望者が本規約に同意し、本サービスの利⽤を開始した時点で、本サービスの利⽤契

約が成⽴するものとします。

第４条（無償トライアル料⾦）
当社は本特約第２条に定める期間中、管理者に対し、本サービスを無料で提供しま

す。ただし、特定オプションサービス等、付加的な機能やサービスの利⽤には、別

途料⾦が発⽣することがあります。

第５条（無償トライアルの終了）
1. 無償トライアル期間が終了する場合、当社は、事前に管理者へ通知したうえ
で、本サービスおよび無償トライアルの提供を終了いたします。

2. 当社は、前項に基づき本サービスおよび無償トライアルの提供を終了する場合
には、無償トライアル期間の最終⽇の翌⽇以降に、管理者に対し本サービスの

利⽤制限を⾏い、保存されている情報等を削除する場合があります。

3. 当社は、前項による保存情報等の消失に関して⼀切の責任を負いません。

第６条（正規契約への移⾏）
1. 管理者は、無償トライアル期間が終了する⽇の３０⽇前までに利⽤継続の申し
込みを⾏い、所定の⼿続きをしていただくことで、無償トライアル期間終了後

に正規契約に移⾏することができます。

2. 正規契約締結後、管理者は本サービスの利⽤を継続することができ、また、無
償トライアル期間中のデータおよび登録情報を引き続きご利⽤いただけます。

第７条（無償トライアルに関する免責）
1. 無償トライアル期間中においても本規約のすべてを有効とし、当社は、当社に
重過失がある場合を除き、管理者および利⽤者および通知受信者ならびに第三

者が無償トライアル期間中に受けた⼀切の損害を賠償する責任を負いません。

2. 本特約が第１８条までの規定と⽭盾する場合は、本特約の規定が優先して適⽤
されます。
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改訂履歴

制定・施⾏：

2022年9⽉13⽇

改定

2023年4⽉26⽇ 第5条7項追加及び第1条2項から5項、第5条2項、第6条、
第7条2項、第8条1項(4)号、第9条、第11条3項、第12条4項、第14条4項、第
15条1項および特約第4条、特約第7条2項の改訂

以上


