利用規約
第 1 条 本規約について
本規約は、株式会社コラボ(以下、当社といいます) と、当社が提供する「ホームページ作成・運営サービス」（以下「本サー
ビス」といいます）の提供を希望する者（以下、「利用希望者」）及び「本サービス」の提供を受けることができる者 (以下、「利
用者」といいます) に適用されるものとします。

第 2 条 本サービスについて
1. 「本サービス」とは、以下に定められるサービスをいいます。
（1）利用者のみが利用することができるものとします。
（2）当社が提供する「本サービス」は、別表 1 のとおりとします。
（3）当社は、「本サービス」の内容の全部または一部を追加及び廃止することができるものとします。

第 3 条 契約の申し込みについて
1. 「本サービス」の利用申し込みは、当社所定の「ホームページ作成・運営サービス申込用紙」の郵送または FAX 送信及
びあわせて提供されるテキスト原稿、画像等のデータの提供により行うこととします。
2. 当社は「本サービス」の利用希望者に対して、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。
3. 「本サービス」の利用希望者は、本規約を確認、同意した上で、当社所定の手続に従って利用契約の申し込みをするも
のとし、「本サービス」の利用希望者が申し込みを行った時点で、当社は、「本サービス」の当該利用希望者が利用規約の内
容を承諾しているものとみなします。

第 4 条 利用契約の成立について
1. 当社と利用者（利用希望者）との利用契約は、利用希望者からの利用契約の申し込みを当社が承認し、当社が所定の
料金を受領時に成立するものとします。
2. 申込み後にいただいた画像データ、画像原稿等は原則として返却をいたしません。

第 5 条 利用者が行う契約の解約について
1. 利用者は、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の方法によりその旨を当社に通知していただきます。当社は、
利用契約の解約通知を受け、速やかに「本サービス」提供を終了いたします。また、当社は、当社の判断により、解約をなし
た利用者の当該サイトおよびサイト内のデータを消去することができるものとします。
2. 本条に従い「本サービス」利用契約を解約する場合、当社は、既に支払われた利用料金を、一切払戻しいたしません。
3. 前項の場合において、その利用中に係る利用者の一切の債務は、利用契約の解除があった後においてもその債務が履

行されるまで消滅しません。

第 6 条 当社が行う契約の解約について
1. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、当社は、事前に催告することなく、直ちに当該利用
者等の利用資格を取消すことができ、利用契約を解約することができるものとします。
（1）第 11 条（禁止事項）の行為を行った場合
（2）当社への「ホームページ作成・運営サービス申込用紙」、その他通知内容等に虚偽記入または記入漏れがあった場合
（3）利用料金の支払債務の履行遅延または不履行があった場合
（4）第 14 条（本サービスの利用停止）の規定により「本サービス」の利用停止をされた利用者が、その事実を解消しない場
合
（5）利用者が法人の場合で次のいずれかに該当する場合
イ. 実際に従業員、事務所等が存在せず、実質的に業務が停止していると認められるとき
ロ. 差押え・仮差押え・仮処分・強制執行等を受けたとき
ハ. 手形・小切手が不渡りになったとき
ニ. 支払の停止があったとき、または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始
の申立てがなされたとき
ホ. 解散もしくは事業が廃止になったとき
へ. 公租公課の滞納処分を受けたとき
（6）その他、本規約に違反した場合
（7）その他、利用者として不適切と当社が判断した場合
2. 前項による解約の場合、当社は契約解約後速やかに「本サービス」提供を停止します。また当社は、当社の判断により、
当該サイトおよびサイト内のデータを消去することができるものとします。
3. 第 1 項の規定により利用契約が解約された場合、利用者は、その利用中に係る一切の債務につき当然に期限の利益を
喪失し、残存債務の全額をただちに支払うものとします。
4. 第 1 項の規定に従い利用契約が解約された場合、当該利用者は、利用契約期間の利用料金、及び支払遅延損害金等
の「本サービス」に関連する当社に対する債務 の全額を、当社の指示する方法で一括して支払うものとします。なお、この
場合、当社は、既に支払われた利用料金を、一切払戻し致しません。
5. 当社は、利用者に対し、利用契約期間中であっても、1 ヶ月前に当社が適当と判断する方法による通知をした上、利用契
約の一部または全部を解約し、終了させることができます。

第 7 条 本サービスの廃止について
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、「本サービス」の全部または一部を廃止するものとし、廃止日をもって利
用契約の全部または一部を解約することができるものとします。
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（1）廃止日の 30 日前までに利用者に通知した場合
（2）天変地変等不可効力により「本サービス」を提供できない場合
2. 前項に基づき、「本サービス」の全部または一部を廃止する場合、当社はすでに支払われている利用料金等のうち、廃
止する「本サービス」について提供しない日数に対応する額を日割計算にて利用者に返還するものとします。

第 8 条 契約期間について
1. 「本サービス」の契約期間は公開日の翌月１日から起算して、最低 1 年以上とします。
2. 利用規約の契約期間が終了する日（以下「契約終了日」とします）の 30 日前に、当社から契約更新の確認メールを配信
します。メールの内容に従い、契約更新手続きを行います。契約終了日までに利用契約者にて更新の手続きがない場合
は、契約終了日をもって、ログイン・サイト閲覧停止とし、契約は解除されます。

第 9 条 利用料金体系について
1. 「本サービス」の利用料金等については、下記のとおりとします。なお、当社は、サイト上の「料金表」並びにインフォメーシ
ョンのページにて予め告知することによって価格変更をできるものとします。
2. 利用者は、「本サービス」の当社から送付された請求にもとづき、その料金を当社に支払うものとします。
3. 利用者が当社に支払う利用料金の体系は、別表 2 のとおりとします。
4. 「本サービス」の利用に際して生じる利用料金、支払方法および期日等は、本規約で特段の定めがある場合を除き、当
社が別途定める内容に従うものとします。
5. 当社は、契約者の承諾を得ることなく、本規約第 24 条（利用者等への通知）で規定する方法を用いて事前に通知するこ
とにより、前項に定める料金及びその支払い方法等を変更することができるものとします。
6. 当社は、「本サービス」利用契約の終了その他事由の如何を問わず、既に支払われた利用料金を、一切払戻しいたしま
せん。
7. 利用者は、「本サービス」の提供に係る消費税等相当額を負担するものとします。

第 10 条 利用料金の支払いについて
1. 利用者は、公開日の翌月からの月額利用料金を月払いまたは年払い（一括）のいづれかを選択し、前払いにて支払うも
のとします。なお、公開日の属する月の月額利用料金は、無料とさせていただきます。
2. 利用者は、別段の定めがない限り、利用料金を銀行振込みで支払うものとします。
3. 利用者は口座振込を行う毎にこれらに係る手数料の支払いを要します。
4. 当社は、利用者の承諾を得ることなく、当社が適当と判断する方法で利用者に事前に通知することにより、前項に定める
料金及びその支払い方法等を変更することができるものとします。
5. 当社は、「本サービス」利用契約の終了、「本サービス」利用資格の取消、利用者資格の取消、その他事由の如何を問わ
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ず、既に支払われた利用料金を、一切払戻しいたしません。

第 11 条 禁止事項について
1. 利用者は、「本サービス」の利用にあたって以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
（1）他の利用者、第三者もしくは当社の著作権、商標権等の知的財産権その他の権利（肖像権、パブリシティ権を含むがこ
れに限らない）を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
（2）他の利用者、第三者もしくは当社の財産もしくはプライバシーを侵害するまたは侵害するおそれのある行為、もしくは名
誉を毀損するまたは毀損するおそれのある行為
（3）他の利用者、第三者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行為（利用契約等に違反して第三者に「本サービス」を
利用させる行為を含むがこれに限らない）、またはそれらのおそれのある行為
（4）「本サービス」の利用若しくは運営を妨げる行為（なお、「本サービス」の運用上他の利用者に重大な影響を与えるおそれ
があるものにつき、別紙 A にて定める）
（5）「本サービス」の信用を毀損する行為
（6）法令若しくは公序良俗に違反し、または当社若しくは第三者に不利益を与える行為（詐欺罪などの犯罪に結びつくまた
は結びつくおそれがある行為、わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為を
含むが、これに限らない）
（7）アカウント等を不正に使用する行為
（8）コンピュータウィルス等有害なプログラムを「本サービス」を通じてまたは「本サービス」に関連して使用し、もしくは提供す
る行為
（9）無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為
（10）第三者になりすまして「本サービス」を利用する行為
（11）その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様・目的でリンクを張る行為
2. 利用者は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、または該当する行為がなされる恐れがあ
ると判断した場合には、直ちに当社に通知するものとします。
3. 当社は、「本サービス」の利用に関して、利用者等の行為が第 1 項各号のいずれかに該当するものであること、または利
用者等の提供した情報が第 1 項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に利用者に通知する
ことなく、「本サービス」の全部または一部の提供を一時停止し、または第 1 項各号に該当する行為に関連する情報を削除
することができるものとします。但し、当社は、契約者等の行為または契約者等が提供または伝送する（契約者の利用とみ
なされる場合も含みます）情報（データ、コンテンツを含みます）を監視する義務を負うものではありません。

第 12 条 利用者への通知について
1. 当社から利用者への通知は、本条の定めにより行われるものとします。
2. 当社は、次の各号に定める事由が生じたときは、その旨を連絡先担当者に通知します。この場合、当社は、利用者が次
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項の通知を受けることができるよう、通知内容を当社のサイト上の適当な場所へ掲載するか、書面あるいは電子メール等の
当社が適当と判断する方法を用いて連絡先担当者に通知します。
（1）本規約の変更
（2）サービス内容、プランの追加または変更
（3）利用料金または利用時間の変更
（4）「本サービス」の利用中止
（5）「本サービス」の利用条件の変更
（6）その他、「本サービス」の提供条件の変更
3. 前項の規定に基づき、当社から利用者への通知を電子メールの送信または当社のサイトへの掲載の方法により行う場
合には、利用者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信または当社サイトへの掲載がなされた時点から効力を生
じるものとします。

第 13 条 本サービスの一時的な中断について
1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者への事前の通知または承諾を要することなく、「本サービス」
の提供を中断することができるものとします。
（1）本サービス用設備等のシステム拡張、メンテナンス、その他システムを提供するにあたり必要な事由によりシステムやサ
ーバ等のセンター設備の一部もしくは全部を停止させる場合
（2）本サービス用設備等の保守上または工事上やむを得ない場合
（3）本サービス用設備等の故障により保守を行う場合
（4）天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある場合
（5）本サービス用設備等の障害、故障により保守を行う場合
（6）運用上または技術上の理由でやむを得ない場合
（7）その他、当社が「本サービス」の提供の全部または一部を中断することが望ましいと判断した場合
2. 当社は、本サービス用設備等の定期点検を行うため、利用者に事前に通知の上、「本サービスの提供を一時的に中断で
きるものとします。
3. 当社は、前各項に定める事由のいずれかにより「本サービス」の提供できなかったことに関して利用者等またはその他の
第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負いません。

第 14 条 本サービスの利用停止について
1. 当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者への事前の通知若しくは催告を要することなく、
「本サービス」の全部または一部の提供を停止することができるものとします。
（1）第 11 条（禁止事項）に記載される行為を行った場合
（2）支払期日を経過してもなお利用料金を支払わない場合
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（3）第 15 条（権利者の著作権等について）及び第 16 条（当社の著作権について）の規定に違反した場合。
（4）特定の利用者による利用により運用上または技術上の支障が出る場合、及びその虞がある場合
（5）その他、利用契約等に違反した場合
（6）その他、当社が利用上不適当と判断する行為を行った場合
2. 当社は前項に基づく「本サービス」の提供の停止によって生じた利用者及び第三者の損害につき一切責任を負いませ
ん。
3. 当社は、第 1 項の規定により「本サービス」の利用停止をするときは、あらかじめその旨および理由、利用停止をする日
及び期間を連絡先担当者に通知します。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
4. 当社は、前各項に定める事由のいずれかにより「本サービス」の提供できなかったことに関して利用者等またはその他の
第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負いません。

第 15 条 権利者の著作権等について
1. 利用者は、「本サービス」を通じて提供されるいかなる情報についても、いかなる方法においても、権利者の許諾なくして
著作権法で定める利用者個人の私的使用の範囲を超えて使用することはできません。
2. 利用者は、「本サービス」を通じて提供されるいかなる情報についても、いかなる方法においても、権利者の許諾なく、第
三者をして使用させ、または公開させることはできません。
3. 本条の規定に違反して問題が発生した場合、利用者は、自己の費用と責任においてかかる問題を解決するとともに、当
社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。

第 16 条 当社の著作権等について
1. 当社は、「本サービス」を通じ、利用者に対し、ホームページのデザインテンプレートやコンテンツ、素材（以下「当社コンテ
ンツ」とします）を提供することがあります。当社コンテンツは、当社が著作権を有するものであり、利用者が「本サービス」の
利用に際して当社コンテンツを利用する場合に限り、その利用を許諾するものです。
2. 利用者は、「本サービス」の利用終了後は、ホームページ制作サービスで制作した著作物の利用はできません。

第 17 条 損害賠償の制限について
1. 債務不履行責任、不法行為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず、「本サービス」または利用契約等に関し
て、当社が利用者に対して負う損害賠償の範囲は、当社の責に帰すべき事由により、または当社が利用契約等に違反した
ことが直接の原因で契約者に現実に発生した通常の損害に限定され、当社の責に帰すことができない事由から生じた損
害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については当社は賠償責任を負わないものとしま
す。但し、次項に定める利用不能のために利用者に損害が発生した場合については、上記に加えて、利用者が利用不能と
なったことを当社が知った時刻から起算して 72 時間以上（休業日除く）利用不能の状態が継続したときに限り、以下に定め
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る額を超えない範囲で損害賠償義務を負うものとします。
（1）利用不能時間数を 24 で除した商（小数点以下の端数は切り捨て）に当該利用者の月額利用料金の 30 分の 1 を乗じて
算出した額
2. 前項にいう「利用不能」とは、利用者が「本サービス」を全く利用できない場合であり、以下の各号の場合をいいます。
（1）当社が「本サービス」を全く提供しない場合
（2）本サービス用設備の障害により利用者が「本サービス」を全く利用できない場合

第 18 条 免責について
1. 「本サービス」または利用契約等に関して当社が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、当社
は、以下の事由により利用者等に発生した損害については、債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の
如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
（1）天変地変、騒乱、暴動等の不可効力
（2）契約者設備の障害または本サービス用設備までのインターネット接続サービスの不具合等利用者の接続環境の障害
（3）本サービス用設備からの応答時間等インターネット接続サービスの性能値に起因する損害
（4）当社が第三者から導入しているコンピュータウィルス対策ソフトについて当該第三者からウィルスパターン、ウィルス定
義ファイル等を提供されていない種類のコンピュータウィルスの本サービス用設備への侵入
（5）善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備等への第三者による不正アクセスまたはアタック、
通信経路上での傍受
（6）当社が定める手順・セキュリティ手段等を利用者等が遵守しないことに起因して発生した障害
（7）本サービス用設備の内当社の製造に係らないソフトウェア（OS,ミドルウェア等）及びデータベースに起因して発生した損
害
（8）本サービス用設備のうち、当社の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
（9）電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
（10）刑事訴訟法第 218 条（令状による差押え・捜索・検証）、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強
制処分その他裁判所の命令若しくは法律に基づく強制的処分
（11）当社の責に帰すべかざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の障害
（12）再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき当社に過失などの帰責事由がない場合
（13）「本サービス」の他の利用者が、利用規約等の制限を超えた利用を行ったことに起因した障害
（14）その他当社の責に帰すべからざる事由
2. 当社は、利用者等が「本サービス」を利用することにより利用者と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わ
ないものとします。

第 19 条 機密保持について
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1. 当社は、「本サービス」遂行のため利用者より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、利用者が
特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明
記した情報（以下「秘密情報」とします）を第三者に開示または漏えいしないものとします。但し、利用者からあらかじめ書面
による承諾を受けた場合及び次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
（1）秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
（2）秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
（3）利用者から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
（4）利用契約等に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
（5）本条に従った指定、範囲の特定や、秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
2. 前各項の定めにかかわらず、当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づき、または権限ある官公署からの要求により開
示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または官公署に対し開示することができるものとします。この場合、当社
は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を利用者に通知するものとし、開示前に通知を行うことが出来ない
場合には開示後すみやかにこれを行うものとします。
3. 当社は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
4. 当社は、利用者より提供を受けた秘密情報を「本サービス」遂行の範囲内でのみ使用し、「本サービス」遂行上必要な範
囲で秘密情報を化体した資料等（以下、本条において「資料等」とします）を複製または改変（以下、本条において「複製等」
とします）することができるものとします。この場合、当社は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情
報として取り扱うものとします。なお、「本サービス」遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、予め利用者から書
面による承諾を受けるものとします。
5. 前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、再委託先に対して、再委託のために必要な範囲で、利用
者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。但し、この場合、当社は再委託先に対し
て、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等のものを負わせるものとします。
6. 当社は、利用者の要請があったときは資料等（複製等した秘密情報を含みます）を利用者に返還し、秘密情報が利用者
設備または本サービス用設備に蓄積されている場合には、これを完全に消去するものとします。
7. 本条の規定は、「本サービス」終了後、3 年間有効に存続するものとします。

第 20 条 管轄裁判所について
1. 本規約に定めのない事項および利用契約に関してお客様と当社との間で問題が生じた場合には、お客様と当社で誠意
をもって協議するものとします。
2. 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。

施行
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別表 1 本サービスについて
1. 「本サービス」とは、以下に定められるサービスをいいます。
（1）ホームページの開設(当社管理のホスティングサービス利用)を契約者の代理で行うサービス。
ドメイン名について
ホームページのドメイン名（URL）は、http://collabo-kids.○○○○.com となります。
※○○○○（の部分）については、ご希望の名称（アルファベット）をお伝えください（ホームページ作成シートに記入
欄がございます）。ただし、ドメイン名は先着順となります。名称が重複した場合には、ご希望に添えない場合がご
ざいます。

（2）ホームページ作成サービス
利用希望者からいただいたお申し込み及び「ホームページ作成シート」に従い、同ホームページ作成シートとあわせて提供さ
れるテキスト原稿、画像等のデータと、当社の提供する HTML によるデザイン・レイアウトデータ、および画像データ等と組み
合わせて ウェブコンテンツを作成するサービス。

（3）ホームページ運営サービス
上記（2）により作成された ウェブコンテンツの内容を、利用者からの指示にもとづき運営管理するサービス。サービス内容
は、下記に限定し、その他は別途料金とする。なお、更新希望日の 1 週間前までに、当社まで更新情報の提示を行うものと
する。また、お客様自身による当社サーバへの TP/telnet アクセスはご遠慮頂いております。
[1]お知らせ情報の更新サービス
週 1 度、Ａ4 版 2 枚までの情報を追加するサービス
[2]問い合わせメールアドレスの管理サービス

（4）ブログサービス
利用者が、ブログなどにより、保育日誌などのコンテンツを公開している、または、これから公開されるという場合には、ホー
ムページからのリンクをご用意するサービス。

別表 2 利用料金体系について
システム設定料

月額利用料

※ご契約時のみ

※年払い（一括）の場合には、２か月分をお値引きいたします。

ホームページ作成単独サービス

契約期間

10,500 円（消費税込み）

1 年間

5,250 円（消費税込み）

1 年間

52,500 円（消費税込み）
コラボ Kids 併用サービス
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