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第１条

総則

１-１ 本規約は、ご契約いただいたお客様（以下契約者）とジーエープロ（以下弊社）が提供する第２条に
定めるサービス（以下本サービス）
利用に関する一切の関係に適用します。
１-２ 契約者および弊社は、本サービスの提供及び料金の支払い等 についての一切を本規約に委ねるも
のとします。なお、ドメイン登録代行サービスに関しては、本規約に従うとともにニホンソリューションズ
株式会社ドメイン登録代行サービスご利用規約に従うものとします。

第２条

弊社が提供するサービスの品目

２-１ 弊社が契約者に提供するサービス品目は次のとおりとします。
1) レンタルサーバー
弊社の管理下にあるインターネットサーバーに、利用契約者の所有するドメイン情報及び当社が
適宜提供するインターネット関連の付随的技術を設定し、インターネット上から利用契約者のアク
セスならびに第三者の閲覧を可能にするものとします。
2) ウエブコンサルティング（ホームページの管理・運営代行を含む）
契約者が管理・運営しているWEB サイトの保守・更新および検索対策などをご提供するものとし
ます。また、これらに関わるCGI・PHP などのプログラム（ASP）などのレンタルサービスを提供す
るものとします。
3) ドメイン名登録代行
ニホンソリューションズ株式会社が開発したドメイン登録代行ソフト（以下ＣＲＳ）を用い、ドメイン名
の登録申請・維持・管理・運用を行うものとします。
２-２ 契約者には、弊社のホームページ、またはパンフレット等で各品目の内容を確認の上 、組み合わせ
を選択し弊社と契約していただきます。
２-３ 弊社が提供する本サービスには、契約者が端末機器をインターネットに接続するための必要なサー
ビス（ISP：Internet Service Provider）は提供しておりません。

第３条

利用規約の発行

本規約は、弊社またはニホンソリューションズ株式会社が契約者に対してユーザーＩ
Ｄおよびパスワードま
たは承諾の通知を交付した時点より効力が生じます。

第４条

利用規約の適用および範囲

４-１ 本規約は、本サービス利用に関して契約者との間の一切の関係に適用されるものとします。
４-２ 本サービスを通じて、他のネットワークサービス等を利用する際には、本規約に従うとともに、接続先
で定められている利用規定にしたがうものとします。
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第５条

利用規約の変更

５-１ 弊社は、契約者に事前の通知をすることなく本規約を変更できるものとします。変更後の本規約も契
約者と弊社との間の一切の関係に適用されることとします。
５-２ 弊社が、本規約を変更し、必要と判断した場合、弊社は契約者に対し、ホームページまたは E-Mail
などで随時必要な事項を契約者に通知するものとします。
５-３ 弊社がホームページまたは E-Mail などで、随時、契約者に対して通知する諸規定は本規約の一部
を構成するものとし、通知した時点をもって契約者は承認したものとみなします。

第６条

利用契約の成立

６-１ 本サービスの利用申し込みは、弊社所定の契約方式により、弊社に届け出るものとします。
６-２ 18 歳未満の契約者は、利用申込みにあたり保護者の承認を必要とし、保護者は本規約の定める一
切について連帯して保証するものとします。
６-３ 利用契約は、サービスの利用申込者に本規約を承認いただいた上で、弊社における必要審査、手
続き等を経た後に成立するものとします。
６-４ 弊社が、本サービスの利用申込みを承諾することに支障があると判断する場合には、弊社は当該申
込みを受理しない場合があるものとします。
６-５ 弊社が、利用申込みに対して承諾したときは、契約者に通知するものとします。

第７条

利用契約の有効期限・継続

７-１ 利用契約の有効期限は契約書によるものとします。
７-２ 利用契約の有効期限が終了する日（以下「契約終了の日」といいます。）の 1 ヶ月前までに、契約者
から特に申し出が無いときは、契約終了の日の翌日をもって契約は自動更新されるものとします。

第８条

利用契約の解約

８-１ 契約者は、その利用契約を解約する場合、解約する月の前月末までに弊社へ弊社所定の解約方
式により、その旨届け出るものとします。
８-２ 利用契約の解約は、弊社が解約の届出を受理した日を含む利用月の翌利用月最終日に行われる
ものとします。
８-３ 利用契約を解約する際は、解約時までに発生した料金を弊社の指定する方法で支払うものとします。
なお、弊社はすでに支払われた料金等の払い戻しは、一切行わないものとします。
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第９条

利用契約の変更

９-１ 契約者は、住所、取引先銀行、クレジットカード番号等、弊社に届け出ている内容に変更が生じた場
合には、弊社の所定の方法により速やかに弊社に届け出るものとします。
９-２ 利用契約に登録した氏名は、婚姻による姓の変更等弊社が承認した場合を除き、変更できないもの
とします。

第１０条 利用契約の取消し
１０-１ 弊社は、契約者が次のいずれかに該当する場合、事前に通知することなく、直ちに利用契約を取消
すことがあります。
1) 利用料金およびその他債務が、支払期日を 30 日経過し、弊社からの催告にも関わらず支払い
が行われない場合。
2) 弊社への申告、届出内容に虚偽の記載があった場合。
3) その他、本規約に違反した場合。
１０-２ 前項により、利用契約が取消しとなった契約者は、弊社が取消した利用月までに発生したすべての
債務を弊社の指定する方法で支払うものとします。なお、弊社は既に支払われた料金などの払い戻
しは一切行わないものとします。

第１１条 利用料金
１１-１ 契約者は、本サービスの利用にあたって、別途提示する料金規定に規定された料金を弊社の指定
する方法により支払うものとし、支払いに必要な振込み手数料等のその他の費用は、すべて当該契
約者の負担とします。
１１-２ 弊社は、契約者の承諾を得ることなく、料金の改定または部分的変更を行うことができるものとし、契
約者は改定または変更後の料金規定に規定された料金を所定の手続きで支払うものとします。
１１-３ 契約者が、本サービスを通じて他のネットワークとの接続およびサービスの提供を受ける場合の費用
は、契約者が直接に接続先および 弊社に支払うものとします。
１１-４ 契約期間未満のご利用でも、契約期間分の料金をお支払いいただきます。
１１-５ 契約者の事由により、契約期間中に本サービスのプランなどを変更した場合、弊社にあるインターネ
ットサーバーの設定変更後より課金するものとし、別紙に定める料金を支払うものとします。

第１２条 プラン，オプション・サービスの変更
１２-１ 契約者は、本サービスのプランを変更する場合、弊社の指定する方法でプランを変更するものとしま
す。ただし、下位プランへの契約の変更はできないものとします。
１２-２ 契約者が本サービスのプランにオプション・サービスを追加する場合、そのオプション・サービスの契
約は、選択されているプランの契約期間とします。
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１２-３ 契約者が、本サービスのプランに追加したオプション・サービスを解除する場合、契約期間満了をも
って契約が解除できるものとします。
１２-４ 契約者が、本サービスのプランに追加したオプション・サービスを解除する場合、契約満了月の前月
末までに弊社へ弊社所定の解除方法により、その旨を届け出るものとします。

第１３条 書き込み内容の削除
１３-１ 弊社は、以下の場合、契約者の書き込んだ内容を削除できるものとします。
1) 書き込み内容が本規約の禁止行為に該当すると弊社が判断した場合。
2) 契約者割り当てディスク容量を著しく越えた場合。
3) 法令による規制、司法・行政命令等が適用された場合。
4) その他、弊社が不適当であると判断した場合。
１３-２ 書き込み内容を削除した場合、弊社はその理由を開示する義務を負わないものとします。

第１４条 法令・諸規則の遵守
契約者は、国内外の諸法令・諸規則を遵守し、従うものとします。

第１５条 禁止行為
１５-１ 弊社は、円滑に本サービスを提供するため、次に該当する行為は禁止するものとします。また、これ
らの行為によるいかなる事態においても契約者自身に責任が帰属し、弊社は一切の責任を負わな
いものとします。
1) 誹謗・中傷・猥褻等、公序良俗または法令に違反する文章・図面等の頒布および掲示等を行っ
た場合。
2) 他の契約者の ID またはパスワードを不正に使用した場合。
3) 他の契約者または第三者に迷惑・不利益を与える等の行為、弊社のサービスに支障をきたす恐
れのある行為、その他弊社が不適当と判断した場合。
4) 法律に反すると判断される行為を行った場合。
１５-２ 契約者が、前項の禁止される行為により、弊社に何らかの損害を与えた場合、弊社は契約者または
元契約者に対し、相当する金額を請求できるものとします。

第１６条 ID およびパスワード
１６-１ 契約者は、設定されたID およびパスワードについて責任をもって管理するものとします。また ID お
よびパスワードの管理不十分または第三者の不正使用などに起因するすべての損害については、
契約者に帰属するものとします。
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１６-２ 契約者は、弊社より貸与された ID が第三者によって不正に使用されたことが発見された場合、直ち
に弊社にその旨を連絡するものとします。
１６-３ 弊社が、契約者に貸与した ID は、当該契約者のみが使用できるものとし、第三者の使用、譲渡、再
貸与、相続、質権の設定、その他の担保に供する等はできないものとします。

第１７条 著作権
１７-１ 弊社が制作したホームページなどの著作権は弊社が保持し、契約者はホームページでの公開に関
してのみ利用するものとします。また、利用許諾期間は無期限とします。
１７-２ 契約者が、本サービスを通じて他の契約者、ならびに弊社の著作物を使用するにあたっては、著作
権法等の関連法規の定める事項を遵守して適正な使用をするものとします。
１７-３ 契約者が、第三者の著作物の違法な公表、複製、変更、翻案または翻訳等の権利侵害を行った場
合、契約者に責任が帰属し、弊社では一切の責任を負わないものとします。

第１８条 利用者設備
契約者が使用するコンピュータシステム、ソフトウェアおよび通信機器等の設置に関する費用等は契約者
が負担するものとします。

第１９条 サービスの保守・中断・変更
１９-１ 弊社は、本サービスの稼動状態を良好に保つために随時その運用を一時停止のうえ保守点検を行
うことが出来るものとします
１９-２ 前項の場合、原則として事前に契約者にその旨を通知しますが、緊急の場合には通知することなく、
一時停止のうえ保守点検を行うことが出来るものとします。
１９-３ 弊社は、不慮の事故、不可抗力等のやむを得ない事由により、本サービスの運用を中断できるもの
とします。
１９-４ 弊社は、契約者に事前の通知をすることなく、本サービスのサービス内容の追加および変更、廃止
をすることができます。
１９-５ 連続して２４時間以上のサービス停止が起こり、且つその原因が天災、公共の事故に寄らない場合、
契約者から申し出があった場合にのみ日割り計算で料金を返還するものとします。ただし、サービス
復旧後 14 日以内に申し出がない場合は、その権利を放棄したものとみなします。

第２０条 サービスの拒絶
弊社は次に掲げる事項について、本サービスの提供には応じられません。
1) 公序良俗に反する情報を流すことを目的とした行為。
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2) 第三者に不利益をもたらす事柄や行為。
3) 弊社の運営を妨げたり、脅かす行為。
4) 弊社が不適当と判断した情報を流す行為。
5) 法律に違反する行為。

第２１条 情報の管理・取扱い
２１-１ 弊社は、契約者の情報を本サービス提供以外の目的に利用しないとともに、第三者に開示・提供し
ないものとします。但し、次の各号に定める場合はこの限りでありません。
1) 法令に基づき裁判所その他の司法機関及び行政機関から契約者に関する情報等の開示を要求
された場合。
2) その他、契約者が事前に承諾した場合。
２１-２ 弊社は、契約者が本規約および準拠すべき法律に違反しない限り、契約者のファイルおよび電子メ
ールを調査することはないものとします。

第２２条 免責事項
２２-１ 弊社は、本サービスおよび本サービスを通じて他のネットワークサービスを利用することにより発生し
た一切の損害について、いかなる責任も負わないものとします。
２２-２ 弊社は、本サービスを通じて得る情報について、その完全性、正確性、適用性、有用性等いかなる
保証も負わないものとします。
２２-３ 弊社は、サービスの保守、中断、変更およびそれ以外の事由により、サービス提供の遅延または中
断等が発生してもこれに起因する契約者または他の第三者が被った損害について一切の責任を負
わないものとします。
２２-４ 弊社は、弊社のシステム内に保管された契約者の個別ファイルについて責任を負いません。弊社の
システム内に保管されたデータのバックアップは契約者の責任とします。
２２-５ 契約者の利用契約が効力を失った後、弊社はその元契約者の個別ファイルを削除する権利を有す
るものとします。

第２３条 損害賠償
２３-１ 契約者は、弊社が提供する本サービスによって契約者に損害が生じた場合、または第三者に損害
を与えた場合、契約者は自己の責任と費用により解決し、弊社に損害を与えることはないものとしま
す。
２３-２ 契約者が本規約に違反したとき、または不正もしくは違法な行為によって弊社に損害を与えた場合、
弊社は契約者に対し、相応の損害賠償の請求を行う事とします。
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第２４条 係争
２４-１ 本規約に疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事項については両者協議のうえ、誠意を
もって解決するものとします。
２４-２ 本サービスの利用に関して、契約者と弊社との間に係争が発生し、訴訟により解決する必要が生じ
た場合には、大阪地方裁判所または大阪府内の簡易裁判所を第 1 審の専属管轄裁判所とします。

付則
1）本則は、2002 年 07 月 01 日から施行する。
2）2003 年 11 月 02 日に社名変更をし、2003 年 11 月 03 日から施行する。
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