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ＰａｎｅｌＤｉｒｅｃｔｏｒ ｆｏｒ Ｃｌｏｕｄサービスパッケージ契約約款 
 

第１章 総則 

 

第１条（約款の適用） 

日本電気株式会社（以下「ＮＥＣ」といいます。）は、ＰａｎｅｌＤｉｒｅｃｔｏｒ ｆｏｒ Ｃ

ｌｏｕｄサービスパッケージ契約約款（以下「本約款」といいます。）を定め、これにより、Ｐ

ａｎｅｌＤｉｒｅｃｔｏｒ ｆｏｒ Ｃｌｏｕｄサービスを提供します。 

 

第２条（約款の変更） 

 ＮＥＣは、契約者の承諾を得ることなく本約款およびサービス仕様書を変更することがありま

す。この場合、本サービスの提供条件は、変更後の本約款およびＰａｎｅｌＤｉｒｅｃｔｏｒ ｆ

ｏｒ Ｃｌｏｕｄサービスパッケージ仕様書（特約条件が添付される場合はこれを含みます。）（以

下「サービス仕様書」といいます。）によります。 

 

第３条（協議） 

 本約款に記載のない事項で本サービスの提供の上で必要な細目事項については、別途契約者と

ＮＥＣとの協議によって決定するものとします。 

 

第４条（用語の定義） 

本約款において、次の各号の用語の意味は、当該各号に定める通りとします。 

(1) 「本サービス」とは、ＮＥＣが、ＰａｎｅｌＤｉｒｅｃｔｏｒ ｆｏｒ Ｃｌｏｕｄサービス用

設備の全部または一部を契約者の利用に供するクラウドサービスをいい、その詳細は「サービ

ス仕様書」に定めるものとします。 

(2) 「ＰａｎｅｌＤｉｒｅｃｔｏｒ ｆｏｒ Ｃｌｏｕｄサービス用設備」とは、ＮＥＣが、契約者

を含むＮＥＣの顧客に本サービスを提供するためにＮＥＣのデータセンター内に設置された

設備をいい、ネットワーク機器、本サービスのためのアプリケーション・プログラムその他の

ソフトウェアおよび当該ソフトウェアを搭載したコンピュータ、その他本サービスを提供する

ために必要な諸設備をいいます。 

(3) 「クラウド端末」とは、本サービスを通してコンテンツを配信、表示するためのセットトップ

ボックス（ＳＴＢ）等の端末および搭載されるソフトウェア等をいい、「サービス仕様書」に

おいてＮＥＣが指定する条件を満たすものをいいます。 

(4) 「コンテンツ」とは、電子化された、写真・画像・音楽・音声・映像・テキスト等のものをい

います。 

(5) 「初期作業」とは、ＰａｎｅｌＤｉｒｅｃｔｏｒ ｆｏｒ Ｃｌｏｕｄサービス用設備において、

契約者に対する本サービス提供のために、ＮＥＣがパラメータ項目等を設定する作業をいいま

す。 

(6) 「本サービス契約」とは、ＮＥＣから本サービスの提供を受けるための本約款に基づく契約を

いいます。 

(7) 「契約者」とは、ＮＥＣと本サービス契約を締結している者をいいます。 

(8) 「利用者」とは、契約者の役員または従業員のうち、契約者が本サービスを利用させる者をい

います。 

(9)「コンテンツ取得用端末アプリケーション」とは、利用者がクラウド端末においてコンテンツ

を取得するために必要となるソフトウェアプログラムであって、本サービス契約締結後、ＮＥ

Ｃ所定の方法によりＮＥＣが契約者に提供するものをいいます。 

 (10)「関連資料」とは、本サービスの利用説明書であって、ＮＥＣが電子データ等ＮＥＣ所定の形

態により契約者に提供するものを言います。 
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第２章 サービスの内容 

 

第５条（初期作業） 

ＮＥＣは、契約者の申込書に基づき、初期作業を実施します。 

２．初期作業には、次の各号に定める作業は含まれません。 

(1) 本サービスを提供するための契約者の要件定義にかかる作業 

(2) 現行の契約者の業務の調査および分析 

(3) 本サービスを提供した場合の契約者の業務の変更点にかかる調査、分析および設計 

(4) 本サービス利用に伴う契約者の業務運用の方式設計 

(5) クラウド端末の設置・工事にかかる作業 

(6) ユーザデータ移行、各種登録等の準備作業 

(7) その他ＰａｎｅｌＤｉｒｅｃｔｏｒ ｆｏｒ Ｃｌｏｕｄサービス用設備外での一切の作業 

 

第６条（本サービス） 

本サービスは、全ての契約者に共通して提供する標準サービスおよび契約者の選択により提供す

るオプションサービスから構成され、その詳細については、サービス仕様書に定めるとおりとしま

す。 

２．ＮＥＣは、契約者が本約款に基づきＮＥＣに申し込み、ＮＥＣが承諾したサービスを提供します。 
３．本サービスには、次の各号に定める事項は含まれません。 

(1) データ移行、各種登録等の準備作業 

(2) クラウド端末の調達、設定、接続テスト等に係る作業 

(3) クラウド端末の運用、保守等に係る作業 

(4) サービス仕様書に定めのないアプリケーション、ならびに当該アプリケーションの評価、導

入、運用、保守等に係る一切の作業 
(5) ＰａｎｅｌＤｉｒｅｃｔｏｒ ｆｏｒ Ｃｌｏｕｄサービス用設備外のネットワークに係る一

切の作業 
(6) その他、サービス仕様書に明示的に記載のない一切の事項 

 

第７条（本サービスの提供時間） 

契約者が本サービスの提供を受けることができる時間は、サービス仕様書に定めるとおりとし

ます。ただし、第２３条（提供中止）に定める中止時間およびＮＥＣが別途定めるＰａｎｅｌＤ

ｉｒｅｃｔｏｒ ｆｏｒ Ｃｌｏｕｄサービス用設備に係る保守に要する時間については、当該本

サービスの提供時間から除くものとします。 

 

第８条（利用区域） 

クラウド端末を通して本サービスを利用できる区域は日本国内に限ります。 

 

 

第３章 契約 

 

第９条（契約の申込） 

契約者は、本サービスの提供を希望する場合、本約款に同意のうえ、次の各号の事項を記載し

たＮＥＣ所定の「ＰａｎｅｌＤｉｒｅｃｔｏｒ ｆｏｒ Ｃｌｏｕｄサービス利用申込」（以下「本

サービス利用申込」といいます。）をＮＥＣに提出するものとします。 

(1) 本サービス契約への申込者の法人名、氏名、住所 

(2) サービス開始希望日 

(3) その他「本サービス利用申込書」所定の記載事項 

 

第１０条（契約申込の承諾） 

本サービス契約は、前条に定める申込に対し、ＮＥＣが承諾したときに成立します。 

２．ＮＥＣは、次の各号の場合には、本サービス契約の申込を承諾しない場合があります。 

(1) 本サービス契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合 
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(2) 過去に不正利用等により本サービス契約（その他ＮＥＣが提供するサービス契約を含みま

す。）の解除または本サービス（その他ＮＥＣが提供するサービスを含みます。）の利用を

停止されていることが判明した場合 

(3) 前各号に定めるほか、本サービス契約の申込を承諾することが、技術上またはＮＥＣの業務

の遂行上著しい支障があるとＮＥＣが判断した場合 

 ３．本約款、サービス仕様書、および本サービス契約の内容に相違がある場合は、以下の順で優先

的効力を有するものとする。 

     ① 本サービス利用申込 

     ② サービス仕様書 

     ③ 本約款 

 

第１１条（有効期間） 

   本サービス契約の有効期間は、本サービスの利用開始日が属する月の翌月初日から、購入した

パッケージのサービス月数を加算した月末日までとします。ただし、有効期間満了月の１０日以

前までに、契約者から延長パッケージ購入情報の提供があった場合は、更に１２ヶ月間延長する

ものとし、以後この例によるものとします。 

２．サービス開始後は有効期間途中の解約はできません。 

 

第１２条（利用者等） 

契約者は、利用者を除く第三者に対して本サービスを利用させてはなりません。 

２．契約者は、利用者による本サービスの利用について一切の責任を負うものとします。 

３．契約者は、本サービスに関してＮＥＣから通知を受けた事項を、遅滞なく本サービスの利用者

に通知するとともに次の各号に定める義務を負うものとします。 

(1) 利用者に本約款に基づく本サービスの利用条件を説明し、本サービスの利用者の遵守義務

を遵守させること 

(2) 利用者の本サービスの利用に係る費用その他の債務について責任を負うこと 

４．契約者は、本サービスの利用に関して利用者が遵守義務に違反した場合、速やかに当該違反状態

を是正するものとします。利用者が違反した日から１０日間経過後も当該違反状態が是正されな

い場合、ＮＥＣは、第２１条（提供停止）、第２２条（解除）その他の条項に従った措置を取る

ことがあります。 

 

第１３条（テナントＩＤ等） 

ＮＥＣは、本サービスの運用管理ツール機能を利用するためにテナントＩＤ、ユーザーＩＤお

よびパスワードは、別途ＮＥＣの定める規定に従い契約者にこれを交付します。 

２．契約者は、第三者に対して、テナントＩＤ、ユーザーＩＤおよびパスワードを開示しまたは漏

洩してはなりません。 

３．契約者は、テナントＩＤ、ユーザーＩＤおよびパスワードの管理および使用について責任を負

うものとします。 

４．テナントＩＤ、ユーザーＩＤおよびパスワードによる本サービスの利用その他の行為は、サー

ビス仕様書に特段の定めがない限り、全て契約者による利用とみなすものとします。契約者は、

かかる利用に起因して発生した一切の代金、費用その他の債務を負担し、かつ契約者および第三

者が被った損害についてＮＥＣを免責するとともに、ＮＥＣが被った損害を賠償するものとしま

す。ただし、ＮＥＣの故意または過失によりテナントＩＤ、ユーザーＩＤおよびパスワードが第

三者に利用された場合はこの限りではありません。 

 

第１４条（クラウド端末等） 

契約者は、本サービスの利用のために必要となるクラウド端末を、自らの費用と責任において

準備し、当該クラウド端末が正常に稼動するよう維持管理するものとします。 

２．ＮＥＣは、本サービスの保守、運用または技術上必要と判断した場合、必要最小限の範囲で契

約者が本サービスにおいて利用する情報について監視、履歴情報等の取得、保存、分析、調査そ

の他の必要な行為を行うことができるものとし、契約者はあらかじめこれを承諾するものとしま

す。ただし、係る規定はＮＥＣの監視義務および管理責任を規定したものではありません。 
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第１５条（資料の取り扱い） 

契約者は、本サービスに関連してＮＥＣから提供される資料（以下「本資料」という。）があ

る場合、これを次の各号に定める条件に従い使用するものとします。 

(1) 本サービスの利用の目的以外に使用しないこと 

(2) 複製または改変する場合は、あらかじめＮＥＣの書面による承諾を得ること 

(3) 著作権その他の知的財産権がＮＥＣまたは正当な権利者に帰属することを承諾すること 

(4) ＮＥＣの承諾無く第三者に開示または提供しないこと 

(5) 本資料に記載されているＮＥＣまたは第三者の著作権その他の権利表示を削除または変更

しないこと 

(6) 特にＮＥＣが指定する資料については、当該資料に関する本サービス契約の終了後または

ＮＥＣの要求時直ちにＮＥＣに返却しまたは破棄すること 

 

第１６条（初期作業の実施） 

ＮＥＣは、契約者が提出した本サービス契約の本サービス利用申込書に基づき、初期作業を実

施します。 

２．ＮＥＣは、初期作業が終了した場合、ＮＥＣ所定の「ＰａｎｅｌＤｉｒｅｃｔｏｒ ｆｏｒ Ｃ

ｌｏｕｄサービス設定完了通知書」（以下「本サービス設定完了通知書」という。）により遅滞

無く契約者に通知します。第１３条（テナントＩＤ等）に定めるテナントＩＤ、ユーザーＩＤお

よびパスワードの交付をもって設定完了通知は完了したものとします。 

３．契約者は、前項の通知を受けた日から７日以内に、本サービスの利用が可能であることを確認

するものとします。 

４．第３項の確認の結果が不良であった場合、契約者は書面によりＮＥＣにその旨を通知するもの

とします。ＮＥＣは当該通知受領後、契約者が指定する期限までに初期作業を再度実施し、第３

項に定める契約者の確認を受けるものとします。 

 

第１７条（契約終了後の措置） 

契約者は、本サービスの提供期間の終了日までに、本サービスに関してＰａｎｅｌＤｉｒｅｃ

ｔｏｒ ｆｏｒ Ｃｌｏｕｄサービス用設備に保存されたユーザ情報、およびクラウド端末に搭

載・複製されたコンテンツ取得用端末アプリケーションを削除するものとします。なお、ＮＥＣ

は本サービスの提供期間の終了後直ちに、かかるユーザ情報を削除することができるものとしま

す。 

２．本サービスの終了に際して、契約者がＰａｎｅｌＤｉｒｅｃｔｏｒ ｆｏｒ Ｃｌｏｕｄサービス

用設備に保存されているユーザ情報の抽出を希望する場合、ＮＥＣは、別途ＮＥＣが定める条件に

より有償にてこれを行います。 

 

 

第４章 権利の譲渡および承継等 

 

第１８条（権利および義務の譲渡） 

契約者は、事前にＮＥＣの書面による承諾を得ることなく、本サービス契約により生じる権利

もしくは義務の全部または一部を、第三者に譲渡しまたは引き受けさせ、あるいは担保権の設定

その他の方法により処分してはならないものとします。 

２．ＮＥＣは、契約者に何ら通知を行うことなく、ＮＥＣが当該契約者から料金等（延滞利息を含み

ます。）の支払を受ける権利の全部または一部を、ＮＥＣが代金等の回収代行業務を委託する第三

者（以下「回収代行業者」といいます。）に譲渡できるものとします。またＮＥＣは、回収代行業

者に譲渡した当該権利の全部または一部について、かかる譲渡を取り消し、または回収代行業者か

ら再譲渡を受けることができるものとします。 

第１９条（契約者の地位の承継） 

契約者は、事前にＮＥＣの書面による承諾を得ることなく、本契約における契約者の地位を第

三者に承継させてはならないものとします。 
２．契約者は、その商号または住所に変更があったときは、速やかにその旨をＮＥＣに届け出るもの

とします。 
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第５章 利用の停止および契約の解除 

 

第２０条（禁止事項） 

契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に規定する事項を行ってはなりません。 
(1) 有害なコンピュータプログラム等を使用、送信または第三者が受信可能な状態におく行為 

(2) ＮＥＣまたは第三者の著作権その他の無体財産権を侵害する行為（ＰａｎｅｌＤｉｒｅｃ

ｔｏｒ ｆｏｒ Ｃｌｏｕｄサービス用設備を構成するソフトウェアをリバースエンジニ

アリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルする行為を含みます。） 

(3) 第三者のテナントＩＤ、ユーザーＩＤおよびパスワードを不正に取得もしくは使用し、ま

たは第三者もしくは自己のテナントＩＤ、ユーザーＩＤおよびパスワードを不正にその他

の第三者に使用させる行為 

(4) 非居住者に対する輸出の手段として本サービスを利用する行為 

(5) 本サービスによりアクセス可能な情報を権限無く改ざんまたは消去する行為 

(6) 不正アクセスまたは不正アクセスに結びつく行為 

(7) 不正な手段により第三者になりすます行為 

(8) ＮＥＣまたは第三者の通信、電気通信設備の作動を妨害し、過大な負荷を生じさせまたは

利用もしくは運営に重大な支障を与える行為（事前にＮＥＣの書面による承諾を得ない、

契約者サービスに関するセキュリティ診断または負荷試験を含みます。） 

(9) 前各号のいずれかに該当する行為を助長または幇助し、または該当する虞があるとＮＥＣ

が判断する行為もしくはこれに類する行為 

(10)その他本サービスの運営を妨げるとＮＥＣが判断する行為 

２．契約者は、前項各号のいずれかに該当する行為が、利用者によってなされたことを知った場合、

または第１３条（テナントＩＤ等）に違反してテナントＩＤ、ユーザーＩＤまたはパスワードを第

三者に漏洩した場合、直ちにＮＥＣに通知するものとします。 

３．ＮＥＣは、契約者の行為が第１項各号のいずれかに該当する場合、またはそのおそれがあると判

断した場合、事前に契約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。ただし、か

かる定めはＮＥＣによる情報の管理、監視または削除等の義務を規定したものではありません。 

４．ＮＥＣは、前項の処置を取ることが技術的に不可能な場合、契約者に対して第１項各号に該当す

る行為に関連する情報を削除するよう要請することができ、契約者はかかる要請に遅滞なく応じる

ものとします。 

５．ＮＥＣは、前項の権利の行使に代えてまたは権利の行使と共に、契約者に対して事実確認、説明

依頼、再発防止、および第三者からの請求等があった場合には当該第三者との調整を要請すること

ができるものとします。 

 

第２１条（提供停止） 

ＮＥＣは、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、契約者に対する本サービスの全部ま

たは一部の提供を停止することがあります。 

(1) 本約款の条項の一に違反した場合 

(2) 第２０条(禁止事項)第３項の規定により、本サービスを停止するとき。 

(3) 第２２条（解除）第１項各号のいずれかに該当する場合 

(4) 契約者または第三者の行為によりＰａｎｅｌＤｉｒｅｃｔｏｒ ｆｏｒ Ｃｌｏｕｄサービ

ス用設備に関するＮＥＣの業務に著しい支障を来したとき、またはそのおそれのあるとき。 

２．ＮＥＣは、前項の規定により本サービスの提供を停止する場合には、あらかじめその理由、提供

停止をする日および期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ないとＮＥＣが判断すると

きは、この限りではありません。 

 

第２２条（解除） 

ＮＥＣは、契約者が次の各号の一に該当する場合、何らの催告も要せず本サービス契約の全部

または一部を解除することがあります。 
(1) 本約款の条項の一に違反する場合または違反するおそれがある場合、当該違反に関する書

面による催告後その是正が十分になされないとき 
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(2) 金銭債務の支払に遅滞したとき 

(3) ＮＥＣに対する背信行為があったとき。 

(4) 監督官庁より営業停止処分または営業免許もしくは営業登録の取消処分を受けた場合 

(5) ＮＥＣが契約者に対する債権保全上必要と認めた場合 

(6) 差押、仮差押、仮処分、競売の申立もしくは租税滞納処分その他公権力の処分を受け、ま

たは破産、会社更生手続もしくは民事再生手続の申立がなされ、または自ら破産、会社更

生手続もしくは民事再生手続の申立をしたとき 

(7) 自ら振出しもしくは引き受けた手形もしくは小切手につき不渡処分を受ける等、支払停止

状態に至ったとき 

(8) 公租公課の滞納処分を受けたとき 

(9) 解散、営業の廃止、または清算の決議をしまたは手続きに入った場合 

(10) 前三号のほかその財産状態が悪化し、またはその虞があると認められる相当の理由がある

とき 

(11) その他本サービス契約を継続し難い重大な事由が発生したとき。 

２．契約者が第２０条（禁止事項）第１項各号の定めに違反し、ＮＥＣによるユーザ情報の削除また

は本サービス提供の停止を受けたにもかかわらず、同様の違反行為が繰り返し行われた場合、また

は「本サービス利用申込書」その他ＮＥＣに対して通知した内容に虚偽の記載があった場合、ＮＥ

ＣはＮＥＣ所定の方法により契約者に通知することにより、本サービス契約の全部または一部を直

ちに解除することができるものとします。 

３. 契約者において第１項各号の一または前項に該当する事由が生じた場合、契約者は、ＮＥＣに対

する一切の支払債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに現金でＮＥＣに支払うものとします。 

４．本サービスに必要な製品、部品、サービス等を提供する第三者がそのサービス提供を廃止しまた

は提供不能に陥るなどの理由により本サービス提供が著しく困難な事態に陥った場合、ＮＥＣは速

やかに契約者に通知して本サービス契約を解除することがあります。 
５．ＮＥＣは、ＮＥＣの判断により本サービスを廃止することがあります。その場合、ＮＥＣは、契

約者に対し、廃止する日の１２ケ月前までに、その旨を通知するものとし、当該本サービスに関す

る本サービス契約は、当該サービス廃止日をもって終了するものとします。 

 

 

第７章 保守 

 

第２３条（提供中止） 

ＮＥＣは、次の場合には、契約者に対する本サービスの全部または一部の提供を中止すること

ができるものとします。 

(1) ＰａｎｅｌＤｉｒｅｃｔｏｒ ｆｏｒ Ｃｌｏｕｄサービス用設備の保守上または工事上や

むを得ないとき。 

(2) 第２４条（通信利用の制限）の規定により、通信利用を制限するとき。 

(3) 本サービス用通信回線を提供する電気通信事業者が電気通信サービスを中止したとき。 

２．ＮＥＣは、前項の規定により本サービスの提供を中止する場合には、あらかじめ契約者に通知し

ます。ただし、緊急やむを得ないとＮＥＣが判断するときは、この限りではありません。 

 

第２４条（通信利用の制限） 

ＮＥＣは、電気通信事業法第８条に基づき、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発

生する虞がある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩

序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容

とする通信を優先的に取り扱うため、本サービスの提供を中止する措置をとることができるもの

とします。 
 

第２５条（事故対応） 

契約者は、本サービスの提供を受けることができなくなった場合、クラウド端末に搭載もしくは

接続された、ＮＥＣ以外の第三者製ソフトウェアおよびハードウェア、または契約者のクラウド端

末利用環境に故障もしくは不具合のないことを確認の上、その旨を契約者のうち、あらかじめ定め

る者が、ＮＥＣに通知するものとします。 
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２. ＮＥＣは、ＰａｎｅｌＤｉｒｅｃｔｏｒ ｆｏｒ Ｃｌｏｕｄサービス用設備に障害または損傷が

生じ、本サービスの提供ができなくなったことを知った場合、その旨を契約者に通知し、速やかに

サービス用設備を修理しまたは復旧するものとします。 

３. 前２項のほか、契約者は、本サービスの不具合、障害発生の事実または本サービスの提供に支障

を来しまたはそのおそれがある事実を知った場合、遅滞なくＮＥＣに通知するものとします。 

 

第２６条（バックアップ） 

ＮＥＣは、本約款に別段の定めがない限り、本サービスに関して利用者が利用する情報（以下「ユ

ーザ情報」という。）の保護を目的とするバックアップを行いません。 

 

第２７条（コンテンツの正常性） 

ＮＥＣは、本約款に別段の定めがない限り、本サービスに関して利用者が利用するコンテンツ

の保護を目的とするコンテンツの正常性の確認を行いません。 

２．契約者は、コンテンツを保護するため、本約款に別段の定めがない限り、契約者の判断と責任で、

ウィルスチェック、再生確認など、コンテンツの正常性を確保しなければなりません。 

 

第２８条（問い合わせ対応時の情報の参照） 

ＮＥＣは、契約者のうちあらかじめ定める者からの問い合わせがあった場合、その対応にあた

っては、ＮＥＣの問い合わせ対応担当者が必要に応じて、以下の情報を参照します。 

なお、参照した情報に関しては、その対象となる契約者への問い合わせ対応、サービス向上以

外の目的で利用することはありません。 

  ・ＰａｎｅｌＤｉｒｅｃｔｏｒ ｆｏｒ Ｃｌｏｕｄサービス用設備に保存されたコンテン

ツなど本サービスに関して利用者が利用する情報 

  ・利用者のクラウド端末に搭載・保存された情報 

  ・その他問い合わせ対応において必要となる情報 

 

 

第８章 責任 

 

第２９条（責任） 

ＮＥＣは、本約款の定めに従い善良なる管理者の注意をもって誠実に本サービスを提供します。 

２．ＮＥＣは、本サービスを提供する権原を保有していること、およびサービス仕様書に記載された

内容で本サービスが提供されることを保証します。 

３．ＮＥＣが本サービスを提供すべき場合において、ＮＥＣの責めに帰すべき事由により本サービス

を提供しなかった場合、本サービスを提供しなくなった時点から起算して、サービス仕様書に基づ

く１日あたりのサービス提供時間（２４時間、以下「単位時間」という。）以上その状態が継続し

たときに限り、単位時間あたり、月額料金相当分の１／３０（単位時間の倍数である部分に限る。）

が、当該月の月額利用料金相当分を上限に、減額されるものとします。なお、サービス仕様書に定

めるサービス提供時間帯外の時間は、かかる「継続」の要件を妨げず、また、本項の時間計算にお

いては算入しないものとします。本項による減額は、第５項による賠償責任を縮減させるものでは

ありません。 

４．ＮＥＣが初期作業に起因しまたは関連して契約者に対して負担する損害賠償責任の範囲は、請

求原因の如何にかかわらず、契約者が現実に被った直接かつ通常の損害に限るものとし、かつ、

当該損害発生の直接の原因となった初期作業に係る本サービス契約に定める料金の金額を上限と

します。なお、逸失利益および第三者の請求に基づく損害は賠償の範囲に含まれません。 

５．ＮＥＣが本サービスに起因しまたは関連して契約者に対して負担する損害賠償責任の範囲は、

請求原因の如何にかかわらず、契約者が現実に被った直接かつ通常の損害に限るものとし、かつ、

当該損害発生の直接の原因となった本サービスに対し、契約者が実際に支払った直近の１ケ月分

の月額料金の金額を上限とします。なお、逸失利益および第三者の請求に基づく損害は賠償の範

囲に含まれません。 

６．契約者の損害賠償請求権は、損害発生の日から１年以内に行使しなければ消滅するものとしま

す。 
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第３０条（保証の排除） 

ＮＥＣは、サービス仕様書に別段の定めがある場合を除き、次の各号を保証しません。 

(1) 本サービスが中断することなく提供されること 

(2) 本サービスを利用して契約者が提供または送信する情報の内容等 

(3) 本サービスが契約者の業務または事業活動において一定の目的を達成すること 

(4) セキュリティホール等の脆弱性が完全に排除されること、不正アクセス等の侵入による情

報漏洩が完全に防止されること、本サービスで使用するデータが常に正確であること、本

サービスに瑕疵が全く存在しないこと 
(5) 本サービスを構成するソフトウェアプログラムに誤り、欠陥等がないこと 

 

第３１条（免責事項） 

ＮＥＣは、サービス仕様書において特に定める場合を除き、次の各号に定める事由により契約

者または第三者に発生した損害について何らの責任を負わないものとします。 

(1) 地震、台風、洪水、異常気象などの天災地変および火災、停電、戦争、暴動、テロ、集団

的疫病、政府の規制、法令改正その他の不可抗力ならびに合理的にＮＥＣの管理不能な事

由により発生した損害 

(2) 本サービスを利用するための契約者の環境における不具合、不備または障害等に起因する

損害 

(3) 契約者の情報の送信遅延、誤送、消失、毀損、改竄、漏洩または利用不能により発生した

損害 

(4) サービス仕様書に定める範囲外の未知のウイルスまたは未知の手法による不正アクセスま

たは情報漏洩、通信系路上での傍受その他類似行為に起因する損害 

(5) 本約款においてＮＥＣが定める遵守事項に違反し、またはサービス仕様書その他の操作手

順を遵守しないことに起因して発生した損害 

(6) ＰａｎｅｌＤｉｒｅｃｔｏｒ ｆｏｒ Ｃｌｏｕｄサービス用設備のうち、第三者が提供す

るハードウェア、ソフトウェアおよびデータベースに起因して発生した損害 

(7) 本サービスにより蓄積された契約者の情報の保管、保存またはユーザ情報のバックアップ

等に関する損害 

(8) 電気通信事業者の提供する電気通信回線または電気通信サービスに起因して発生した損害 

(9) 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の処分その他裁判所の命令もしくは法令または官公署の

権限に基づく強制的な処分 

(10) その他ＮＥＣの責に帰すべからざる事由 

 

第３２条（紛争に関する免責） 

契約者は、本サービス利用に関連する契約者の行為を原因として第三者に対して損害を与え、

または第三者からＮＥＣに対し何らかのクレーム、要求、訴訟その他の方法による請求（以下「紛

争等」といいます。）が提起された場合、自らの費用と責任において当該紛争等の解決に当たる

ものとし、ＮＥＣを一切免責するものとします。なお紛争等に関連してＮＥＣに損害が発生した

場合、契約者はこれを賠償する責任を負うものとします。 

 

 

第９章 雑則 

 

第３３条（再委託） 

ＮＥＣは、本サービスの提供および初期作業の実施のために合理的に必要な範囲内で、当該業

務の全部または一部を再委託（再々委託を含む。）することができるものとします。この場合、

ＮＥＣは、当該再委託先に本約款に基づくＮＥＣの義務を遵守させると共に、当該再委託先の行

為につき契約者に対して責任を負うものとします。 

 

第３４条（知的財産権） 

本約款に特に定める場合を除き、ＮＥＣまたは第三者が権利を有する著作権、商標権、意匠権、

特許権その他の知的財産権に関し、契約者に何らの権利も譲渡または許諾するものではありませ
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ん。 

２．本サービス遂行の過程で行われた発明、創作等によって生じた特許権、著作権その他の知的財産

権については、その発明、創作等が契約者またはＮＥＣのいずれかの単独で行われたときは、当該

知的財産権はそれを行った当事者に帰属し、共同で行われたときは持分均等で契約者およびＮＥＣ

に共有で帰属するものとします。なお、ＮＥＣは、契約者の同意を得ることなく、かつ何らの拘束

を受けることなく、自由に共有著作物を利用し、第三者に利用許諾することができるものとします。 

 

第３５条（秘密保持） 

契約者およびＮＥＣは、本サービス契約の履行に関連して知り得た相手方の営業上、技術上そ

の他の情報であって開示の際に相手方より書面で秘密であると明確に指定された情報および関連

資料（以下「秘密情報」といいます。）について、本サービス契約の有効期間中のみならず本サー

ビス契約終了後も３年間は第三者に開示または漏洩してはならないものとします。 

２．前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報は秘密情報に含まれないものとします。 

(1)開示を受けた際、秘密保持義務を負うことなく既に自己が保有している情報 

(2)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報 

(3)相手方の秘密情報を使用することなく独自に開発した情報 

(4)本契約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 

３．契約者およびＮＥＣは、秘密情報（関連資料を除きます。）を、当該秘密情報を知る必要のある

自己の役員および従業員のみに開示するものとし、当該役員および従業員に対して本契約に基づき

自己に課された秘密保持義務と同等の義務を課すものとします。 

４．契約者は、関連資料を利用者のみに開示するものとし、当該利用者に対して本契約に基づき自己

に課された秘密保持義務と同等の義務を課すものとします。 

５．契約者およびＮＥＣは、相手方の秘密情報を相手方の承諾を得た場合に限り本サービス契約の履

行に必要な範囲で複製し、改変することができるものとします。ただし、契約者は、ＮＥＣの承諾

を得ることなく、関連資料を本サービス契約の履行に必要な範囲において複製することができるも

のとします。 

６．第１項の規定にかかわらず、ＮＥＣは、第３３条（再委託）に基づく再委託先に対し本サービス

の提供を目的とする範囲で、秘密情報を開示し利用させることができるものとします。この場合、

ＮＥＣは、本約款に基づき自己の負担する秘密保持義務と同等の義務を当該再委託先に負担させる

責任を負うものとします。 

７. 契約者およびＮＥＣは、本条に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をも

って相手方の秘密情報を管理するものとします。 

８. 契約者およびＮＥＣは、事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、相手方の秘密情報を本

サービス契約の履行以外の目的で一切使用してはならないものとします。 

９．第１項の規定にかかわらず、ＮＥＣは、法令の定めに基づきまたは権限ある官公署の要求があっ

た情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対して開示することができるものと

します。この場合ＮＥＣは、関連法令に反しない限り、あらかじめ契約者に通知するよう努めるも

のとします。 

１０．ＮＥＣは、サービス仕様書に記載する本サービスを構成するソフトウェアプログラムの使用許

諾元から要請があった場合、契約者の情報（名称、所在地等）を、当該使用許諾元に開示すること

ができるものとします。 

 １１．契約者およびＮＥＣは、本サービス契約が終了した場合または相手方から要求のあった場合に

は、秘密情報およびその複製物を直ちに返還または廃棄するものとします。 

 

第３６条（準拠法） 

本約款に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。 

 

第３７条（合意管轄） 

本約款に関連して生じた契約者とＮＥＣ間の紛争については、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 


