契約約款改正一覧
【新契約約款適用日】

平成 30 年 4 月 1 日

【改正内容】下表追加改正一覧に記載します。ただし一覧には条文の大幅な変更及び追加・削除個所について
記載しており、約款内の平仄の整理、平仮名・漢字の変換、文体の統一、条文項文の追加に対す
る条数項数の変更などは記載しておりませんので、添付の改正約款をご確認下さい。
【一覧表内説明】
・追加改正一覧において、「現行」欄に下線が引かれている該当部分は改正箇所を示しております。
・追加改正した内容は「改正」欄に赤字及び下線にて記します。
・改正部分以外は「(略)」と記載しております。
・追加した項目は、現行部・改正部に「(新設)」と記載しております。
追加改正一覧
改

正

第１条 （契約約款の適用）

現

行

第１条 （契約約款の適用）

（略）

（略）

２．当社は、本サービスを利用する際の通話や、CTI制御

２．当社は、本サービスを利用する際の通話や、CTI制御

に係わるインターネット通信のために必要となる通信回線

に係わるインターネット通信のために必要となる利用通

に関しては、各々のサービスを提供する電気通信事業者あ

信回線に関しては、各々のサービスを提供する電気通信

るいはブロードバンド事業者の契約約款に従うものとしま

事業者あるいはブロードバンド事業者の契約約款に従う

す。

ものとします。

第３条（用語の定義）

第３条（用語の定義）
（略）表内

（新設）
８

（略）表内
（新設）

取引時確認等 犯罪による収益の移転防止に関する法
律（以下「犯罪収益移転防止法」とい
う）4条に基づく取引時確認等

第４条（基本機能の提供）

第４条（基本機能の提供）

（略）

（略）

（２）利用契約者のコンタクトセンターに設置されたPCに

（２）利用契約者のコンタクトセンターに設置されたPC

以下のクライアントモジュールの中から必要なものを選択

に以下のクライアントモジュールの中から必要なものを

しインストールします。これらの最新モジュールの入手方

選択しインストールします。これらの最新モジュールの

法は、当社が別途指定するＵＲＬからダウンロードして行

入手方法は、当社のホームぺージからダウンロード願い

います。

ます。

・CT-e1 Suite（管理者用ツール）

・CT-e1 Suite（管理者用ツール）

・AgentBar（エージェント操作画面）

・Agent Panel（汎用エージェント操作画面）

・CT-e1 tools（CT-e1を使用する環境を構築するための

・CT-e1 salesforce

ツール）

Adapter（セールースフォー

スとCTI連携アダプタ）

※CT-e1 salesforce

Adapter部

削除

・CT-e1 tools（CT-e1を使用する環境を構築するための
ツール）

第５条（付加機能の提供）
当社が提供する付加機能は以下のとおりです。

第５条（付加機能の提供）
当社が提供する付加機能は以下のとおりです。本サービ

（１）通話録音配送サービス

スの付加機能については「CT-e1/SaaS機能説明書」を当

※通話録音保存領域の拡張サービスを削除

社ホームページに掲載しています。

※本サービスの付加機能については「CT-e1/SaaS機能説明

（１）通話録音保存領域の拡張

書」を当社ホームページに掲載しています。を削除

（２）通話録音情報配送サービス

第７条 （責任および保証の限定）

第７条 （責任および保証の限定）

（略）

（略）

３．利用契約者が、本サービスを利用中に、音声通信環境

３．利用契約者が、本サービスを利用中に音声通信環境

を変更しようとする場合には、変更の１ヶ月以上前に当社

を変更しようとする場合には、１ヶ月以上前に当社に対

に対し連絡し、動作確認を得るものとします。動作確認な

し連絡し、許可を得るものとします。許可なく行われた

く行われた通信環境の変更に起因するサービスの中断、停

通信環境の変更に起因するサービスの中断、停止に当社

止について当社は一切の責任を負いません。

は責任を負わないものとします。

（略）
第９条 （本契約の申込）

（略）
第９条 （利用契約の申込）

（略）
（新設）

（略）
（新設）

２．申込者は、当社名義の電話回線を連絡先の電話番号
として利用する場合、犯罪収益移転防止法に基づき当社
所定の様式にて取引時確認等のための確認書類を次の書
類とともに当社等に提出若しくは提示します。
（１）法人登記事項証明書原本（発行日より６ヶ月以内）
（２）法人印鑑登録証明書原本（発行日より６ヶ月以内）
（３）その他取引時確認等が可能な書類等の提示
第１０条（申込の不承諾）

第１０条（申込の不承諾）

当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合

当社等は次の各号のいずれかに該当すると判断した場合

には、本サービスの利用の申込みを承諾しない場合があ

には、本サービスの利用の申込みを承諾しない場合があ

ります。

ります。

（１）申込者が希望する本サービスの提供内容が、当社に
とって、技術上著しく困難なとき。

（１）申込者が希望されている本サービスの提供

内容

が、本サービスを提供する上で、技術上著しく困

（２）申込者が、第２１条（サービスの料金および初期導
入設定に関する費用）に定める料金その他の支払い
を怠り、または怠るおそれがあるとき。
（３）申込者が、その申込みにあたり虚偽の内容を記載し
た申込書を提出したとき。
（４）申込者が本約款に違反するおそれがあると判断した
とき。

難なとき。
（２）申込者が、本サービスに係る料金その他の 支払
いを怠り、または怠るおそれがあるとき。
（３）申込者が、その申込みにあたり虚偽の内容

を記

載した申込書を提出したとき。
（４）申込者が本約款に違反する恐れがあると判

断し

た場合。

（５）第９条２項による申込者の取引時確認等ができない

（５）その他、利用契約の締結が不適当と判断した場
合。

とき。

（略）

（略）
※（５）
（新設）

※（５）
（新設）
第１１条（契約の成立と利用開始日）

第１１条（契約の成立と利用開始日）

本契約は、本サービスの利用申込みに対して、当社がこ

利用契約は、本サービスの利用申込みに対して、当社等

れを承諾した時に成立するものとします。

がこれを承諾した時に成立するものとします。

２．本サービスの利用開始日は、当社が受領した申込書

２．本サービスの提供を開始する利用開始日は月の初

に追記する本稼働開始日の属する月の初日とします。ま

日とします。また、第１２条（申込書記載事項の変更）

た、本サービスの提供開始及び、第１２条（申込書記載事

により特定のサービスが追加された場合において、当該

項の変更）により特定のサービスが追加された場合におい

サービスを月の途中から提供する場合には当該利用月の

て、当該サービスを月の途中から提供する場合にも当該利

初日を利用開始日とします。

用月の初日を利用開始日とします。
第１２条（申込書記載事項の変更）

第１２条（申込書記載事項の変更）

（略）

（略）

４．利用契約者は、毎月末日付にて、特定のサービス品目

４. 利用契約者は、毎月末日付にて、特定のサービス品

のみの解約を請求することができます。この場合、利用契

目のみの解約を請求することができます。この場合、利

約者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契約変更

用契約者は、当社所定の書類に必要事項を記入して、契

の希望日の１ヶ月前までに当社等に提供するものとしま

約変更の希望日の１ヶ月前までに当社等に提供するもの

す。ただし、利用契約者が１つのサービス品目のみを利用

とします。ただし、利用契約者が１つのサービス品目の

している場合の解約は、第１９条の解約手続によることと

みを利用している場合は、サービス品目の解約を行うこ

します。

とが出来ません。

５．当社等は、第１０条（申込の不承諾）の規定に準じ、

５．当社等は、第１０条（申込の不承諾）の規定に準

利用契約者の本条に基づく追加・変更請求を承諾しないこ

じ、変更請求を承諾しない場合があります。この場合、

とがあります。この場合、当社等は、当該利用契約者に対

当社等は、当該利用契約者に対し当社の定める方法によ

し当社の定める方法によりその旨通知します。

りその旨通知します。

６．利用契約者は、サービス利用通信回線等に係る回線種

６．利用契約者はサービス利用通信回線等に係る回線種

別、終端の場所等に変更が生じISP事業者およびブロード

別、終端の場所等に変更が生じISP事業者およびブロード

バンド事業者等に対し契約変更の申込みを行う場合、その

バンド事業者等との契約変更の申込みを行う場合、その

内容について変更予定日の１ヶ月前までに当社等へ届け出

内容について事前 に当社等へ届け出るものとします。

るものとします。
７．当社等は、本条に定める提出または届出のあった事
７．当社等は、利用契約者から本条に定める変更等に必要

項を証明する書類を提示していただくことがあります。

な書類の提出がされた場合、変更届出等のあった事項を証
明する書類を提出していただくことがあります。

第１３条（利用契約者の名義の変更）

第１３条（利用契約者の名義の変更）

利用契約者がその本契約の名義を変更する場合には、当社

利用契約者がその利用契約の名義を変更する場合には、

所定の書面に、名義の変更を証明する書類を添えて、当社

当社所定の書面に、名義の変更を証明する書類を添え

等に届けていただきます。この際、第９条（本契約の申

て、当社等に届けていただきます。

込）第２項に規定する取引時確認等の手続きが必要となる

（略）

場合があります。
（略）
第１４条（利用契約者の地位の承継）

第１４条（利用契約者の地位の承継）

相続または法人の合併若しくは分割により、利用契約者

相続または法人の合併若しくは分割により利用契約者の

の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続

地位の継承があったときは、相続人または合併後存続す

する法人、合併若しくは分割により設立された法人若し

る法人、合併若しくは分割により設立された法人若しく

くは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面

は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面に

に、承継を証明する書類を添えて当社等に届け出るもの

これを証明する書類を添えて当社等に届けていただきま

とします。

す。
（略）

（略）

３．前項の規定による代表者の届出があるまでの間、当社

３．第２項の規定による代表者の届出があるまでの間、

等は、その地位を承継した者のうち１人を代表者として取

当社等は、その地位を継承した者のうち１人を代表者と

り扱います。

して取り扱います。

第１６条（当社が行う本サービス提供の停止）

第１６条（当社が行う本サービス提供の停止）

（略）

（略）

（３）第３１条（利用契約者の維持責任）
、第４３条（禁

（３）第３１条（利用契約者の維持責任）
、第４２条（機

止事項）
、第４４条（利用契約者の責任と義務）
、第４６条

密保持）
、第４３条（禁止事項）、第４４条（利用契約者

（著作権）の規定に違反したとき。

の責任と義務）
、第４６条（著作権）の規定に違反した場

※第４２条（機密保持）削除

合

（略）

（略）

２．当社は、利用契約者が本約款に定める料金その他の債

２．当社は、本約款に定める料金その他の債務につい

務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき

て、支払期日を経過してもなお支払わないときは、第２

は、第２０条（当社が行う利用契約の解除）の適用にかえ

０条（当社が行う利用契約の解除）の適用にかえて、そ

て、その料金その他の債務が支払われるまでの間、本サー

の料金その他の債務が支払われるまでの間、本サービス

ビスの利用を停止することがあります。

の利用を停止することがあります。

第２０条(当社が行う本契約の解除）

第２０条(当社が行う利用契約の解除）

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本契

当社等は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利

約を解除することができます。

用契約を解除することができるものとします。

（１）本約款の各条項を遵守せず、本契約に違反したと
き。

（１）第１６条（当社が行う本サービス提供の停止）の
規定により本サービスの利用を停止された利用契

（２）第１６条（当社が行う本サービス提供の停止）によ
り本サービスの提供を停止された利用契約者が、当
該停止期間内にその原因となった事由を解消しない
とき。

約者が、当該停止期間内にその原因となった事由
を解消しない場合
（２）第３４条（付加機能の停止）の規定により特定の
付加機能の利用を停止された利用契約者が、当該

（３）第３４条（付加機能の停止）により付加機能の提供
を停止された利用契約者が、当該制限期間内にその
原因となった事由を解消しないとき。

制限期間内にその原因となった事由を解消しない
場合
（３）当社、利用契約者のいずれの責めにも帰すること

（４）当社、利用契約者のいずれの責めにも帰することの

のできない事由によりSaaSサーバ設備、サービス

できない事由により、SaaSサーバ設備、サービス利

利用回線の変更を余儀なくされ、かつ当該設備、

用回線の変更を余儀なくされ、かつ当該設備、回線

回線の代替構築が困難な場合

の代替構築が困難なとき。
（５）利用契約者が本サービスを利用している建物、構築
物において、当該建物、構築物の利用権限にかかる
契約が解約されたとき。
（６）利用契約者に、支払停止、仮差押、差押、競売、破

（４）利用契約者が本サービスを利用している建物、構
築物において、建物、構築物に関する基本契約が
解約された場合
（５）利用契約者に仮差押、差押、競売、破産手続開
始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別

産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開

清算開始の申し立てがあった場合またはこれに類

始、特別清算開始の申し立てがあったとき、または

する事由が生じた場合

これに類する事由が生じたとき。
（７）その他前各号に準じるような本契約を継続し難い重
大な事由が発生したとき。
※（１）
（７）の新設
第６節

※（１）
（７）
（新設）
本サービスの料金等

第２１条（サービスの料金および初期導入設定に関する費
用）

第６節

料金等

第２１条（サービスの料金および初期導入設定に関する
費用）

当社が提供する本サービスに係わる料金（以下「利用料

当社が提供する本サービスに係わる料金は、別記料金表

金」という）は、別紙料金表第１（基本料金）
、料金表第

第１（基本料金）
、料金表第２（付加機能料金）および料

２（付加機能料金）および料金表第３（通話料金）に規定

金表第３（通話料金）に規定する料金とします。

する料金とします。

２．当社が提供する本サービスに係わる初期導入設定に

２．当社が提供する本サービスに係わる初期導入設定に関

関する費用は、別記料金表第４（初期導入設定に関する

する費用は、別紙料金表第４（初期導入設定に関する
費用）に規定する初期導入設定費とします。

費用）に規定する初期導入設定費とします。

第２２条（利用契約者の支払い義務）

第２２条（利用契約者の支払い義務）

利用契約者は、その契約内容に応じ、第２１条（サービ

利用契約者は、その契約内容に応じ、第２１条（サービ

スの料金および初期導入設定に関する費用）で規定する

スの料金および初期導入設定に関する費用）で規定する

利用料金等を当社等に支払う義務を負います。なお、第

料金等を当社等に支払う義務を負うものとします。な

１２条（申込書記載事項の変更）により、本契約の内容

お、第１２条（申込書記載事項の変更）の規定により利

が変更されたときは、利用契約者は変更後の契約内容に

用契約者の契約内容が変更されたときは、利用契約者は

応じ第２１条（サービスの料金および初期導入設定に関

変更後の契約内容に応じ第２１条（サービスの料金およ

する費用）で規定する利用料金等を当社等に支払う義務

び初期導入設定に関する費用）で規定する料金等を当社

を負います。

等に支払う義務を負うものとします。

２．サービスの料金等のうち、利用料金の支払い義務

２．サービスの料金等のうち、利用料金の支払い義務

は、第１１条（契約の成立と利用開始日）に規定する

は、第１１条（契約の成立と利用開始日）に規定す

利用開始日に発生するものとします。

る利用開始日に発生するものとします。

３．第１６条（当社が行う本サービス提供の停止）によ

３．第１６条（当社が行う本サービス提供の停止）の規

り、本サービスの提供が停止された場合における当該

定により、本サービスの提供が停止された場合にお

停止期間についても、利用契約者は利用料金を支払い

ける当該停止期間は、当該サービスが利用されてい

ます。

たものとし支払いを要します。

４．第１７条（当社が行う本サービス提供の休止）によ

４．第１７条（当社が行う本サービス提供の休止）の規

り、本サービスの提供が休止された場合における当該

定により、本サービスの提供が休止された場合にお

休止期間についても、利用契約者は利用料金を支払い

ける当該休止期間は、当該サービスが利用されてい

ます。

たものとし支払いを要します。

５．第１８条（本サービス利用の一時中断）
、第３６条

５．第１８条（本サービス利用の一時中断）
、第３６条

（付加機能の一時中断）により、本サービスの提供が

（付加機能の一時中断）の規定により、本サービス

一時中断された場合における当該一時中断期間につい

の提供が一時中断された場合における当該一時中断

ても、利用契約者は利用料金を支払います。

期間は、当該サービスが利用されていたものとし支
払いを要します。

６．本条第３項、第４項および第５項の規定のほか、次の
場合を除いて、本サービスを利用できなかった期間中

６．第３項、第４項および第５項の規定のほか、次の場

についても、利用契約者は利用料金を支払います。

合を除いて、本サービスを利用できなかった期間中
は、当該サービスが利用されていたものとし支払い

（表内）

を要します。

区分
１

利用契約者の責めによらない事由により本サービスを

（表内）

全く利用できない状態（当該サービスまたは付加機能

区別

に係るSaaSサーバ設備等に著しい支障が生じ、全く利

２

１

利用契約者の責めによらない事由によりその本サー

用できない状態と同程度の状態となる場合を含みま

ビスを全く利用できない状態（当該サービスまたは

す。以下本表において同じ。
）が生じた場合（本表２

付加機能に係るSaaSサーバ設備等に著しい支障が生

欄に該当する場合およびサービス利用回線に起因する

じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場

事象により全く利用できない状態になる場合を除きま

合を含みます。以下この表において同じとします。
）

す。
）にそのことを当社が知った時刻から起算して８

が生じた場合（２欄に該当する場合およびサービス

時間以上その状態が継続したとき。

利用回線に起因する事象により全く利用できない状

当社の故意または重大な過失により、本サービスまた

態になる場合を除きます。
）にそのことを当社が知っ

は付加機能を全く利用できない状態が連続２時間以上

た時刻から起算して８時間以上その状態が連続した

継続したとき。

とき。
（略）

８．当社が初期導入設定に着手した後、完了前に本契約が
解除等により終了したときは、終了時までに当社が初

２

当社の故意または重大な過失により、その本サービ
スまたは付加機能を全く利用できない状態が連続２
時間以上継続したとき。

期導入設定に要した費用については、利用契約者の負
担とします。この場合、利用契約者は、その費用の額
に消費税相当額を加算した額を当社に支払います。

（略）
８．利用契約者は、初期導入設定の着手後完了前に解除
等があったときは、解除等があったときまでに着手
した初期導入設定の部分について、その初期導入設
定に要した費用を負担していただきます。この場合
において、負担を要する費用の額は、その費用の額
に消費税相当額を加算した額とします。

第２３条（サービスの料金等の請求時期および支払期日
等）

第２３条（サービスの料金等の請求時期および支払期日
等）

当社等は、本契約成立後、利用料金等を、別紙料金通則

当社等は、利用契約成立後、サービスの料金等を、別記

に従い利用契約者に請求します。

料金通則の定めにより利用契約者に請求します。

２．前項の規定により利用料金等の請求を受けた利用契約

２．前項の規定によりサービスの料金等の請求を受けた

者は、別紙料金通則に従い当該サービスの料金等を支払う

利用契約者は、別記料金通則の定めにより、当該サービ

ものとします。

スの料金等を支払うものとします。

第２４条（本契約の終了に伴うサービスの料金等の精算方

第２４条（利用契約の終了に伴うサービスの料金等の精

法）

算方法）

第２０条（当社が行う本契約の解除）により、月の途中で

第２０条（当社が行う利用契約の解除）の規定により、

本契約が解除された場合でも、利用料金等は第２０条（当

月の途中で利用契約が解除された時は、サービスの料金

社が行う本契約の解除）に定める利用終了日の属する月の

等は第２０条（当社が行う利用契約の解除）に定める利

末日まで発生するものとします。

用終了日の属する月の末日まで発生するものとします。

第２６条（延滞利息）

第２６条（延滞利息）

利用契約者が、利用料金その他の債務（遅延利息を除きま

利用契約者は、料金その他の債務（遅延利息を除きま

す。
）について支払期日を経過しても支払いをしない場合

す。
）について支払期日を経過してもなお支払いがない場

には、支払期日の翌日から支払済みまでの日数について年

合には、支払い期日の翌日から支払いの日の前日までの

14.5％の割合（年当たりの割合は、閏年の日を含む期間に

日数について年14.5％の割合（年当たりの割合は、閏年

ついても、365日当たりの割合とします。
）で計算して得た

の日を含む期間についても、365日当たりの割合としま

額を延滞利息として、当社等が指定する期日までに支払っ

す。
）で計算して得た額を延滞利息として、当社等が指定

ていただきます。

する期日までに支払っていただきます。

第２７条（相殺）

第２７条（相殺）

利用契約者および当社等は、相手方より支払いを受けるべ

利用契約者および当社等は、相手方より支払いを受ける

き金銭債権を有するときは、相手方の自己に対する金銭債

べき金銭債権を有するときは、相手方の自己に対する金

権と対当額にて相殺することができるものとします。

銭債権と対等額にて相殺をすることができるものとしま

２．前項の相殺の都度、相殺する額の領収書を交換するこ

す。

ととします。ただし、これに代えて相手方に対して相殺額

２．前項の相殺の都度、相殺する額の領収書を交換する

の明細を書面で通知することでも足りるものとします。

こととします。ただし、これに代えて相手方に対して相
殺額の明細を書面で通知することによって相殺すること
ができるものとします。

第２８条（施設の設置および費用負担）

第２８条（施設の設置および費用負担）

（略）

（略）

２．当社施設内に利用契約者の所有設備を設置する場合、

２．当社施設内に利用契約者の所有設備を設置する場

利用契約者はその設置に要する費用を負担します。ただ

合、その設置に要する費用を利用契約者は負担するもの

し、設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に

とします。ただし、利用契約者は設置の際の使用機器、

従うものとします。

工法等については当社の指定に従うものとします。

３．利用契約者施設の設置工事を当社が行った場合、利用

３．利用契約者施設の設置工事を当社が行った場合に

契約者は当社に対し、その工事に要した費用を支払いま
す。なお、当該工事の保証期間は工事が完了した日より１

は、利用契約者は当社にその工事に要した費用を支払う
ものとします。ただし、当該工事の保証期間は工事が完
了した日より１年間とします。

年間とします。
４．利用契約者は、利用契約者の各種変更の希望により、
当社の承諾を得て当社施設および利用契約者施設に工事を
要する場合には、その費用を負担するものとします。

４．利用契約者は、利用契約者の各種変更の希望により
当社施設および利用契約者施設に工事を要する場合に
は、その費用を負担するものとします。

第２９条（施設の撤去および費用負担）

第２９条（施設の撤去および費用負担）

第１９条（利用契約者が行う本契約の解約）第１項および

第１９条（利用契約者が行う利用契約の解約）第１項お

第２０条（当社が行う本契約の解除）第１項、第２項によ

よび第２０条（当社が行う利用契約の解除）第１項、第

り本契約が終了したときは、当社は、当社施設内に利用契

２項の規定により利用契約が終了したときは、当社は当

約者の所有設備が設置されている場合にはこれらを撤去し

社施設内に設置されている利用契約者の所有設備がある

ます。利用契約者はその撤去費用を負担するものとしま

場合には撤去します。なお、利用契約者はその撤去費用

す。また、撤去に伴い引き込み線も併せて撤去する場合、

を負担するものとします。また、撤去に伴い引き込み線

利用契約者はその撤去費用を負担するものとします。

も併せて撤去する場合、利用契約者はその撤去費用を負
担するものとします。

第３３条（付加機能利用の申込）
（略）

第３３条（付加機能利用の申込）
（略）

２．利用契約者は、第４条（基本機能の提供）に規定する

２．利用契約者は、基本機能を申込むことなく付加機能

基本機能を申込むことなく付加機能を申込むことはできま

を申込むことはできません。

せん。

３．当社等は、第１０条（申込の承諾）の規定に準じ、

３．当社は、第１０条（申込の承諾）に準じ、第１項の申

第１項の申込を承諾しない場合があります。この場合、

込を承諾しないことがあります。この場合、利用契約者に

当社等は、当該利用契約者に対し当社の定める方法によ

対し、当社の定める方法によりその旨通知します。

りその旨通知します。

（略）
第４０条（利用契約者に係る情報の利用）

（略）
第４０条（利用契約者に係る情報の利用）

（略）

（略）

（１）利用契約者からの問合せ対応、当社サービスの利用

（１）利用契約者からの問合せの対応、当社サービスの

に関する手続案内、または利用契約者に対するサービス利

利用に関する手続きの案内、または情報の提供の利用契

用に係る情報の提供業務

約者に対する取扱い業務
（略）

（略）

２．前項に定める他、同プライバシーポリシーに定めると

２．第１項に定める他、同プライバシーポリシーに定め

ころにより、当社が別に定める共同利用者（販売代理店含

るところにより、当社が別に定める共同利用者（販売代

む。
）と共同利用（個人情報の保護に関する法律（平成１

理店含む。
）と共同利用（個人情報の保護に関する法律

５年５月３０日法律５７号。以下同じとします。
）第２３

（平成１５年５月３０日法律５７号。以下同じとしま

条第５項各号に定めるものをいいます。
）を行う場合にお

す。
）第２３条第４項に定めるものをいいます。
）を行う

いては、利用契約者の情報を前項第１号から第６号（第１

場合においては、利用契約者の情報を第１項第１号から

号については、当社を共同利用者に読み替えて適用するも

第６号（第１号については、当社を共同利用者に読み替

のとします。
）に定める目的の遂行に必要な範囲におい

えて適用するものとします。
）に定める目的の遂行に必要

て、利用することとします。

な範囲において、利用することとします。

３．前項の場合において、当社の統括情報資産管理責任者

３．第２項の場合において、当社の統括情報資産管理責

は、利用契約者に係わる情報について責任を有するものと

任者は。利用契約者に係わる情報について責任を有する

します。

ものとします。

４．利用契約者は、本条第１項から第３項に定めるところ

４．利用契約者は、第１項から第３項に定めるところに

により、当社が利用契約者に係わる情報を利用することに

より当社が利用契約者に係わる情報を利用することに同

同意するものとします。

意するものとします。

(注) プライバシーポリシーとは、総務省の定める「電

(注) プライバシーポリシーとは、総務省の定める「電

気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン

気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン

（平成29年4月18日総務省告示第152号）
」第14条に定める

（平成16年8月31日総務省告示第695号）
」第12条に定める

ところにより、当社が定める「個人情報保護方針」
（当社

ところにより、当社が定める「個人情報保護基本方針」

ホームページに掲載）をいいます。

（当社ホームページに掲載）をいいます。

第４１条（通信の秘密）

第４１条（通信の秘密）

当社等は利用契約者の通信の秘密を守ります。

当社は利用契約者の通信の秘密を守ります。

２．ただし、当社等は、法の定めに基づく強制処分が行

２．但し、当社等は、法の定めに基づく強制の処分が行

われた場合には、当該法令および令状の定める範囲で前

われた場合には、当該法令および令状の定める範囲で前

項の守秘義務を負わないものとします。

項の守秘義務を負わないものとします。

（略）
第４２条（機密保持）

（略）
第４２条（機密保持）

（略）

（略）

２．ただし、当社等は、法の定めに基づく強制処分が行わ

２．但し、当社等は、法の定めに基づく強制の処分が行

れた場合には、当該法令および令状の定める範囲で前項の

われた場合には、当該法令および令状の定める範囲で前

守秘義務を負わないものとします。

項の守秘義務を負わないものとします。

（略）

（略）

４．当社は、第４１条（通信の秘密）第１項及び本条第１

４．当社は、第１項の規定にかかわらず、当社と機密保

項の規定にかかわらず、当社と機密保持条項を含む業務委

持条項を含む業務委託請負契約を締結した外部委託業者

託請負契約を締結した外部委託業者に、当社が業務上必要

に、当社が業務上必要な利用契約者の情報を提供するこ

な利用契約者の情報を提供することがあります。

とがあります。

第４４条（利用契約者の責任と義務）

第４４条（利用契約者の責任と義務）

利用契約者は、本約款の各条項を遵守する義務を負いま

利用契約者は本約款に定められた各事項を遵守する義務

す。

を負うこととします。

２．利用契約者は、本サービスの利用者に対して、本約款

２．利用契約者は本サービスの利用者に対して、本約款

の各条項を遵守させる義務を負います。

に定められた各事項を遵守させる義務を負うこととしま

３．利用契約者は、本サービスを利用して当社所有の機器

す。

に保存、蓄積した情報に関し、全責任を負います。当社所

３．利用契約者は本サービスを利用して、当社所有の機

有の機器に保存、蓄積した情報に起因する著作権やその他

器に保存、蓄積した情報に関して全責任を負うものとす

の事項に関する紛争が第三者との間に生じた場合、利用契

る。当社所有の機器に保存、蓄積した情報に起因する著

約者は自己の責任と負担においてこれを解決するものとし

作権やその他の事項に関する紛争が第三者との間に生じ

ます。

た場合、利用契約者は自己の責任と負担において解決す
るものとします。

第４７条（損害賠償の免責および特約事項）

第４７条（損害賠償の免責および特約事項）

当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責

当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の

めに帰すべき事由によりその提供をしなかったときは、そ

責めに帰すべき事由によりその提供をしなかったとき

の本サービスが全く利用できない状態（当該契約に係る

は、その本サービスが全く利用できない状態（当該契約

SaaSサーバ設備による通信に著しい支障が生じ、全く利

に係るSaaSサーバ設備による通信に著しい支障が生じ、

用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以

全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含み

下この条において同じとします。
）にあることを当社が知

ます。以下この条において同じとします。
）にあることを

った時刻から起算して、第２２条（利用料金の支払い義

当社が知った時刻から起算して、第２２条（利用料金の

務）第６項の表１欄および２欄に規定する時間以上その状

支払い義務）第６項の表１欄および２欄に規定する時間

態が継続したときに限り、当該利用契約者の損害を本条第

以上その状態が連続したときに限り、当該利用契約者の

２項、第３項の規定に従い賠償します。

損害を賠償します。

ただし、サービス利用回線に起因する事象により本サービ

ただし、サービス利用回線に起因する事象により本サー

スが全く利用できない状態となった場合は、この限りでは

ビスが全く利用できない状態となる場合は、この限りで

ありません。

はありません。

２．第２２条（利用料金の支払い義務）第６項の表１欄の

２．第２２条（利用料金の支払い義務）第６項の表１欄

場合において、当社は本サービスが全く利用できない状態

の場合において、当社は本サービスが全く利用できない

にあることを当社が知った時刻以後のその状態が継続した

状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連

時間（２４時間の倍数である部分に限ります。
）につい

続した時間（２４時間の倍数である部分に限ります。
）に

て、２４時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する当

ついて、２４時間ごとに日数を計算し、その日数に対応

該本サービスに係る月額料金を発生した損害とみなし、そ

する当該本サービスに係る月額料金を発生した損害とみ

の額に限って賠償します。なお、本サービスの提供を受け

なし、その額に限って賠償します。なお、本サービスの

ることができなくなる以前の１２ヶ月間に利用契約者が実

提供をうけることができなくなる以前の１２ヶ月間に利

際に当社等に支払った金額を損害賠償額の上限とします。

用契約者が実際に当社等に支払った金額を損害賠償額の
上限とします。

（略）

（略）

６．利用契約者が、本サービスの利用に起因して損害（イ

６．利用契約者が本サービスの利用に起因して損害（イ

ンターネット回線に起因する遅延により生じた損害、情報

ンターネット回線に起因する遅延により生じた損害、情

等が破損もしくは滅失したことによる損害、または利用契

報等が破損もしくは滅失したことによる損害、または利

約者が本サービスから得た情報等に起因する損害を含むが

用契約者が本サービスから得た情報等に起因する損害を

それらに限定されません。
）を負うことがあっても、当社

含むがそれらに限定されません。
）を負うことがあって

は、その原因の如何を問わず、本条で規定する責任以外の

も、当社は、その原因の如何を問わず、本条で規定する

責任を負いません。

責任をすべての責任とします。

７．当社は、第１６条（当社が行うサービス提供の停止）

７．当社は、第１６条（当社が行うサービス提供の停

から第１８条（本サービスの利用の一時中断）まで、第３

止）及至第１８条（本サービスの利用の一時中断）
、第３

４条（付加機能の停止）から第３６条（付加機能の一時中

４条（付加機能の停止）及至第３６条（付加機能の一時

断）まで、第３８条（付加機能の廃止）
、および第４８条

中断）
、第３８条（付加機能の廃止）
、第４８条（本サー

（本サービスの廃止）により、本サービスの提供を停止、

ビスの廃止）の規定により、本サービスの提供を停止、

休止、一時中断、廃止したことによって、利用契約者が損

休止、一時中断、廃止したことによって、利用契約者が

害を被った場合であっても、一切の責任を負わないものと

損害を被った場合、当社は一切責任を負わないものとし

します。

ます。

８．利用契約者が、本サービスの利用により第三者に損害

８．利用契約者が本サービスの利用により第三者に損害

を与えた場合、利用契約者は自己の責任と費用において解

を与えた場合、利用契約者は自己の責任と費用において

決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとしま

解決するものとします。当社は一切の責任を負わないも

す。

のとします。

９．利用契約者が、第４３条（禁止事項）
、第４４条（利

９．利用契約者が第４２条（機密保持）
、第４３条（禁止

用契約者の責任と義務）
、第４６条（著作権）について過

事項）
、第４４条（利用契約者の責任と義務）
、第４６条

失、不正、違法な行為を犯し、当社に損害を与えた場合、

（著作権）について過失、不正、違法な行為を犯し、当

当社は、利用契約者に対し相応の損害賠償の請求を行うこ

社に損害を与えた場合には、利用契約者に対し相応の損

とができるものとします。

害賠償の請求を行うことができるものとします。

１０．第１９条（利用契約者が行う本契約の解約）および

１０．第１９条（利用契約者が行う利用契約の解約）お

第２０条（当社が行う本契約の解除）により契約が解除さ

よび第２０条（当社が行う利用契約の解除）の規定によ

れたことにより、当社が損害を被った場合、当社は、利用

り契約が解除されたことにより、当社が損害を被った場

契約者に対し、相応の損害賠償を請求することができるも

合には、利用契約者に対し相応の損害賠償を請求するこ

のとします。ただし、当社の責めに帰す事由による場合は

とができるものとします。ただし、当社の責めに帰す事

この限りではありません。

由による場合はこの限りではないものとします。

（略）

（略）

（新設）

（新設）

第５０条（反社会的勢力の排除）

第５０条（反社会的勢力の排除）

当社及び利用契約者は、相手方に対し、本契約の成立を
もって自己及び自己の役員等が、現在、以下の各号のい
ずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって

も該当しないことを確約します。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的な違法行為
等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える
者
(6)社会運動若しくは政治活動を仮装し、又は標榜して、
不正な利益を求めて暴力的な違法行為等を行うおそれが
あり、市民生活の安全に脅威を与える者
(7)前各号に掲げる者のほか、暴力団との関係を背景に、
その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有
し、構造的な不正の中核となっている集団又は個人
(8)その他前各号に準ずる者
２．当社及び利用契約者は、相手方に対し、自ら又は第
三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないこ
とを確約します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる
行為
(4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の
信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為(5)その
他前各号に準ずる行為
３．当社及び利用契約者は、相手方が前各項の確約に反
し、又は反していると合理的に疑われる場合、催告その
他何らの手続きを要することなく、直ちに相手方との取
引の全部又は一部を停止し、又は相手方との契約の全部
又は一部を解約することができるものとします。なお、
甲及び乙は、かかる合理的な疑いの内容及び根拠に関
し、相手方に対して何ら説明し又は開示する義務を負わ
ないものとし、取引の停止又は契約の解約に起因し又は
関連して相手方に損害等が生じた場合であっても、何ら
責任を負うものではないことを確認します。
４．当社及び利用契約者は、自己（自己の役員等を含
む。
）が第１項又は第２項の確約に反したことにより相手
方が損害等を被った場合、相手方に生じた当該損害等を
賠償する義務を負うことを確約します。

別紙

別記

料金通則

料金通則

（料金の計算方法）

（料金の計算方法）
（略）

２

当社等は、当社等の業務の遂行上やむを得ない

場合は、前項の起算日を変更することがあります。

（略）
２

当社等は、当社等の業務上の遂行上やむを得な

い場合は、前項の起算日を変更することがありま
す。

（消費税相当額の加算）
５

第２１条（サービスの料金および初期導入設定

（消費税相当額の加算）
５

第２１条（サービスの料金および初期導入設

に関する費用）および第２２条（利用契約者の支払

定に関する費用）および第２２条（利用契約者の

い義務）の規定その他本約款の規定により料金表に

支払い義務）の規定その他本約款の規定により料

定める料金の支払いを要するものとされている額

金表に定める料金の支払いを要するものとされて

は、別記料金表に定める額（税抜価額（消費税相当

いる額は、別記料金表に定める額（税抜価額（消

額を加算しない額をいいます。以下同じとしま

費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じ

す。
）とします。）に基づき計算された額に消費税を

とします。
）とします。）に基づき計算された額に

加算した額とします。ただし、通話料金（外国との

消費税を加算した額とします。ただし、通話料金

通信に係るものに限ります。）に係るものについて

（外国との通信に係るものに限ります。）に係るも

は、この限りでありません。

のについては、この限りでありません。

※通話料金表を削除したため、当該関連箇所を削除

この場合において、当社は消費税法第６３条
の２ に定めるところにより、必要に応じて税込価
額（税抜価額に消費税を加算した額をいいます。
以下同じとします。）を併記します。
（注１）当社は、税抜価額を併記する場合、括弧
内にその額を記載します。
（注２）料金表に定める税込額（消費税相当額を加
算した額をいいます。以下同じとします。
）に基づ
き計算された額は、支払いを要する額と異なる場合
があります。

料金表
第１
１

料金表
基本料金

第１

適用

１

基本料金
適用

（略）
※区分内容表内

（略）
※区分内容表内

基本料金は、外線ライセンス、シートライセンス、

基本料金は、外線ライセンス、シートライセン

管理機能ライセンス、追加ユーザーライセンスの４

ス、管理ライセンス、ユーザーライセンスの４つ

つのライセンス料からなり、利用契約者の請求に従

のライセンス料からなり、利用契約者の請求に従

いライセンスを提供し、そのライセンスの合計が適

いライセンスを提供し、そのライセンスの合計が

用されます。なお１シートライセンスに１ユーザー

適用されます。なお１シートライセンスに１ユー

ライセンスが含まれます。

ザーライセンスが含まれます。

加えて１シートライセンスあたり8時間分の通話録音

加えて１シートライセンスあたり8時間分の通話録

が可能です。

音が可能です。

２

２

料金額

（１） ライセンス料

表内

料金額

（１） ライセンス料

管理機能ライセンス

管理ライセンス

追加ユーザーライセンス

ユーザーライセンス

第２

第２

付加機能料金

（１） 付加機能ライセンス料

表内

付加機能料金

（１） 付加機能ライセンス料

※通話録音保存領域の拡大サービスの削除

１

通話料金

（略）
第３

通話料金の適用

表内

通話録音保存領域の拡大

（略）
第３

表内

１

通話料金
通話料金の適用

本サービスの利用料金以外に、使用する外線

本サービスの利用料金以外に、使用する外線

ライセンスに対応した通話料金が必要となりま

ライセンスに対応した通話料金が必要となりま

す。また通話に係る付加サービスを利用する場

す。当社が提供するフュージョン・コミュニケ

合も別途料金が必要となります。

ーションズ株式会社の IP-Phone サービスを使

通話料金及び付加サービス利用料金は各々のキ

用した場合の通話料金は次のとおりです。また、

ャリアによって設定されております。

それ以外のキャリアサービスを使用する場合は

※２料金額以下削除

各々のキャリアによって設定された通話料金が
別途必要となります。

２

料金額
（略）

第４

初期導入設定に関する費用
（略）

第４

初期導入設定に関する費用
（略）

※料金表内単位の訂正

※料金表内単位の訂正

外線ライセンス５、シートライセンス６、

外線ライセンス５、シートライセンス

管理機能ライセンス１の範囲

６、管理ライセンス１の範囲
以上

