サービス利用規約
	
 
本規約は、株式会社ジェナ（以下、「甲」といいます）がお客様（以下、「乙」といいます）に対し提供する法人向けスマートデバ
イス用アプリ開発プラットフォームサービスの利用に関し定めたものであり、乙は本規約の定めに従うものとします。
第１条（用語の定義）
本規約おいて以下の用語は、以下に定める意味で使用す
るものとします。
（１）「本利用関係」とは、乙による本サービスの利用に
関する権利義務その他の法律関係をいいます。
（２）「本サービス」とは、甲が運営するインターネット
サイト上において、本利用関係において乙が利用す
ることができるデータ使用限度容量の範囲で、スマ
ートデバイス用アプリの開発環境を提供する甲のサ
ービス（サービス名：「seap」）をいいます。
（３）「本開発環境」とは、本サービスにより甲が提供す
るスマートデバイス用アプリの開発環境をいいます。
（４）「本アプリ」とは、本サービスを利用して乙又は乙
が委託した第三者が作成した法人向けスマートデバ
イス用アプリをいいます。
（５）「スマートデバイス」とは、スマートフォン、タブ
レットＰＣ、スレート型ＰＣその他のモバイル端末
をいいます。
（６）「申込書」とは、甲が定める「seap 利用申込書」を
いいます。
（７）「契約変更申込書」とは、甲が定める「seap 契約変
更申込書」をいいます。
（８）「解約届」とは、甲が定める「seap 解約届」をいい
ます。
（９）「営業日」とは、土日祝日、年末年始（12 月 29 日
〜1 月 4 日）、国が定める休日及び甲の休業日を除
いた日をいいます。
（１０）「対応時間」とは、甲の営業日における甲が定め
る営業時間をいいます。

第２条（利用関係の成立）
１	
  甲が、所定事項を記載した申込書を乙から受領したこと
をもって、乙の甲に対する本利用関係の申込みがなされた
ものとします。
２	
  甲が乙に本サービスのユーザーID 及びパスワードを乙が
申込書において指定する電子メールアドレスに送信する方
法により交付することをもって、本利用関係は成立するも
のとします。
３	
  甲は、乙の申込みを適当でないと判断する場合には、こ
れを承諾しない場合があります。
第３条（利用条件等の変更）
	
  	
  	
  乙は、所定事項を記載した契約変更申込書を甲に提出す
ることにより、甲の認める範囲で、本サービスのデータ使
用限度容量その他契約変更申込書記載のサービス利用条件
等を変更することができるものとします。
第４条（提供価格）
本サービスの提供価格（初期費用及びサービス利用料）
は、申込書において定められるものとします。なお、サー
ビス利用料の課金は月単位で行い、日割計算は行わないも
のとし、月途中で本サービスの利用を開始する場合は翌月
1 日から課金が発生し、月途中で終了する場合は当月全日
について課金が発生するものとします。
第５条（支払方法）
本サービスの初期費用及びサービス利用料販売代金の支
払い方法は、申込書又はその他の書面により定められるも
のとします。
	
  	
 
第６条（サービスの提供）
１	
  乙は、本利用関係成立時より、第２条第２項のユーザー
ID 及びパスワードを用いて、本サービスを利用することが
できます。

２	
  甲は、本サービス提供に使用するコンピュータサーバ、
電気通信設備、ソフトウェア等の保守その他本サービスの
運用上又は技術上の必要がある場合、乙に事前に通知して
（緊急の場合はこの限りではないものとします）、本サー
ビスの提供を一時的に中断することができるものとします。
３	
  乙は、本サービスを利用するにあたり、甲に対して、電
話又は電子メールにて日本語により問い合わせを行うこと
ができます。
４	
  甲は、対応時間において、電話又は電子メールにて日本
語により問い合わせに対するサポートサービスを乙に提供
するものとします。
５	
  乙からの問い合わせは、申込書に記載した本サービスの
管理担当者又は情報システム管理者が行い、本アプリの利
用者から直接の問い合せは行わないものとします。
第７条（サービス等の変更）
	
  	
  	
  甲は、理由を問わず、本開発環境の仕様及びサービス提
供価格を変更する場合は、乙に１ヶ月前を目処として通知
するものとします。但し、本開発環境の軽微な仕様の変更
については、この限りではありません。
第８条（再委託）
	
  	
  	
  甲は、本サービスの全部又は一部（サポートサービスを
含みます）を第三者に委託することができるものとします。
第９条（修補）
１	
  乙は、本利用関係の有効期間中に本開発環境に瑕疵があ
ることを発見した場合、直ちに甲に通知するものとし、甲
は、乙より当該通知を受けた場合、速やかに当該瑕疵を修
補します。
２	
  乙は、甲が当該瑕疵修補を行うにあたり、本サービスの
管理担当者又は情報システム管理者をして、甲に瑕疵の状
況を報告し、必要な調査に協力させるものとします。
３	
  甲は、第１項の場合であっても、本アプリの不具合を修
補する義務は負わないものとします。
第１０条（免責）
	
  	
  	
  次の各号に定める事由は、甲の責めに帰すべからざる事
由（但しこれらに限られません）であり、甲は、当該事由
に起因して乙に生じた損害については、法律上の義務及び
責任を負わないものとします。
（１）合理的な方法により制御不能な要因により、本開発
環境に瑕疵が生じた場合
（２）本開発環境を構成する甲の製造又は管理に係らない
第三者のコンピュータサーバ、電気通信設備、ソフ
トウェアその他の設備等に起因して本開発環境に瑕
疵が生じた場合	
 
（３）乙又は第三者の行為（作為又は不作為）に起因して
本開発環境に瑕疵が生じた場合
（４）乙又は第三者が、故意又は過失により、本サービス
提供に使用するコンピュータサーバ、電気通信設備、
ソフトウェアその他本サービスを提供するために必
要な設備等を破壊し、又は、当該設備等の機能に支
障を生じさせた場合
（５）乙又は第三者が、本サービスに対し、フィッシング
を目的としてアクセスしたり、ＩＤ又はパスワード
を不正使用したりしたことに起因して本サービスの
瑕疵又は不具合が生じた場合
（６）電気通信事業者の都合により、本サービスを提供す
るために必要となる電気通信回線の使用が不可能と
なった場合
（７）乙のコンピュータサーバ、電気通信設備、ソフトウ
ェアその他の設備若しくは当該設備から本サービス

のコンピュータサーバまでの電気通信回線の不具合、
又は、乙の接続環境の障害が生じた場合
（８）刑事訴訟法、犯罪捜査のための通信傍受に関する法
律その他の法令に基づく捜索差押えその他の強制力
を有する処分により、本サービスの中断又は停止等
が生じた場合
（９）天災、火災、停電、騒乱、サイバーテロ等の不可抗
力が生じた場合
第１１条（スマートデバイスの仕様変更等）
	
  甲は、本サービスの対象となるスマートデバイスがオペ
レーティングシステムのバージョンアップ又は仕様変更等
した場合、本サービスがこれに適合するよう遅滞なく対応
するものとします。但し、甲は、これに適合させる責任を
負うものではありません。
第１２条 (遵守事項)
	
  	
  乙は次の事項を行ってはならないものとします。
（１）第三者に対して本サービスを再提供すること
（２）乙の役員及び従業員以外の第三者に対し、本サービ
ス又は本アプリを利用させること。但し、乙が本ア
プリの作成を委託した第三者は、その限りにおいて
本サービスを利用できるものとします。
（３）本サービス又は本アプリを利用して、第三者の権利
を侵害し又は侵害するおそれのある行為をすること
（４）本サービス又は本アプリを利用して、第三者の名誉
若しくは信用を毀損し又は毀損するおそれのある行
為をすること
（５）本サービスを利用して、ウイルス等の有害なプログ
ラムを作成すること
（６）本サービスを利用して、猥褻その他反社会的なアプ
リを作成すること
（７）本サービスを利用して、犯罪に結びつき又はそのお
それのあるアプリを作成すること
（８）本サービス又は本アプリを利用して法令に反する行
為をすること
（９）目的の如何を問わず、自己又は第三者をして、本サ
ービスに関するデータの全部又は一部を複製、改変
若しくは翻案又はリバースエンジニアリング、デコ
ンパイル若しくはディスアセンブルを含む一切の解
析行為をすること
（１０）前各号のほか、甲が不適切と判断して乙に対して
通知した行為をすること
第１３条（知的財産権）
本サービスに関する一切の知的財産権は甲に帰属し、乙
は本サービスに関し何ら知的財産権を取得しないものとし
ます。
	
 
第１４条（知的財産権侵害の対処）
	
  １	
  本サービスに関し、乙が第三者から、その保有する知的
財産権が侵害されたとして、使用差止、損害賠償等の請求
（訴訟等の法的手続を含むものとします）を受けた場合に
は、乙は、遅滞なく甲にメールにて通知するものとします。
２	
  前項の場合、甲は、甲の費用負担で当該請求に対処する
ものとします。但し、当該侵害につき、乙の責に帰すべき
事由がある場合はこの限りではありません。
	
 
第１５条（秘密保持義務）
１	
  甲及び乙は、本サービスに関連して相手方に関して知り
得た技術上又は営業上の情報（以下、「機密情報」といい
ます）につき、善良なる管理者における注意をもって管理
し、事前に相手方の書面による承諾を得ることなく第三者
に開示・漏洩しないものとし、かつ、本利用関係のための
使用以外の目的に使用しないものとします。但し、次の各
号のいずれかに該当するものはこの限りではありません。
（１）情報の開示の時点で既に公知又は公用である情報
（２）情報の開示の以前から機密保持義務を負わされるこ
となく既に所持していた情報

（３）情報の開示の後、自己の責によらず公知又は公用と
なった情報
（４）情報の開示の後、正当な権限を有する第三者より秘
密保持義務を負わず適法に入手した情報
（５）相手方の機密情報を使用または参照することなく独
自に開発した情報
	
  （６）行政機関又は司法機関より開示を要求された情報
２	
  前項第６号の情報開示にあたっては、情報開示者は当該
情報が秘密としての取り扱いが受けられるように最善を尽
くすものとします。
第１６条（個人情報管理・利用目的）
本サービスに関連して甲が乙から知り得た個人情報は、本
サービスを提供する甲のウェブサイトに掲載する甲の「プラ
イバシーポリシー」の条件と同じ条件で、適切に管理される
ものとします。
第１７条（セキュリティ対策）
甲は、本サービスの提供にあたり甲が必要と認めるセキュリティ対
策を行うものとします。
第１８条（譲渡等禁止）
乙は、本利用関係に基づく権利義務の全部又は一部を、甲
の事前の書面による承諾なくして第三者に譲渡し、担保に供
し、又は承継させることができないものとします。
第１９条（通知）
本利用関係に関する甲の乙に対する通知は、乙が申込書に
おいて指定する電子メールアドレス（乙が書面により変更す
る場合は当該電子メールアドレス）宛の電子メールにより行
うものとし、当該通知は、甲が電子メールを送信した時点で
効力を有するものとします。
第２０条（損害賠償）
１	
  本利用関係に関連して甲が乙に損害を与えた場合、本利
用関係の終了の有無にかかわらず、甲は、乙に対し、その
責に帰すべき事由がある場合に限り、その通常の損害につ
いて、①第４条のサービス利用料の 1 ヶ月分相当額、又は、
②本サービスの提供が中止した期間に相当する当該サービ
ス利用料相当額のいずれか高い額を限度として損害賠償す
る責任を負うものとします。なお、甲は、特別の事情から
生じた損害及び間接損害（逸失利益、代替手段をとるため
乙に社内外で発生した費用等を含みこれらに限られないも
のとします）については、損害賠償責任を負わないものと
します。
２	
  甲の責に帰すべき事由による本サービスの提供の停止
（第６条第２項の中断はこれに含まれません）が生じた場
合、その期間の利用料は発生しないものとします。本項の
停止期間の開始時又は終了時が月の途中となる場合日割計
算するものとします。
３	
  乙は、本規約に明示的に定められた場合を除き、債務不
履行、不法行為その他請求原因の如何を問わず、甲に対し
て、法的責任の追及を行うことはできないものとします。
第２１条 (期限の利益の喪失)
乙は、次のいずれかの事由に該当した場合、甲に対する一
切の金銭債務について当然に期限の利益を喪失するものとし
ます。
（１）本利用関係に基づく金銭債務の支払を怠ったとき
（２）本規約に定める各条項の違反の是正を求める書面を甲
から受領後、１５日以内に是正がされないとき
（３）監督官庁より営業の取消し、停止等の処分を受けたと
き
（４）支払停止となったとき又は手形交換所において不渡処
分を受けたとき
（５）差押、仮処分その他強制執行若しくは競売の申立て又
は公租公課の滞納処分を受けたとき
（６）破産、民事再生手続又は会社更生手続の開始決定の申
立てがなされたとき

（７）解散、合併、会社分割又は事業譲渡をしようとしたと
き
（８）自己又は自己の役員若しくは従業員、自己の親会社若
しくは子会社（いずれも会社法第２条に定義するもの
という）、自己の代理人若しくは媒介する者が、暴力
団、暴力団構成員、暴力団員でなくなった時から 5 年
を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴
力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活
動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ず
る者（以下「反社会的勢力」と総称します）に該当す
ること、反社会的勢力に支配されていること又は反社
会的勢力との関係を有していることが判明したとき
（９）その他著しい信用の悪化、背信行為のあったとき
第２２条（利用関係の終了）
１	
  乙が前条の各号の事由に該当した場合、甲は、何らの催
告を要さず直ちに本利用関係を終了できるものとします。
２	
  乙が甲の販売代理店及びその指定する者との間で本サー
ビスの利用契約を締結している場合、当該契約が解除された
ときは、本利用関係はこれと同時に当然に終了するものとし
ます。
第２３条（有効期間）
１	
  本利用関係は、関係成立日を始期とし、その属する月の
翌日（但し、関係成立日が月の初日である場合は当該成立
日の属する月）から起算して申込書において定める月の末
日を終期とする期間有効であるものとします。
２	
  有効期間満了１か月前までに乙から甲に解約届が提出さ
れない場合は、本利用関係の有効期間は１か月間延長され
るものとし、以降も同様とします。
３	
  前２項にかかわらず、甲が本利用関係の終了の通知を乙
にしたときは、通知日から６か月経過した日の属する月の
末日に本利用関係は終了するものとします。
第２４条（利用関係終了後の措置）
	
  	
  １	
  乙は、本利用関係終了後は本サービス及び本アプリを
利用することはできません。
２	
  甲は、本利用関係が終了したときは、遅滞なく、本サ
ービスの提供にあたり甲が取得した乙のデジタルデータ
を消去するものとします。
	
  	
  ３	
  前条第３項の通知により、有効期間の途中で本利用関
係が終了した場合に、乙が利用関係終了後の有効期間分
のサービス利用料を支払っていたときは、甲は当該利用
料相当額（サービス利用料を有効期間（月）で除した金
額に利用関係終了後の期間（月）を乗じた金額とします）
を乙に返還するものとします。
第２５条（残存条項）
本利用関係が終了した後も、第１０条、第１３条乃至第
１６条、第２０条、第２４条、第２７条及び第２８条につ
いては、なお効力を有するものとします。
	
 
第２６条（誠実協議）
本利用関係に定めのない事項又は本利用関係に関し疑義
が生じた場合は、甲と乙は、誠意を持って協議のうえ円満
に解決を図るものとします。
第２７条（準拠法）
本利用関係は日本法に準拠し、日本法に従って解釈され
るものとします。
第２８条（管轄）
本利用関係につき紛争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。
以上

