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ＡＧＡＶＥ利用規約 

利⽤規約 
第１条 総則 

１ この利用規約（以下「本規約」といいます）は、サークレイス株式会社（以下

「当社」 といいます。）が提供する海外駐在員管理システム「ＡＧＡＶＥ」（以

下「本サービス」といいます。）を利用する利用者（以下「利用者」といいま

す。）が遵守すべき事項及び利用者と当社との関係を定めるものです。 

２ 利用者は、当社と利用者との間で締結したＡＧＡＶＥの利用契約（以下「利用契

約」といいます。）に基づき、本規約の内容を十分理解した上でその内容を遵守す

ることに同意して本サービスを利用するものとし、本サービスの利用によって、当

該利用者は本規約の内容を承諾したものとみなします。 

３ 本サービスの利用にあたっては、利用者は、いずれも、消費者契約法第２条第２

項にいう事業者であるものとします。 

４ 本サービス上に利用ガイドラインやその他の規程が存在する場合、それらの規程

も 本利用規約の一部を構成するものとします。 

５ 本規約は、当社及び利用者に適用され、また、利用者が利用契約に基づき自己の

責任をもって本サービスを使用させる従業員等のすべての者に適用されます。 

６ 本サービスの利用には、利用者が自身の責任で準備するべき一定のハードウェア

及びソフトウェアが必要となる場合があります。 

 

第２条 定義 

本規約の中で使用される各用語は、それぞれ以下の意味を有するものとします。 

「利用契約」：当社と利用者との間で締結された御見積書兼注文書等による本サー

ビスに関する契約をいいます。 

「利用者」：当社との利用契約の当事者である者及び利用契約に基づき利用登録手

続をおこなった者をいいます。 

「利用料」：本サービスを利用するにあたり、利用者が当社に支払うべき料金をい

います。 

「利用登録手続」：本サービスの利用を開始するにあたり、利用者が当社に対して

書面又は本サービス上で行う、一切の手続きをいいます。 

「登録情報」：利用登録手続で入力・提供された一切の情報をいいます。 

「第三利用者」：利用者が第 10 条に基づく本サービスの提供者となる場合に、利用

者との利用契約に基づき本サービスの提供を受ける者をいいます。 

「個人情報」：住所・氏名・電子メールアドレス等特定の個人を識別できる情報を

いいます。 

「秘密情報」：利用契約又は本サービスに関連して、受領者が、開示者より書面、

口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、開示

者の技術、開発、製品、営業、業務、財務、組織、計画、ノウハウその他の公開

を予定していない事項に関する一切の情報をいいます。 

「開示者」：本サービスを通じて秘密情報を提供した利用者、当社又は第三利用者

をいいます。 

「受領者」：開示者から秘密情報の開示を受けた者をいいます。 
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「電子的通知」： 本サービスをご利用になる場合、又は、当社にＥメール、テキス

トメッセージ(ＳＭＳ)、いずれかのデバイスからその他のコミュニケ―ションを

送信される場合は、利用者は当社と電子的にコミュニケーションをとっているこ

とになります。 利用者は、当社から電子的な方法で連絡を受けることに同意する

ものとします。当社から利用者へのご連絡は、Ｅメール、テキストメッセージ(Ｓ

ＭＳ)、アプリ内プッシュ通知又は本サービス上にお知らせ、メッセージを掲載す

る方法及びその他様々な方法で電子的に行うこととします。 

「サブスクリプション」：当社と利用者との間において、本サービスを一定期間、

利用契約に定める利用料にて使用できる契約内容をいいます。 

「基本機能」：有料オプションサービス機能を除いた本サービスの基幹となる機能

をいいます。 

「有料オプションサービス」：基本機能に付随して、利用者が任意で申込むことが

できる当社の追加のサービス機能をいいます。 

「ＩＤ」：利用契約に基づき、ライセンス数に応じて当社より利用者に対して発行

されるＩＤをいいます。 

「パスワード」：ＩＤを使用するために設定いただくパスワードをいいます。 

「第三者」：本サービスをご利用いただくにあたり、当社と契約を締結した利用者

以外のすべての者をいいます。 

「知的財産権」：特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及び著作者人格権

を含む、本サービスに関連する権利の総称をいいます。 

 

第３条 利用契約及び利用登録 

１ 利用契約及び利用登録手続を行うことができる者は、利用者となる本人（法人の

場合には対外的な契約権限を有する者）に限るものとし、代理人による利用登録は

認められないものとします。 

２ 利用者は、利用契約の情報及び登録情報の全てが真実であることを保証するもの

とします。 

３ 登録情報全てにつき、その内容の正確性・真実性・最新性等一切について、利用

者自らが責任を負うものとします。 

４ 登録情報に変更がある場合、利用者は、速やかに登録情報を変更するものとしま

す。なお、変更手続きの不備による利用者の損害については、当社は一切の責任を

負いません。 

５ 利用者として登録できる資格・条件は以下の通りです。 

（１）電子メールアドレスを保有していること。 

（２）既に本サービスの利用者となっていないこと。但し、当社が別に認めたものを

除きます。 

（３）本規約の全ての条項に同意すること。 

（４）過去、現在又は将来にわたって、暴力団等の反社会的勢力に所属せず、これら

のものと関係を有しないこと、かつ、自己の主要な出資者又は役職員が反社会的

勢力の構成員でないこと。 

６ 当社は、利用登録手続を行った個人又は法人が以下の各号のいずれかに該当する

場合、利用者として登録すること及び本サービスを利用することを承諾しない場合

があります。また、承諾・登録後であっても、利用者について以下の各号のいずれ

かに該当する事実が判明した場合には、利用資格を取り消したり、一時的に停止し

たり、利用資格に伴う権利自体を取り消したり、又は、将来にわたって本サービス

のご利用をお断りする場合があります。 
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（１）不実又は誤認を与える内容にて利用契約及び利用登録の申込みが行われた場

合。 

（２）利用者が、過去に当社が提供する各サービス等において契約上の義務を怠った

ことがある場合。 

（３）法令又は本規約に違反した場合。 

（４）第１９条に定める禁止行為を過去に行い、又は将来行うおそれがあると認めら

れる場合。 

（５）不正行為があった場合。 

（６）利用資格を満たしていないことが明らかになり、又は満たさなくなった場合。 

（７）他の利用者や第三者とのトラブルが、故意・過失を問わず、当社一定水準を超

えた場合。 

（８）他の利用者や第三者から受ける苦情が、故意・過失を問わず、当社一定水準を

超えた場合。 

（９）その他、当社が、業務の遂行上著しい支障があると判断した場合。 

７ 登録情報及び本サービスの利用において当社が知り得た利用者の情報について

は、別途定める「個人情報保護方針」に従って取り扱われるものとし、利用者はこ

れに同意するものとします。 

 

第４条 ＩＤ・パスワードの管理 

１ 利用者は、登録したＩＤ及びパスワードについて、自己の責任の下で適切に管理

し、ＩＤ及びパスワードの盗用を防止する措置を自ら講じるものとします。 

２ 利用者は、パスワード及びＩＤを第三者に自己の利益を得る目的又は対価を得る

目的で、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。また、契

約当事者である利用者の承諾のもと、当社に対して第三者の情報を書面により通知

しない限り、会社法上の親会社、子会社を除き、第三者は本サービス及びＩＤ並び

にパスワードを無償であっても使用できません。 

３ パスワード又はＩＤの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の

責任は利用者が負うものとし、第三者との紛争についても、当社は一切の責任を負

いません。 

４ 利用者は、パスワード又はＩＤが盗まれた場合、第三者に使用されていることが

判明した場合等、自己の権利が侵害されていると疑う状況を発見したときは、直ち

にその旨を当社に通知するとともに、合理的な範囲で当社からの指示に従うものと

します。 

５ 当社が、利用者のパスワード又はＩＤが盗用されている可能性があると判断した

ときは、利用者に対して速やかに通知を行うものとします。 

６ 前項の通知が遅れたことにより、本サービスにおける利用者の権利が害され、又

は損害が生じた場合にも、当社は一切の責任を負いません。 

 

第５条 本サイトの利用料及び当社サービスの報酬 

１ 本サービスには、全ての利用者に提供される基本機能と利用者の個別の申込によ

って選択する有料オプションサービスがあり、いずれも有料のサービスとなりま

す。本サービス及び有料オプションサービスの利用料は、利用契約によって定める

ものとします。 

２ 前項の規定に関わらず、利用者が利用契約のＩＤ数より多くのＩＤを使用してい

ることが判明したときは、超過分のＩＤ数についても利用料を支払わなければいけ

ません。 
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３ 利用料の支払いについては、本サービスの利用契約に定めるところによります。

また、支払いは銀行振込による方法になります。 

４ 当社と利用者との間で、本サービスについて特別の報酬を定めた場合には、これ

に従うものとします。この報酬には、利用者の過失により生じた保守業務の作業料

が含まれることがあります。 

５ 前項に基づき当社に支払われた金額は、事情の如何を問わず、一切返金されませ

ん。 

 

第６条 契約の更新等 

利用契約は、契約期間満了の６０日前までに、書面による方法により利用者又は

当社から契約を更新しない旨の意思表示がなされない場合には、１年間自動で更新

されるものとし、以後も同様とします。 

２ 利用契約期間中の利用料の改定は行わないものとします。なお、前項に基づく契

約更新にあたり利用料の改定を行う場合には、契約期間満了の６０日前までに当社

から利用者に対して改定後の利用料金額についての通知を行うものとし、当該通知

内容につき利用者が承諾のうえ契約更新を希望する場合に限り、当社と利用者は、

新たな利用契約（利用料に関する覚書等も含みます。）を締結するものとします。

但し、新たな利用契約が締結されないときは、前項の定めにかかわらず、契約期間

の満了をもって利用契約は終了するものとします。 

 

第７条 中途解約 

１ 利用者は、利用契約の残存期間に関わらず、解約を希望する６０日以上前までに

当社に対して解約の申込を行うことによって、利用契約を解除することができま

す。 

２ 前項に基づき利用者が中途解約をした場合においても、すでに支払済の利用料金

については、いかなる理由においても一切返金致しません。 

 

第８条 情報の保存 

１ 利用者は、自己に必要な情報については、バックアップ等を行い、その情報を管

理するものとし、当社の責によらないデータの毀損、損失、紛失、削除等について

は、当社は一切の責任を負わないものとします。 

２ 利用契約の解約又は解除及びライセンス数又はオプションサービスの変更によっ

て、一度、利用権限を失ったデータについては、再度、申込を行った場合にも、過

去のデータの復元を保証致しません。 

３ 当社は、利用者が送受信したメッセージその他の情報を運営上一定期間保存する

ことができるものとします。この場合であっても、当社はかかる情報を保存する義

務を負うものではなく、当社はいつでもこれらの情報を削除できるものとします。

なお、当社は本条に基づき当社が行った措置に基づき利用者に生じた損害について

一切の責任を負いません。 

４ 当社は、利用者との利用契約が終了するときは、契約終了後に全ての利用者デー

タを削除します。また、利用期間中の利用者情報に関するお問い合わせ等もお受け

しておりません。 

 

第９条 コンテンツ及びダウンロードについての注意事項 

１ 当社は、本サービス又は当社サービスを通じて提供される一切のコンテンツ（画

像、テキスト、プログラム、当社サービスの説明、当社サービスに係る成果物の一
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切等を含みますが、これらに限定されません。以下「コンテンツ」といいます。以

下同様とします。）について、それらの内容、品質、信憑性、適法性、正確性、有

用性、第三者の知的財産権の非侵害等の確認及び保証を行わないとともに、その瑕

疵に関して一切の責任を負いません。 

２ 利用者は、本サービスの利用開始に際し又は本サービスの利用中に、本サービス

から資料をダウンロードし、若しくはソフトウェア等を利用者のコンピューター等

にインストールする場合には、利用者が保有する情報の消滅、改変若しくは機器の

故障、損傷等が生じないよう十分な注意を払うものとし、当社は利用者に発生した

かかる損害について一切責任を負わないものとします。 

 

第１０条 当社サービスに関する知的財産権 

 本サービスに関する一切の知的財産権は、当社又は本サービスの提供者の専有財

産です。利用者は、コンテンツの全部又は一部について、リバースエンジニアリン

グ、逆コンパイル、逆アセンブル、翻訳、コピー、複製、展示、公表、二次的著作

物の作成、譲渡、売却、賃貸、レンタル、ライセンス、サブライセンス又は担保権

の設定をすることはできないものとします。当社は、利用者が本規約に従うことを

条件として、利用者に対し、利用者の内部業務のためにのみコンテンツを利用する

ことを許可します（限定的かつ非独占的、譲渡不可能で終了可能なものとしま

す。）。本規約において利用者に対し許諾される権利は、明示又は黙示を問わず、

本サービス及び本サービス付随し提供するサービスに含まれるいかなる権利、所有

権、又は知的財産権を利用者に移転させるものではありません。 

 

第１１条 新サービスの提供 

 当社は、本サービスにおける基本機能及び有料オプションサービスについて、新

たなサービスの提供を開始する場合があります。 

２ 新たに提供されるサービスにおいて、基本機能の拡充である場合には、利用者か

らの申込の有無にかかわらず新サービスのリリースのときより自動的に追加されま

す。有料オプションサービスについては、申込開始日より利用者からの申込をもっ

てサービスの提供が行われます。 

 

第１２条 周知及び広告 

 本サービスを有効にご利用いただくために、新サービスの提供、バージョンアッ

プ、一部機能の仕様変更等の際に、周知を目的とする案内や広告等を本サービス上

で掲載する場合があります。 

２ 前項の場合のほか、本サービスに付随して提供されるアプリケーションサービ

ス、その他、提携企業からのサービス紹介等を掲載する場合があります。 

３ 前二項の案内及び広告について、当社は、本サービス上で案内を行うほか、利用

者に電子メールをお送りする方法、本サービス上にリンク（URL による案内）を表

示させる方法等、必要に応じた案内を行う権利を有し、利用者はこれを承諾しま

す。 

 

第１３条 サービス向上のための本サービスの更新等 

 当社は、サービスの向上のため、本サービスのバージョンを更新することがあり

ます。バージョンの更新が行われることについて、利用者は予め同意し、当社から

の通知をもって更新が行われることを承諾するものとします。 
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第１４条 定期メンテナンス及び緊急時の対応等 

 当社は、継続的なサービスの提供を行うため、本サービスに関する定期的なメン

テナンスを行い、本サービスの運営に必要な保守作業を行うものとします。なお、

お客様から発生するお問い合わせへの対応につきましては、本規約末尾記載の【サ

ポートサービスについて】をご参照ください。 

２ 当社は、本サービスの運営に重大な影響を与えるおそれがある事由が生じた場合

には、緊急メンテナンスを行うことがあります。 

３ 前二項のメンテナンスにおいて、本サービスの一時的な利用の中断等が生じる場

合には、利用者に対して、予め通知を行うものとし（不測の事態により、本サービ

スの提供が困難な事態が生じたときは事後通知となることがあります）、利用者は

これを承諾します。 

 

第１５条 本サービスの中断・変更・停止・終了 

１ 当社は、システム障害及び保守、コンピューター、通信回線等の事故による停

止、停電、火災、天災地変などの不可抗力、その他技術上・運営上の理由により、

本サービスの提供が困難であると当社が判断した場合、利用者への事前通知を行わ

ず、本サービスの全部又は一部の停止又は中断を行う場合があります。 

２ 当社は、本サービスの一部又は全部の仕様を変更することができるものとしま

す。また、本サービスのすべてを終了する場合には終了３ヶ月前までに通知を行う

ものとします。 

３ 当社は、システム運営上の理由により、本サービス上で掲載している利用者情報

以外の情報を削除する必要があると判断した場合、事前の告知なく掲載情報を削除

することができるものとします、かつ、１年を経過したデータレコードを消去する

ことができるものとします。 

４ 前三項に基づき当社が行った措置によって、利用者に損害が生じた場合にも、当

社は一切の責任を負いません。但し、２項に基づき、本サービスのすべてを終了す

る場合には、利用契約の残存期間があるときに限り、未使用分の利用料金（当月分

を含む月単位。但し、当月分については、当社の最終営業日までサービスを提供す

るときは含みません。）を返金するものとします。 

 

第１６条 規約の改訂 

本規約は、当社の判断により事前の予告なく変更・追加・削除されることがあり

ます。当社は、本規約を変更した場合には、利用者に当該変更内容を通知するもの

とし(但し、通知が困難な場合は本サービスにおいて告知するものとします。す

る)、利用者が当該変更内容の通知若しくは告知後に本サービスを利用した場合又は

当社の定める期間内に利用者としての登録取消の手続をしないときは、利用者は、

変更された本規約の内容に同意したものとみなされます。 

 

第１７条 重要事項の変更 

１ 本規約及び本サービスにおいて、基本機能の一部廃止を伴う変更を行う場合に

は、当社は利用者に対して変更３０日前までに通知を行うものとし、必要に応じ

て、本サービス上での同意又は合意書等の書面を求める場合があります。 

２ 前項の変更予告に伴い、利用者は、変更の効力が生じる前に限り、いつでも利用

契約を解除することができます。この場合には、当社及び利用者は相手方に対し

て、契約の残存期間に関わらず、契約解除に関する損害賠償の請求を行わないもの

とします。 
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第１８条 当社からの連絡又は通知 

１ 当社が利用者への連絡又は通知の必要がある場合には、電話による方法、本サー

ビスを介してお知らせへの掲出、登録されたメールアドレス宛のメール通知、登録

された住所宛の郵送のいずれかの方法により、連絡又は通知を行います。 

２ 利用者は、当社からのお知らせ、メッセージ、情報開示その他のご連絡を、当社

から利用者に対して電子的通知を行うことをもって、利用契約及び本規約に定める

通知の要件並びに通知に関する法的要請を充たしているものとすることに同意する

こととします。 

３ 利用者は、原則として本サービス若しくはメール又はお問い合わせフォームより

当社への連絡を行うものとします。来訪及び電話は受け付けておりません。 

 

第１９条 禁止事項 

利用者に対して、以下に定める行為を禁止します。 

（１）当社又は第三者の知的財産権を侵害する行為、若しくは侵害するおそれのある

行為 

（２）当社が予定していない方法又は目的による本サービスの利用 

（３）第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、若しくは侵害す

るおそれのある行為 

（４）特定個人の氏名・住所・電話番号・メールアドレスなど第三者が見て個人を特

定できる可能性のある情報を第三者に提供する行為 

（５）本サービスに対して逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリン

グ、複製、変更、改変等を行う行為 

（６）利用資格を停止ないし無効にされた利用者に代わり利用登録をする行為 

（７）第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又は他者の名誉若しくは信用を毀損する行

為 

（８）アクセス可能な本サービス又は他者の情報を改ざん、消去する行為 

（９）当社又は他者になりすます行為（詐称するためにメールヘッダ等の部分に細工

を行う行為を含みます。） 

（１０）有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態にお

く行為 

（１１）他者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メール又はメッセージ（以

下「電子メール等」といいます。）若しくは嫌悪感を抱く電子メール等（そのお

それのある電子メール等を含みます。）を送信する行為。他者の電子メール等の

受信を妨害する行為。連鎖的な電子メール等の転送を依頼する行為及び当該依頼

に応じて転送する行為 

（１２）他者の設備又は本サービス用設備（当社が本サービスを提供するために用意

する通信設備、電子計算機、その他の機器及びソフトウェアをいい、以下同様と

します。）に無権限でアクセスし、又はポートスキャン、DOS 攻撃若しくは大量

のメール送信等により、その利用若しくは運営に支障を与える行為（支障を与え

るおそれのある行為を含みます。） 

（１３）サーバー等のアクセス制御機能を解除又は回避するための情報、機器、ソフ

トウェア等を流通させる行為 

（１４）本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段（いわゆるフィッシング及び

これに類する手段を含みます。）により他者の利用者登録情報を取得する行為 
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（１５）本サービスを利用して本サービスの利用目的を逸脱するような営業活動、営

利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用（以下「営業活動」といいま

す。）をする行為 

（１６）法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられ

ている場合に、当該手続きを履行せずに本サービスを利用する行為。その他当該

法令に違反する、又は違反するおそれのある行為 

（１７）本サービスの運営を妨害する行為。他の会員又は第三者が主導する情報の交

換又は共有を妨害する行為。信用の毀損又は財産権の侵害等のように当社、会員

又は他者に不利益を与える行為 

（１８）長時間の架電、同様の問い合わせの繰り返しを過度に行い、又は義務や理由

のないことを強要し、当社の業務に著しく支障を来たす行為 

（１９）上記各号の他、法令、又は本規約に違反する行為。公序良俗に違反する行為 

（２０）上記各号のいずれかに該当する行為（当該行為を他者が行っている場合を含

みます。）を助長する目的で他のサイトにリンクを張る行為 

 

第２０条 秘密情報の取り扱い 

１ 当社及び利用者は、秘密情報については秘密として保持し、本サービスの利用の

目的のみに利用するとともに、事前に当該相手方の書面による承諾を得ることなく

第三者への開示又は漏洩をしてはならないものとします。 

２ 次の各号に定める情報は、秘密情報から除外します。 

（１）開示者から開示を受ける前に、受領者が正当に保有していたことを証明できる

情報。 

（２）開示者から開示を受ける前に、公知となっていた情報。 

（３）開示者から開示を受けた後に、受領者の責に帰すべからざる事由により公知と

なった情報。 

（４）受領者が、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に

入手した情報。 

（５）受領者が、開示された情報によらず独自に開発した情報。 

（６）開示者から秘密保持の必要なき旨書面で確認された情報。 

３ 第 1項の定めに拘わらず、受領者は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又

は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は

要請があった場合、速やかにその旨を開示者に通知しなければならず、該当開示に

ついて、開示者はこれを承諾するものとします。 

４ 受領者は、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、事

前に開示者の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第 1項に準

じて厳重に行うものとします。 

５ 受領者は、開示者から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、開示者の指示に

従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びそ

の全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。 

 

 

第２１条 個人情報保護 

１ 当社及び利用者は、「個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年法律第 57 号）

を遵守するものとし、その他、個人情報を適切に管理するため、個人情報保護委員

会が定めるガイドライン、ＥＵ一般データ保護規則（ＧＤＰＲ）等の適法な情報管

理のために必要な関係法令等に従うものとします 



 

9 
 

２ 当社は、別途定める「個人情報保護方針」に基づき、当社が取得した個人情報を

適切に取り扱うものとし、利用者は、当社が上記個人情報保護方針に基づいて保有

する個人情報を利用することに同意するものとします。 

 

第２２条 監視業務 

当社は、利用者の本サービスの利用状況を把握し、又は適正利用について監視す

るため、当社の裁量により適宜調査を行うものとし、利用者はこれに同意するもの

とします。 

 

第２３条 サービスの利用停止等 

１ 当社は利用者が以下の各号に定める事由に該当するときは、当社の判断により、

当該利用者に何ら催告することなくして、本サービスの利用の一時停止、利用登録

の解除、本サービスへのアクセスの拒否、本サービス（有料オプションサービスを

含みます。）に係る契約の解除、損害賠償請求などの措置をすることができるもの

とします。 

（１）利用者が、第１９条に定める禁止行為を行ったとき 

（２）利用料の支払いを遅延したとき 

（３）利用契約及び本規約に重大な違反があるとき 

（４）自ら振り出した手形又は小切手が不渡り処分を受ける等、支払停止の状態に至

ったとき 

（５）差押え、仮差押え、仮処分、競売又は強制執行の申立てを受けた場合 

（６）破産手続開始、民事再生手続開始又は会社更生手続開始の申立てを受け、もし

くは自らこれらの申立てを行ったとき 

（７）その他、利用者の信用力に著しい疑義が生じた場合、本サービスを提供し難い

重大な事由が発生したとき 

２ 登録された情報が真実に反する場合、又は利用者が第１９条の禁止事項に該当す

る行為を行った場合は、当社はその裁量により、予告なくデータを削除することが

あります。但し、これらのことは、当社が削除の義務を負っていること、又は登録

された情報が真実に反しないことを保証する義務を負っていることのいずれをも意

味しません。 

３ 当社は、利用者が本規約違反等の悪質な行為を行っていると判断した場合、当該

利用者に対して法的措置を検討するものとします。 

４ 本条の定めに従ってなされた当社の対処に関する質問、苦情は一切受け付けてお

りません。なお、利用者は当該措置によって被った不利益・損害について、当社に

対して一切の賠償請求を行わないものとします。 

 

第２４条 免責 

１ 利用者登録取消、一時停止、利用者資格に伴う権利の取消等、利用者からのＩ

Ｄ・パスワードの第三者に対する漏洩、利用者による秘密情報の漏洩、本サービス

のシステム不具合や障害・中断やデータの消失・漏洩等により生じた不利益・損害

等、本サービスの利用により利用者に生じたすべての不利益・損害について当社は

一切の責任を負いません。 

２ 利用者は、本サービスを利用することが、利用者に適用のある法令、業界団体の

内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当

社は、利用者による本サービスの利用が、利用者に適用のある法令、業界団体の内

部規則等に適合することを何ら保証致しません。 
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３ 利用者が、本サービスを利用することにより第三者に対し損害を与えた場合、利

用者は自己の費用と責任においてこれを賠償するものとし、当社はかかる事項につ

いて一切の責任を負いません。 

４ 本サービス上でやりとりされるメッセージや送受信されるファイルに個人情報等

が含まれていた場合、それによって利用者が被った不利益・損害について、当社は

一切の責任を負いません。 

５ 当社は、利用者の身元の保証をするものではなく、また当社が本サービス上で当

社サービスに係る契約を締結することを保証するものでもありません。 

６ 本サービスの機密保持確認において、当社はあくまでも利用者の機密保持の意思

を確認するだけであって、機密保持確認済みの利用者であっても、当社は、その存

在、責任能力、機密保持能力、その他の能力の有無等及び機密保持契約の履行可能

性を一切保証せず、一切の責任を負いません。 

７ 本サービスから他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから本サービ

スへのリンクが提供されている場合でも、当社は、本サービス以外のウェブサイト

及びそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わな

いものとします。 

８ 当社は、電子掲示板に掲載又は投稿した画像、テキスト、プログラム等、本サイ

ト上で利用者が作成、登録、提供、掲載、投稿した一切の画像、テキスト、プログ

ラム等について、本サイトの円滑な運営又は本サイトの継続的な提供のために必要

な範囲内で、当社の判断により、変更、切除その他の改変を行うことができるもの

とし、これらによる一切の不利益・損害について当社は一切の責任を負いません。 

９ 当社は、当社サービスの内容、品質、水準、当社サービスの安定的な提供及び当

社サービスの利用に伴う結果については、一切保証しません。当社サービスに関し

て利用者が損害（直接かつ現実に被った損害に限ります。）を被った場合には、当

社に故意又は重大な過失がある場合に限り、第２８条及び第２９条に基づき、賠償

をするものとします。当社は、当社サービスに関して利用者が被った損害のうち、

間接的、付随的、懲罰的な損害については一切責任を負いません。 

１０ 本サービスにおける、不正確、不適切、不明瞭な内容、表現、行為などによ

り、利用者及び第三者に対して直接的又は間接的な損害が生じた場合であっても、

故意・過失の有無にかかわらず、当社は、当該損害について一切責任を負いませ

ん。また、当社は、利用者に対して、アドバイスを行ったり情報提供を行ったりす

ることはありますが、アドバイスや情報提供の正確性、有用性、又は利用者の望む

結果の実現に対して責任を負うものではありません。 

 

第２５条 基準時間 

本サービスの提供にあたって基準となる時刻は、本サービスを運用しているサー

バー内で管理されている時刻によるものとします。 

 

第２６条 地位等の譲渡禁止 

１ 利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく権利、義務及び利

用契約上の地位の全部又は一部について、これを第三者に譲渡、移転、質入れ、そ

の他の方法により処分してはならないものとします。但し、当社の書面による事前

の承諾がある場合を除きます。 

２ 当社が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

利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに利用者の登録情報その他の

顧客情報(利用者に関して当社が保有する情報を含みます。)を当該事業譲渡の譲受
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人に譲渡することができるものとし、利用者は、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、知的財産権の売却、会社分割、合併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２７条 分離可能性 

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無

効又は執行不能と判断された場合であっても、無効部分並びに執行不能部分を除く

残りの規定は、継続して完全に効力を有するものとします。 

 

第２８条 損害賠償 

 本規約及び本サービスに関する利用契約等に違反し、相手方に損害を与えた場合

には、当社又は利用者は、その損害を賠償するものとします。 

 

第２９条 損害賠償の上限 

 当社が利用者に対して損害を与えた場合の賠償額の上限は、利用者より現に支払

われた直近１年分の利用料を上限とします。ただし、利用契約に個別の定めがある

場合にはこの限りではありません。 

 

第３０条 反社会的勢力の排除 

１ 当社及び利用者は、相手方に対して次に定める事項を表明し、保証するものとし

ます。 

（１）「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」（平成三年法律第七十七

号）に定義される暴力団及びその関係団体、その他、暴力団関係企業、総会屋、

社会運動等標ぼうロゴ、特殊知能暴力集団、テロリスト、テロ集団等の反社会的

組織（以下、「反社会的勢力」といいます。）ではないこと及び反社会的勢力と

関係を有していないこと 

（２）自己の役員及び主要な株主が反社会的勢力ではなく、過去５年間において、反

社会的勢力ではないこと。また、会社法に定める親会社及び子会社の役員並びに

株主についても同様であること。 

（３）自己の法人又は組織（意思決定機関を含みます。）が、実質的に反社会的勢力

の支配を受けていないこと（会計上連結を取っている法人のほか、反社会的勢力

が意思決定に関与し、又は影響を及ぼすことができる状態を含みます。）。 

（４）反社会的勢力を利用しないこと及びこれに準ずる行為をしないこと 

（５）風説を流布し、偽計又は威力を用いて業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

を行うなど、名誉等の毀損、業務妨害、不当要求行為、威嚇行為等社会的正当性

を有しない行為をしないこと 

（６）本項各号を遵守し、将来にわたり、反社会的勢力と関係を有さないこと 

２ 当社及び利用者が前項各号に違反した場合には、相手方は直ちに本サービスにか

かる契約を解除することができます。 

３ 本条に基づく契約の解除は損害賠償の請求を妨げないものとします。但し、本条

に違反した者は、一切の損害賠償請求が行えないものとします。 

 

第３１条 紛争処理 

 利用者が本サービスの利用に関連して、第三者と紛争が生じた場合又は紛争が生

じるおそれがあるときは、当社に速やかに報告するものとします。 
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２ 前項の紛争又は紛争のおそれが、利用者の責めに帰すべき事由によるときは、利

用者の責任において解決を図るものとし、当社に対して損害を与えた場合には、そ

の損害を賠償するものとします。 

３ 第三者との紛争が当社の責めに帰すべき事由によるときは、当社の責任において

解決するものとし、本サービスの継続的提供については、利用者と協議を行うもの

とします。 

 

第３２条 協議 

 当社及び利用者は、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場

合には、双方、誠実に協議を行うことによって解決するものとします。 

 

第３３条 準拠法・管轄裁判所 

１ 本規約及び利用契約は日本法に基づき解釈されるものとします。 

２ 本サービス及び有料オプションサービスに関連して訴訟等の必要が生じた場合に

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。 

 

2018 年 11 月 8 日改訂 

2019 年 2 月 25 日改訂 

2019 年 4 月 1日改訂 

2019 年 8 月 1日改訂 

2020 年 1 月 27 日改訂 

2020 年 7 月 1日改訂 

2020 年 12 月 10 日改訂 

 

【サポートサービスについて】 

 

サポートサービスのお問い合わせ方法と対応につきましては、次のとおりとなりま

す。 

ご不明な点等ございましたら、サポートサービスのご依頼と同様に circlace よりご連

絡をお願い致します。 

 

お問い合わせ方法と営業日時 

方法： 

circlace（ https://agave-support.circlace.com ） 

 

circlace 内の問い合わせより、各項目のご記載をお願い致します。 

※情報に不足があるとき又は追加の情報が必要なときは、ご回答の前にご連絡する場

合がございます。ご連絡が取れるお電話番号、メールアドレス等のご記載を頂けると

ご回答までのお時間が短縮される場合がございます。 

 

circlace を利用できるアカウントは、利用者の組織の責任者へ別途払い出しいたしま

す。 

 

言語： 

日本語 
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受付時間： 

24 時間 

 

回答スピード (一次回答)： 

2 営業日以内 

 

営業日： 

土日祝日・年末年始以外の平日 

 

※ システムのバージョン又は提供するサービスの種類によって、サポートサービスの

対象外となる場合がございます。 

 


