
1 変更 冒頭

本契約は、お客様（個⼈/法⼈を問いません）と株式会社ゴードーソ
リューション（以下「弊社」）との契約であり、弊社は、弊社が提
供する「対象製品とその説明資料等」（以下「対象製品等」）の使
⽤権を下記条項に基づきお客様に許諾します。対象製品等の全部あ
るいは⼀部をインストール、または使⽤することによって、お客様
が本契約のすべてに同意いただいたものとします。本契約に同意い
ただけない場合、お客様は対象製品等を使⽤することはできませ
ん。
対象製品とは、NAZCA5シリーズのすべての製品を指します。

冒頭

本契約は、お客様（個⼈/法⼈を問いません）と株式会社ゴードーソ
リューション（以下「弊社」）との契約であり、弊社は、弊社が提
供する「対象製品とその説明資料等」（以下「対象製品等」）の使
⽤権を下記条項に基づきお客様に許諾します。対象製品等の全部あ
るいは⼀部をインストール、または使⽤することによって、お客様
が本契約のすべてに同意いただいたものとします。本契約に同意い
ただけない場合、お客様は対象製品等を使⽤することはできませ
ん。
対象製品とは、NAZCA5シリーズのすべての製品(NAZCA5 EDMを除
く)を指します。

2 変更 第2条＞2

契約の終了⽇は、新規契約の場合は「ライセンス証書」で定めた使
⽤可能期間の終了⽇までとし、更新の場合は前終了⽇から原則１年
後とします。ただし、終了⽇が異なる契約が存在する場合、終了⽇
を統⼀した契約期間とする場合があります。前契約が複数年契約の
場合、同じ年数後を契約の終了⽇とします。

第2条＞2

契約の終了⽇は、新規契約の場合は「ライセンス証書」で定めた使
⽤可能期間の終了⽇とし、更新の場合は前終了⽇から原則１年後と
します。ただし、終了⽇が異なる契約が存在する場合、終了⽇を統
⼀した契約期間とする場合があります。前契約が複数年契約の場
合、同じ年数後を契約の終了⽇とします。

3 変更 第2条＞4
対象製品が販売終了となった場合、お客様との契約は契約期間を満
了するまで有効とし、以降は更新されないものとします。

第2条＞4
対象製品が販売終了となった場合、お客様との契約は契約期間を満
了するまで有効とし、以降は更新されません。

4 変更 第3条＞1
契約終了⽇1か⽉前までにお客様から書⾯による更新解除の意思表⽰
がない場合、本契約は原則第2条の第2項で定めた期間、⾃動的に延
⻑されるものとします。

第3条＞1
契約終了⽇1か⽉前までにお客様から書⾯による更新解除の意思表⽰
がない場合、本契約は原則第2条の第2項で定めた期間、⾃動的に延
⻑されます。

5 変更 第3条＞2
対象製品が販売終了となった場合は、契約は更新されないものとし
ます。

第3条＞2 対象製品が販売終了となった場合は、契約は更新されません。

6 変更 第3条＞3
教育機関向け契約は、⾃動更新対象外とします。弊社は契約終了⽇3
か⽉前までに教育機関に向け更新案内を送付し、契約更新される場
合は書⾯による⼿続きを必要とします。

第3条＞3
教育機関向け契約は、⾃動更新の対象外とします。弊社は契約終了
⽇3か⽉前までに教育機関に向け更新案内を送付し、契約更新される
場合は書⾯による⼿続きを必要とします。

7 変更 第4条
第1項は、サブスクリプションの場合においてのみ該当するものとし
ます。

第4条 第1項は、サブスクリプションの場合においてのみ該当します。

8 変更 第4条＞1
お客様は契約終了⽇1か⽉前までに書⾯により更新解除の意思表⽰を
することで、翌期間の契約を解除することができるものとします。

第4条＞1
お客様は契約終了⽇1か⽉前までに書⾯により更新解除の意思表⽰を
することで、翌期間の契約を解除することができます。

9 変更 第4条＞2 お客様の事由による期間中途の契約解除はできないものとします。 第4条＞2 お客様の事由による期間中途の契約解除はできません。

10 変更 第4条＞3、4

 3.お客様が、本契約の条項のいずれかに違反した場合、弊社は⾃⼰の
判断に基づき契約を解除することができるものとします。そのよう
な場合における解除について、お客様が既に⽀払った料⾦の返⾦は
⾏わないものとします。

 4.第2項に定めた以外の場合でも、弊社は弊社の事由により、対象製
品等のご提供が困難となる場合には、弊社の判断に基づき契約を解
除することができるものとします。そのような場合における解除に
ついての返⾦に関しては、この限りではありません。

第4条＞3

 3.弊社は以下の場合に、弊社の判断に基づき契約を解除することがで
きます。解除における料⾦の返⾦について、A号の場合は返⾦されま
せんが、B号の場合にはこの限りではありません。

 A)お客様が本契約書の条項のいずれかに違反した場合。
 B)弊社の事由により、対象製品等の提供が困難となる場合。

11 変更 第7条＞5
弊社は、対象製品等に起因する⼀切の損害について、直接的、間接
的、予⾒できたか否かを問わず、賠償する責任は負わないものとし
ます。

第7条＞5
弊社は、対象製品等に起因する⼀切の損害について、直接的、間接
的、予⾒できたか否かを問わず、賠償する責任は負いません。

12 変更 第8条＞1
お客様は、以下のいずれかに該当する事実が⽣じたとき、またはそ
のおそれがあるときは、速やかに弊社に通知しなければならないも
のとします。

第8条＞1
お客様は、以下のいずれかに該当する事実が⽣じたとき、またはそ
のおそれがあるときは、速やかに弊社に通知しなければなりませ
ん。

13 変更 第9条＞1
弊社は以下の場合に、お客様に事前に通知することなく、かつお客
様の同意を得ることなく、弊社の裁量により、本契約書を変更する
ことができるものとします。

第9条＞1
弊社は以下の場合に、お客様に事前に通知することなく、かつお客
様の同意を得ることなく、弊社の裁量により、本契約書を変更する
ことができます。

14 変更 第9条＞1＞B)
本契約書の変更が、契約をした⽬的に反せず、かつ、変更の必要
性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に
照らして合理的なものであるとき。

第9条＞1＞B)
本契約書の変更が、契約をした⽬的に反せず、かつ、変更の必要
性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に関わる事情
に照らして合理的なものであるとき。

15 変更 第9条＞2

弊社は第1項による本契約書の変更にあたり、変更後の本契約書の効
⼒発⽣⽇2週間前までに、本契約書を変更する旨および変更後の本契
約書の内容とその効⼒発⽣⽇を弊社ウェブサイトに掲載し、または
これと同等の⽅法によってお客様に周知するものとします。

第9条＞2

弊社は第1項による本契約書の変更にあたり、変更後の本契約書の効
⼒発⽣⽇2週間前までに、本契約書を変更する旨および変更後の本契
約書の内容とその効⼒発⽣⽇を弊社ウェブサイトに掲載し、または
これと同等の⽅法によってお客様に周知します。

16 変更 第10条＞1
本契約書に定めのない事項、または本契約書の解釈について疑義が
⽣じた場合は、お客様と弊社の間で信義誠実の原則にしたがって協
議のうえ解決するものとします。

第10条＞1
本契約書に定めのない事項、または本契約書の解釈について疑義が
⽣じた場合は、お客様と弊社の間で信義誠実の原則にしたがって協
議のうえ解決します。

17 変更 第10条＞2 本契約書は⽇本法に準拠し、解釈されるものとします。 第10条＞2 本契約書は⽇本法に準拠し、解釈されます。

18 変更 第11条＞1
弊社またはお客様に以下の事由が⽣じたときは、催告その他の⼿続
きを要しないで、ただちに本契約を解除することができるものとし
ます。

第11条＞1
弊社またはお客様に以下の事由が⽣じたときは、催告その他の⼿続
きを要しないで、ただちに本契約を解除することができます。

NAZCA5 使⽤許諾契約書

改定前 改定後



1 変更 冒頭

本契約は、お客様（個⼈/法⼈を問いません）と株式会社ゴードーソ
リューション（以下「弊社」）との契約であり、弊社は、本契約書
の「第1条 本サービスの対象」で規定するライセンスIDを対象とし、
NAZCA5 保守サービス（以下「本サービス」）をお客様に提供しま
す。
サブスクリプションにおいては本契約書の「第2条 本サービスの内
容」で規定する内容をお客様が利⽤した時点で、お客様が本契約書
のすべてに同意いただいたものとし、本契約書の下記条項に基づき
契約を締結します。また、パッケージにおいてはお客様が直接また
は所定の販売店経由で弊社に本サービスの注⽂書を提出した時点
で、お客様が本契約書のすべてに同意いただいたものとし、本契約
書の下記条項に基づき契約を締結します。パッケージにおける本
サービスの契約は、所有する各ライセンスID単位で締結されるもの
であり、ライセンスID内における各製品単位で契約することはでき
ないものとします。

冒頭

本契約は、お客様（個⼈/法⼈を問いません）と株式会社ゴードーソ
リューション（以下「弊社」）との契約であり、弊社は、本契約書
の「第1条 本サービスの対象」で規定するライセンスIDを対象とし、
NAZCA5 保守サービス（以下「本サービス」）をお客様に提供しま
す。
サブスクリプションにおいては本契約書の「第2条 本サービスの内
容」で規定する内容をお客様が利⽤した時点で、お客様が本契約書
のすべてに同意いただいたものとし、本契約書の下記条項に基づき
契約を締結します。また、パッケージにおいてはお客様が直接また
は所定の販売店経由で弊社に本サービスの注⽂書を提出した時点
で、お客様が本契約書のすべてに同意いただいたものとし、本契約
書の下記条項に基づき契約を締結します。パッケージにおける本
サービスの契約は、所有する各ライセンスID単位で締結されるもの
であり、ライセンスID内における各製品単位で契約することはでき
ません。

2 変更 第2条＞1＞A)
弊社ウェブサイトでの最新バージョン（メンテナンスリリース版）
の提供。

第2条＞1＞A)
弊社ウェブサイトでの最新バージョン（メンテナンスリリース）の
提供。

3 変更 第2条＞1＞G)
対象製品の使⽤に不具合が⽣じ、また弊社が提供した周辺機器
（ケーブル等）の故障がその原因と疑われた場合において、調査を
⾏うために必要となる代替の周辺機器の貸出。

第2条＞1＞G)
対象製品の使⽤に不具合が⽣じ、また弊社が提供した周辺機器
（ケーブル等）の故障がその原因と疑われた場合や修理時における
代替品の貸出。

4 変更 第3条＞1

弊社は本契約書に従い、お客様に電話、FAX、E-mail、弊社ウェブサ
イトおよびオンラインで本サービスを提供します。
電話   ： 053-465-0712
FAX   ： 053-465-0714
E-mail ： support@godo.co.jp
URL  ： https://www.godo.co.jp

第3条＞1

 1.弊社は本契約書に従い、お客様に電話、FAX、E-mail、弊社ウェブ
サイトおよびオンラインで本サービスを提供します。
電話   ： 053-465-0712
FAX   ： 053-465-0714
E-mail ： support@godo.co.jp
ウェブサイト ： https://www.godo.co.jp

5 変更 第3条＞2

電話、FAX、E-mailの提供時間は弊社営業⽇の10：00〜12：00、
13:00〜17：00とします。
なお、FAX、E-mailは24時間受信しますが、提供時間外に受信した
場合の回答は翌営業⽇以降とします。

第3条＞2

電話、FAX、E-mailの提供時間は弊社営業⽇の10：00〜12：00、
13:00〜17：00とします。
なお、FAX、E-mailは24時間受信しますが、17：00以降に受信した
場合の回答は翌営業⽇以降とします。

6 変更 第3条＞4 本サービスは、対象製品の最新バージョンを対象とし提供します。 第3条＞4
本サービスは、対象製品の最新バージョンを対象とし提供されま
す。

7 変更 第4条＞2＞C) 弊社で⾏う講習あるいは出張による講習。 第4条＞2＞C) 弊社で⾏う、またはオンライン、出張によるスクール。

8 変更 第4条＞2＞D) お客様事業所への出張による本サービス。 第4条＞2＞D) お客様事業所への出張による本サービスの提供。

9 変更 第5条
第5条の第1項はサブスクリプションにおいてのみ、その他の項は
パッケージにおいてのみ該当するものとします。

第5条
第5条の第1項はサブスクリプションにおいてのみ、その他の項は
パッケージにおいてのみ該当します。

10 変更 第5条＞3

契約の終了⽇は、新規契約の場合は開始⽇から原則1年後の⽉末⽇ま
でを期⽇とします。更新の場合は、前有効期限から原則1年後としま
す。ただし、終了⽇が異なる契約が存在する場合、終了⽇を統⼀し
た契約期間とする場合があります。前契約が複数年契約の場合、同
じ年数後を契約の終了⽇とします。

第5条＞3

契約の終了⽇は、新規契約の場合は開始⽇から原則1年後の⽉末⽇と
します。更新の場合は、前有効期限から原則1年後とします。ただ
し、終了⽇が異なる契約が存在する場合、終了⽇を統⼀した契約期
間とする場合があります。前契約が複数年契約の場合、同じ年数後
を契約の終了⽇とします。

11 変更 第5条＞4

教育機関向け契約の終了⽇は、新規契約の場合は開始⽇から原則5年
後の⽉末⽇までを期⽇とします。更新の場合は、前有効期限から原
則1年後とします。ただし、終了⽇が異なる契約が存在する場合、終
了⽇を統⼀した契約期間とします。

第5条＞4

教育機関向け契約の終了⽇は、新規契約の場合は開始⽇から原則5年
後の⽉末⽇とします。更新の場合は、前有効期限から原則1年後とし
ます。ただし、終了⽇が異なる契約が存在する場合、終了⽇を統⼀
した契約期間とします。

12 変更 第6条＞4
教育機関向け契約は、⾃動更新対象外とします。弊社は契約終了⽇
の3か⽉前までに教育機関に向け更新案内を送付し、契約更新される
場合は書⾯による⼿続きを必要とします。

第6条＞4
教育機関向け契約は、⾃動更新の対象外とします。弊社は契約終了
⽇の3か⽉前までに教育機関に向け更新案内を送付し、契約更新され
る場合は書⾯による⼿続きを必要とします。

13 変更 第7条
第7条の第1項はサブスクリプションの場合においてのみ、その他の
項はパッケージでのご契約においてのみ該当するものとします。

第7条
第7条の第1項はサブスクリプションの場合においてのみ、その他の
項はパッケージでのご契約においてのみ該当します。

14 変更 第7条＞2
お客様は契約終了⽇1か⽉前までに書⾯により更新解除の意思表⽰を
することで、翌期間の契約を解除することができるものとします。

第7条＞2
お客様は契約終了⽇1か⽉前までに書⾯により更新解除の意思表⽰を
することで、翌期間の契約を解除することができます。

15 変更 第8条＞1
契約終了後に再契約する場合は、これから契約する期間分の契約料
⾦とは別に再契約費⽤が必要です。

第8条＞1
契約終了後に再契約する場合は、これから契約する期間分の契約料
⾦とは別に再契約料⾦が必要です。

16 変更 第8条＞2
再契約における契約期間の開始⽇は再契約の締結⽇とし、契約期間
の終了⽇は開始⽇から原則1年後の⽉末⽇までとします。

第8条＞2
再契約における契約期間の開始⽇は再契約の締結⽇とし、契約期間
の終了⽇は開始⽇から原則1年後の⽉末⽇とします。

17 変更 第9条＞1
お客様は本サービスの対価として別途弊社の提⽰する料⾦を所定の
販売店経由あるいは直接弊社に⽀払います。

第9条＞1
お客様は本サービスの対価として別途弊社の提⽰する⾦額を所定の
販売店経由あるいは直接弊社に⽀払います。

NAZCA5 保守サービス契約書

改定前 改定後



1 変更 第3条＞2
対象製品が販売終了となった場合は、使⽤権の有効期間は更新され
ないものとします。

第3条＞2
対象製品の保守・サポートサービスが提供終了となった場合、使⽤
権の有効期間は更新されません。

2 変更 第6条＞3

弊社は、対象製品等に契約不適合（対象製品等が本来の機能・品質
を満たしていない）がないことを保証するものではありません。契
約不適合がある場合には、対象製品等の補修、交換または代替措置
等による合理的な努⼒をするものとします。

第6条＞3

弊社は、対象製品等に契約不適合（対象製品等が本来の機能・品質
を満たしていない）がないことを保証するものではありません。契
約不適合がある場合には、対象製品等の補修、交換または代替措置
等による合理的な努⼒します。

3 変更 第6条＞4
弊社は、対象製品等に起因する⼀切の損害について、直接的、間接
的、予⾒できたか否かを問わず、賠償する責任は負わないものとし
ます。

第6条＞4
弊社は、対象製品等に起因する⼀切の損害について、直接的、間接
的、予⾒できたか否かを問わず、賠償する責任は負いません。

4 変更 第7条＞1

お客様は使⽤権の終了⽇1か⽉前までに書⾯により更新解除の意思表
⽰をすることで、翌年の使⽤権を解除することができるものとしま
す。有効期間中途の使⽤権については、お客様はお客様の事由によ
りそれを解除することはできないものとします。

第7条＞1

お客様は使⽤権の終了⽇1か⽉前までに書⾯により更新解除の意思表
⽰をすることで、翌年の使⽤権を解除することができます。有効期
間中途の使⽤権については、お客様はお客様の事由によりそれを解
除することはできません。

5 変更 第7条＞2,3

 2.お客様が、本規約の条項のいずれかに違反した場合、弊社は⾃⼰の
判断に基づき使⽤権を解除させることができるものとします。その
ような場合における解除について、お客様が既に⽀払った料⾦の返
⾦は⾏いません。

 3.第2項に定めた以外の場合でも、弊社は弊社の事由により、対象製
品等のご提供が困難となる場合には、弊社の⾃⼰の判断に基づき使
⽤権を解除させることができるものとします。そのような場合にお
ける解除についての返⾦に関しては、この限りではありません。

第7条＞2

 2.弊社は以下の場合に、弊社の判断に基づき契約を解除することがで
きます。解除における料⾦の返⾦について、A号の場合は返⾦されま
せんが、B号の場合にはこの限りではありません。

 A)お客様が本規約の条項のいずれかに違反した場合。
 B)弊社の事由により、対象製品等の提供が困難となる場合。

6 変更 第8条＞1
お客様は、以下のいずれかに該当する事実が⽣じたとき、またはそ
のおそれがあるときは、すみやかに弊社に通知しなければならない
ものとします。

第8条＞1
お客様は、以下のいずれかに該当する事実が⽣じたとき、またはそ
のおそれがあるときは、すみやかに弊社に通知しなければなりませ
ん。

7 変更 第9条＞1
弊社は以下の場合に、お客様に事前に通知することなく、かつお客
様の同意を得ることなく、弊社の裁量により、本規約を変更するこ
とができるものとします。

第9条＞1
弊社は以下の場合に、お客様に事前に通知することなく、かつお客
様の同意を得ることなく、弊社の裁量により、本規約を変更するこ
とができます。

8 変更 第9条＞2

弊社は第1項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効⼒発
⽣⽇2週間前までに、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内
容とその効⼒発⽣⽇を弊社ウェブサイトに掲載し、またはこれと同
等の⽅法によってお客様に周知するものとします。

第9条＞2

弊社は第1項による本規約の変更にあたり、変更後の本規約の効⼒発
⽣⽇2週間前までに、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内
容とその効⼒発⽣⽇を弊社ウェブサイトに掲載し、またはこれと同
等の⽅法によってお客様に周知します。

9 変更 第10条＞1
本規約に定めのない事項、または本規約の解釈について疑義が⽣じ
た場合は、お客様と弊社の間で信義誠実の原則にしたがって協議の
うえ解決するものとします。

第10条＞1
本規約に定めのない事項、または本規約の解釈について疑義が⽣じ
た場合は、お客様と弊社の間で信義誠実の原則にしたがって協議の
うえ解決します。

10 変更 第10条＞2 本規約は⽇本法に準拠し、解釈されるものとします。 第10条＞2 本規約は⽇本法に準拠し、解釈されます。

11 変更 第11条＞1
弊社またはお客様に以下の事由が⽣じたときは、催告その他の⼿続
きを要しないで、ただちに本規約を解除することができるものとし
ます。

第11条＞1
弊社またはお客様に以下の事由が⽣じたときは、催告その他の⼿続
きを要しないで、ただちに本規約を解除することができます。

サブスクリプション製品使⽤規約

改定前 改定後



1 変更 全体 ・及び 全体 ・および

2 変更 冒頭

サブスクリプション製品保守・サポートサービス規定（以下「本規
定」）は、お客様（個⼈/法⼈を問いません）と株式会社ゴードーソ
リューション（以下「弊社」）との契約であり、弊社は、サブスク
リプション製品使⽤規約（以下「使⽤規約」）に同意いただいたお
客様を対象として、本規定に基づき保守・サポートサービス（以下
「本サービス」）を提供するものとします。本サービスを使⽤する
ことによって、お客様が本規定のすべてに同意いただいたものとし
ます。

冒頭

サブスクリプション製品保守・サポートサービス規定（以下「本規
定」）は、お客様（個⼈/法⼈を問いません）と株式会社ゴードーソ
リューション（以下「弊社」）との契約であり、弊社は、サブスク
リプション製品使⽤規約（以下「使⽤規約」）に同意いただいたお
客様を対象として、本規定に基づき保守・サポートサービス（以下
「本サービス」）を提供します。本サービスを使⽤することによっ
て、お客様が本規定のすべてに同意いただいたものとします。

3 変更 第1条＞1＞A)
弊社ウェブサイトでの最新バージョン（メンテナンスリリース版）
の提供。

第1条＞1＞A)
弊社ウェブサイトでの最新バージョン（メンテナンスリリース）の
提供。

4 変更 第1条＞1＞D)
対象製品の使⽤に不具合が⽣じ、また弊社が提供した周辺機器
（ケーブル等）の故障がその原因と疑われた場合において、調査を
⾏う為に必要となる代替の周辺機器の貸出。

第1条＞1＞D)
対象製品の使⽤に不具合が⽣じ、また弊社が提供した周辺機器
（ケーブル等）の故障がその原因と疑われた場合や修理時における
代替品の貸出。

5 変更 第2条＞1

弊社は本規定に従い、お客様に電話、FAX、E-mail、弊社ウェブサイ
トおよびオンラインで本サービスを提供します。
電話   ： 053-465-0712
FAX   ： 053-465-0714
E-mail ： support@godo.co.jp
URL  ： https://www.godo.co.jp/

第2条＞1

弊社は本規定に従い、お客様に電話、FAX、E-mail、弊社ウェブサイ
トおよびオンラインで本サービスを提供します。
電話   ： 053-465-0712
FAX   ： 053-465-0714
E-mail ： support@godo.co.jp
ウェブサイト  ： https://www.godo.co.jp

6 変更 第2条＞2

電話、FAX、E-mailの提供時間は弊社営業⽇の10：00〜12：00、
13:00〜17：00とします。
なお、FAX、E-mailは24時間受信しますが、提供時間外に受信した
場合の回答は翌営業⽇以降とします。

第2条＞2

電話、FAX、E-mailの提供時間は弊社営業⽇の10：00〜12：00、
13:00〜17：00とします。
なお、FAX、E-mailは24時間受信しますが、17：00以降に受信した
場合の回答は翌営業⽇以降とします。

7 変更 第2条＞5 本サービスの提供期間は使⽤規約に準ずるものとします。 第2条＞5 本サービスの提供期間は使⽤規約に準じます。

8 変更 第3条＞1＞H) その他、対象製品に直接係らない事項。 第3条＞1＞H) その他、対象製品に直接関わらない事項。

9 変更 第3条＞2＞D) お客様事業所への出張による本サービス。 第3条＞2＞D) お客様事業所への出張による本サービスの提供。

10 変更 第6条＞2
弊社は、本サービスの使⽤または使⽤不能に起因する⼀切の損害に
ついて、直接的、間接的、予⾒できたか否かを問わず、賠償する責
任は負わないものとします。

第6条＞2
弊社は、本サービスの使⽤または使⽤不能に起因する⼀切の損害に
ついて、直接的、間接的、予⾒できたか否かを問わず、賠償する責
任は負いません。

11 変更 第7条＞1
お客様は、使⽤規約に付随し提供される本サービスに関する権利ま
たは義務を、第三者に譲渡してはならないものとします。

第7条＞1
お客様は、使⽤規約に付随し提供される本サービスに関する権利ま
たは義務を、第三者に譲渡してはなりません。

12 変更 第8条＞1

本規定に基づく取引を通じて知り得た相⼿⽅の営業上または技術上
のその他⼀切の情報（公知となっているものを除く）を、第三者に
漏洩してはならず、相⼿⽅の承諾を得ないで、第三者に開⽰しては
ならないものとします。また、弊社はお客様の承諾を得ないで、こ
れらを本サービスの提供以外の⽬的に使⽤いたしません。

第8条＞1

本規定に基づく取引を通じて知り得た相⼿⽅の営業上または技術上
のその他⼀切の情報（公知となっているものを除く）を、第三者に
漏洩してはならず、相⼿⽅の承諾を得ないで、第三者に開⽰しては
なりません。また、弊社はお客様の承諾を得ないで、これらを本
サービスの提供以外の⽬的に使⽤いたしません。

13 変更 第9条＞1
弊社は以下の場合に、お客様に事前に通知することなく、かつお客
様の同意を得ることなく、弊社の裁量により本規定を変更すること
ができるものとします。

第9条＞1
弊社は以下の場合に、お客様に事前に通知することなく、かつお客
様の同意を得ることなく、弊社の裁量により本規定を変更すること
ができます。

14 変更 第9条＞1＞B)
本規定の変更が、契約をした⽬的に反せず、かつ、変更の必要性、
変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照ら
して合理的なものであるとき。

第9条＞1＞B)
本規定の変更が、契約をした⽬的に反せず、かつ、変更の必要性、
変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に関わる事情に照
らして合理的なものであるとき。

15 変更 第9条＞2

弊社は第1項による本規定の変更にあたり、変更後の本規定の効⼒発
⽣⽇の2週間前までに、本規定を変更する旨および変更後の本規定の
内容とその効⼒発⽣⽇を弊社ウェブサイトに掲載し、またはこれと
同等の⽅法によってお客様に周知するものとします。

第9条＞2

弊社は第1項による本規定の変更にあたり、変更後の本規定の効⼒発
⽣⽇2週間前までに、本規定を変更する旨および変更後の本規定の内
容とその効⼒発⽣⽇を弊社ウェブサイトに掲載し、またはこれと同
等の⽅法によってお客様に周知します。

16 変更 第10条＞1
本規定に定めのない事項、または本規定の解釈について疑義が⽣じ
た場合は、お客様と弊社の間で信義誠実の原則にしたがって協議の
うえ解決するものとします。

第10条＞1
本規定に定めのない事項、または本規定の解釈について疑義が⽣じ
た場合は、お客様と弊社の間で信義誠実の原則にしたがって協議の
うえ解決します。

17 変更 第10条＞2 本規定は⽇本法に準拠し、解釈されるものとします。 第10条＞2 本規定は⽇本法に準拠し、解釈されます。

18 変更 第11条＞1
弊社またはお客様に以下の事由が⽣じたときは、催告その他の⼿続
きを要しないで、ただちに本規定を解除することができるものとし
ます。

第11条＞1
弊社またはお客様に以下の事由が⽣じたときは、催告その他の⼿続
きを要しないで、ただちに本規定を解除することができます。

19 変更 第11条＞1＞F) 災害その他により、本規定の履⾏を困難にする事由が⽣じたとき 第11条＞1＞F) 災害その他により、本規定の履⾏を困難にする事由が⽣じたとき 。

サブスクリプション製品保守・サポートサービス規定

改定前 改定後


