平成 19 年 7 月 1 日
株式会社 ネット・コミュニケーションズ

メーリング・リスト（ＭＬ）サービス 利用規約

第1章

総

則

（利用規約の適用）
第１条 株式会社ネット・コミュニケ
ーションズ（以下、「当社」といいま
す。）は、メーリング・リスト・サー
ビス利用規約（以下、「利用規約」と
いいます。）を定め、この利用規約に
基づき、メーリング・リスト・サービ
ス（以下、
「本サービス」といいます。）
を提供します。
２ 本利用規約は、ユーザと当社との
間で、本サービスの利用に係わる一切
の関係に適用します。
３ ユーザは本利用規約を承認、同意
した上で、本サービスを利用するもの
とします。
（用語の定義）
第２条 本利用規約の用語について、
下記の通り定めます。
・ユーザ
メーリング・リスト・サービスのユー
ザは、インターネット・アクセスが可
能な利用者で、電子メールアドレスを
保有し、電子メールの送受信が可能で
ある全ての利用者を対象とします。ま
た、本サービスを利用する契約上の利
用名義人（契約者）を指します。
・メールアーカイブ
メーリング・リストで交わされたメー
ルについて、１通のメールを１つのフ
ァイルとしてメーリング・リスト・サ
ーバに蓄積することを指します。
（利用規約の変更）
第３条 当社は、本利用規約を契約者
の承諾なく変更・改訂できるものとし
ます。この場合の料金、その他の提供
条件等は、変更後の利用規約に拘束さ
れるものとします。
（サービスの提供区域）
第４条 本サービスの提供区域は日
本国内とします。
（サービスの種別と料金）
第５条 当社が提供する本サービス
の種別と料金は、サービス案内資料あ
るいはサービスサイトホームページ
等の当社所定の媒体に掲載します。
なお当社は、当該サービスサイトホー
ムページの種別または料金表ならび
にインフォメーションのページ等に
て告知することにより、種別、価格を
変更できるものとします。
（サービスの終了）
第６条 当社は、本サービスを終了す
ることがあります。

２ 本サービスを終了するときは、終
了する１か月前までにその旨を通知
あるいは告知します。
第２章

サービスの提供

（サービスの提供及び情報の保証）
第７条 当社メーリング・リスト・サ
ーバより、その登録されたメンバーに
メールが発信されることのみを保証
し、メールの最終的な到達性やアーカ
イブされたファイルの保証はいたし
ません。
２ 本サービスの内容は、当社がその
時点で供給可能なものとし、将来に渡
って常に同じ内容での供給を保証す
るものではありません。
３ 本サービスは、契約者の特定の目
的に適合すること、契約者の期待通り
に機能を有すること、その動作に誤り
がないこと、電子メール又は自営端末
設備及びその中にインストールされ
ているソフトウェア、データ等に悪影
響を及ぼさないことを保証するもの
ではありません。
（登録及び利用上の制限）
第８条 １つのメーリング・リスト契
約口数あたりの登録アドレス数の上
限は、契約されたプランの登録アドレ
ス数迄とし、その登録アドレス数の上
限を超えての利用はできません。
２ 登録アドレス数の上限が、メーリ
ング・リスト・サーバ上で制限できる、
できないに係わらず、ユーザが利用で
きる登録数の上限を超えて利用する
ことはできません。
３ アーカイブに利用できるディス
ク容量は、メール・ホスティングサー
ビスまたは本サービスの指定すると
ころにより制限されます。
４ サービスの性質上、またソフトウ
ェアの仕様上、登録アドレス数の上限
制限やディスク容量の上限制限がで
きない場合があります。その場合は、
契約プランの内容に従っていただく
ものとします。制限数を超えてご使用
の場合には、登録数を制限内に戻され
るかプラン変更をしていただくもの
とします。
５ 本サービスの安定した運用を目
的として、当社の定めるところにより、
電子メール１通あたりの容量や配送
量、また負荷の分散等を目的としたサ
ーバの移行、その他の制限を加えるこ
とがあります。
第３章

契

約

（契約の単位）

第９条 契約者が本サービスの複数
の種別（サービスプラン）を利用する
場合には、個々にサービス利用契約を
締結するものとします。
２ 当社は、本規約の他、必要に応じ
て特約を定めることがあります。この
場合、契約者は本規約とともに特約を
遵守するものとします。
（契約期間）
第 10 条 本サービスの契約期間は第
15 条（契約の成立）第１項に定める利
用開始日から起算して 12 カ月以上と
します。
（サービスの提供条件）
第 11 条 契約者は、本サービスを申
し込んだ時点で、本利用規約の内容を
承諾しているものとします。
２ 契約者は、本サービスの不正使用
により、当社あるいは第三者に損害を
与えることのないように万全の配慮
を講じるものとします。また、契約者
は不正使用に起因するすべての損害
について責任を負うものとします。契
約者は、本サービスが不正に使用され
たことが判明した場合には、直ちに当
社にその旨を連絡するものとします。
３ ユーザは、当社が提供する各種マ
ニュアル類ならびに当社が必要に応
じて行う指導に従うものとします。
（権利の譲渡等の制限）
第 12 条 本サービスの提供を受ける
権利等利用契約上の権利を、当社の承
認なく、他に譲渡、貸与、質入れ等の
行為をすることはできません。
（非常事態時の利用の制限）
第 13 条 当社は、天災、事変その他
の非常事態が発生し、または発生する
おそれがあるときは、本サービスの全
部または一部を停止または中止する
措置をとることがあります。
２ 当社は前項に基づく本サービス
の停止または中止によって生じた契
約者の損害については一切責任を負
いません。
（契約申込）
第 14 条 当社所定のサービス利用申
込書（契約書）を提出することによっ
て申し込むものとします。
２ 契約の申込において、本人確認の
ための資料を提出していただくこと
があります。
（契約の成立）
第 15 条 当社がサービス利用の申込
を承諾した場合は、利用開始日を記載

した書面により通知します。利用契約
はこの利用開始日に成立します。
２ 当社は、次の場合にはサービス利
用の申込を承諾しないことがありま
す。
(1) 本サービスの申込をした者
が第 22 条（サービスの停止）
第１項各号のいずれかに該
当するとき
(2) 本サービスの申込をした者
が過去において、第 22 条（サ
ービスの停止）第１項各号の
いずれかに該当したとき
(3) 契約申込書に虚偽の事実を
記載したとき
(4) 前各号のほか、当社の業務遂
行上支障があるとき
３ 当社が申込を承諾しない場合に
は、当社は申込者に対しその旨を通知
します。
（サービス内容の変更）
第 16 条 契約者が、本サービス内容
の変更を希望する場合は、当社が別途
定める方法により変更を申込むもの
とします。
２ 前項の申込を承諾した場合は、当
社は契約者に対しその旨を通知しま
す。
３ 第１項の申込があった場合に、技
術的に困難であるなど当社の業務遂
行上支障があるときには申込を承諾
しないことがあります。この場合は契
約者に対し当社規定によりその旨を
通知します。
（契約者の名称等の変更）
第 17 条 契約者は、住所、電話番号、
その他、以下の各号に変更があったと
きは、そのことをすみやかに当社に届
け出るものとします。
(1) 名称又は氏名
(2) 住所又は居所
(3) 当社に届け出た請求書送付
先に関する事項
２ 前項の届け出があったときは、当
社はその届け出のあった事実を証明
する書類を提出していただくことが
あります。
（契約者の地位の承継）
第 18 条 契約者である法人が合併し
たとき、契約者はその旨をただちに当
社に書面で通知するものとし、当社は
その通知受領後 14 日以内に、当該承
継法人に書面により通知をして利用
契約を解除することができるものと
します。当社が解除しなかった場合、
承継した法人は利用契約に基づく一
切の債務を承継するものとします。
２ 契約者が個人である場合は、個人
が死亡したとき利用契約は終了しま
す。
（契約者が行う利用契約の解除）
第 19 条 契約者は、利用契約を解除
するときは、当社に対し解除の日の１

か月前までに解除の旨及び解除する
サービスなどを当社が別途定める書
面により通知するものとします。この
場合において、通知があった日から当
該通知において解除の日とされた日
までの期間が１か月未満であるとき
は、解除の効力は当該通知があった日
から１か月を経過する末日に生じる
ものとします。
（当社が行う利用契約の解除）
第 20 条 当社は、次に揚げる事由が
あるときは、利用契約を解除すること
ができるものとします。
(1) 第 22 条（サービスの停止）第１
項に基づき当社が本サービスの
提供を停止した場合、停止の日
から 14 日以内に停止の原因とな
った事由が解消されないとき
(2) 第 22 条（サービスの停止）第１
項各号のいずれかの事由があり、
本サービスの提供に著しく支障
を及ぼすおそれがあると認めら
れるとき
第４章 サービスの中止及びサービ
スの停止
（サービスの中止）
第 21 条 当社は、天災、事変、その
他の非常事態が発生し、もしくは発生
する虞がある場合、当社の設備の保守
を定期的にもしくは緊急に行う場合、
または障害等やむをえないときには、
本サービスの全部または一部を中止
することができるものとします。
２ 本サービスの提供を中止すると
きは、当社は契約者に対し、その旨を
通知します。ただし、緊急やむを得な
いときはこの限りではありません。
（サービスの停止）
第 22 条 当社は、契約者が次の各号
のいずれかに該当するときは、本サー
ビスの提供を停止することができる
ものとします。
(1) 利用契約上の債務を履行しな
かったとき
(2) 第 11 条（サービスの提供条件）
の規定に違反したとき
(3) 以下の態様において本サービ
スを利用したとき
(ア) 当社あるいは第三者の名誉、
信用、プライバシー等の人格的利益を
侵害する行為、またはそのおそれのあ
る行為
(イ) 当社あるいは第三者の著作権、
その他の知的財産権を侵害する行為、
またはそのおそれのある行為
(ウ) 当社あるいは第三者の法的保
護に値する一切の利益を侵害する行
為、またはそのおそれのある行為
(エ) 犯罪行為あるいは犯罪行為を
そそのかしたり容易にさせる行為、ま
たはそれらのおそれのある行為
(オ) 虚偽の情報を意図的に提供す
る行為、あるいはそのおそれのある行

為
(カ) 公職選挙法に違反する行為、ま
たはそのおそれのある行為
(キ) 当社の本サービスの提供を妨
害する行為、あるいはそのおそれのあ
る行為
(ク) 第三者の本サービスの利用に
支障を与える方法あるいは態様にお
いて本サービスを利用する行為、ある
いはそのおそれのある行為
(ケ) ID あるいはパスワードを不正
に使用する行為
(コ) コンピュータウィルス等他人の
業務を妨害するあるいはそのおそれ
のあるコンピュータ・プログラムを本
サービスを利用して使用したり、第三
者に提供する行為、あるいはそのおそ
れのある行為
(サ) 風俗営業等の規制及び適正化
に関する法律が規定する映像送信型
性風俗特殊営業、あるいはそれに類似
する行為
(シ) 無限連鎖講（ネズミ講）を開設
し、またはこれを勧誘する行為
(ス) その他、他人の法的利益を侵害
したり、公序良俗に反する方法あるい
は態様において本サービスを利用す
る行為
(4) その他、当社が不適切と判断
するとき
２ 当社は、前項の規定により本サー
ビスの提供を停止するときは、あらか
じめその理由、提供停止をする日及び
期間を契約者に通知します。ただし、
緊急やむを得ない場合は事後に通知
します。
第５章

料 金 等

（料金等）
第 23 条 本サービスの料金は、サー
ビス案内資料またはサービスサイト
ホームページ等の当社所定の料金表
に記載します。
（料金等の支払義務）
第 24 条 契約者は、前条(料金等)の
料金を支払う義務を負います。
２ 第 22 条（サービスの停止）の規
定により本サービスの提供が停止さ
れた場合であっても本サービスの料
金の算出については、当該サービスの
提供があったものとして取り扱いま
す。
３ 第 15 条（契約の成立）の規定に
より、当社が契約の承諾を取り消した
場合であっても、当社は利用申込者に
対して契約が成立した場合と同額の
損害金を請求します。損害金の請求の
手続は料金等の請求の手続と同様と
します。
（料金等の計算方法）
第 25 条 サービス料金については、
以下の各号の場合を除き、毎月、暦月
に従って計算する料金の額とします。
(1) 利用開始月の料金の額は、当該

月における本サービスを提供し
た期間に対応する月額料金の額
と初期料金の合計額から、月額
料金相当額を減額した額としま
す。
(2) 契約の解除(契約期間を経過す
る前に解除があった場合を除き
ます。)の日が暦月の末日以外の
場合であっても、当該月の料金
の額は、当該月の末日までの月
額料金の額とします。
２ 契約期間が経過する前に利用契
約が終了したとき、契約期間に対応す
る本サービスに係る料金の全額を、契
約解除の日から２週間以内に一括し
て支払うものとします。
（料金等の支払方法）
第 26 条 サービス契約者は、当社が
指定する期日、方法を記載した請求書
により料金を支払うものとします。
２ 契約者と、金融機関等の間で紛争
が発生した場合は、当該当事者双方で
解決するものとし、当社には一切の責
任がないものとします。
（割増金）
第 27 条 料金等の支払いを不法に免
れた契約者は、その免れた額に加え、
その免れた額と同額を割増金として
当社が指定する期日までに支払うこ
ととします。

第６章 データ等の取り扱い
（データ等の取り扱い）
第 32 条
３．禁止された利用を行った契約者お
よびユーザのデータは、同意なく削除
することがあります。また同時に利用
権は解除されます。
（データのバックアップ）
第 33 条 本サービスにおいて、当社
はサーバ設備の故障又は停止等の復
旧に対応するため、契約ディレクトリ
内のデータを複写及び保管すること
があります。
２ 複写及び保管するデータはサー
バ全体のものであり、契約ディレクト
リ内のデータや一部のデータなど、部
分的に復旧することはできません。
第７章

（サポート対象）
第 34 条 本サービスの利用に関する
問い合わせ、連絡等は、申込書（契約
書）に記載された方を通じて行うもの
とします。メーリング・リストのメン
バー、その他からの問い合わせ等は一
切お受けできません。ユーザおよび契
約者の責任にてサポートを行うもの
とします。
第８章

（延滞損害金）
第 28 条 契約者が、料金その他の債
務について支払い期日を経過しても
なお支払いがない場合、当該契約者は
支払い期日の翌日から支払いの日の
前日までの日数について、年 14.6%の
割合で計算して得た額を、延滞損害金
として当社が指定する期日までに支
払うこととします。
（割増金等の支払方法）
第 29 条 第 27 条（割増金）及び第 28
条（延滞損害金）の支払いについては、
当社が指定する方法により支払うも
のとします。
（消費税）
第 30 条 契約者が当社に対し本サー
ビスに係わる債務を支払う場合にお
いて、消費税法（平成６年法律第 109
号）及び同法に関する法令の規定によ
り当該支払いについて消費税及び地
方消費税が賦課されるものとされて
いるときは、契約者は当社に対し当該
債務を支払う際に、これに対する消費
税及び地方消費税相当額を併せて支
払うものとします。
（端数処理）
第 31 条
当社は料金その他の計算において、そ
の計算結果に１円未満の端数が生じ
た場合は、その端数を切り捨てます。

サポート対象

契約者情報の保護

（契約者情報の保護と開示）
第 35 条 当社は、契約者から得たサ
ービス申し込み情報、またはサービス
利用状況等の情報について、サービス
の円滑な運営、利用料金の請求並びに
契約者に対するサービスの向上、利用
促進を目的とした調査、企画等のため
に利用するものとし、その他の目的に
は一切利用しないものとします。
２ 契約者情報の開示については、本
サービスの運営に必要な場合を除き、
第三者に開示しないものとします。但
し、次に該当する場合には、この限り
ではないものとし、契約者はこれに同
意するものとします。
(1) 事前に契約者の同意が得られた
場合
(2) 法令により開示が求められた場
合
(3) サービスを提供する目的で、当
社からの委託を受けて業務を行
う会社が情報を必要とする場合
第９章

損害賠償

（責任の制限）
第 36 条 当社は本サービスを提供す
べき場合において、当社の責に帰すべ
き理由により、契約者に対し本サービ
スを提供できなかったときは、本サー
ビスを利用できないことを当社が知
った時刻から起算して連続して 72 時
間本サービスを利用できなかったと

き、または１料金月に合計 120 時間以
上本サービスが利用できなかったと
きに限り、契約者からの請求により、
その料金月における料金額を限度と
して損害の賠償をします。ただし、契
約者が当該請求をし得ることとなっ
た日から 2 か月を経過する日までに当
該請求をしなかったときは、契約者は
その権利を失うものとします。
（免 責）
第 37 条 本サービスにおける当社コ
ンピュータのデータが、滅失、毀損、
漏洩、その他本来の利用目的以外に使
用されたとしても、その結果発生する
直接あるいは間接の損害について、当
社はいかなる責任も負わないものと
します。
２ 本サービスの利用およびそれに
関連して生じた契約者または第三者
の損害（逸失利益及びクレーム、損害
賠償請求等に基づく損害を含みま
す。）に対して、当社はその原因の如
何によらず、一切の補償、賠償の責任
を負わないものとします。
第 10 章

雑

則

（管轄裁判所）
第 38 条 契約者と当社との間で本サ
ービスの利用に関連して紛争が生じ
た場合は、東京簡易裁判所または東京
地方裁判所を第一審の専属的合意管
轄裁判所とします。

