
 1 

ＮＴＳ・Ｄ・Ｐ（ネット・トレイン・サービス データプロバイド）サービス利用規約 

 

 

第１章 総則 

 

第１条 （利用規約の適用） 

1．ネット・トレイン・サービス株式会社（ 以下「当社」とします） は、この「ＮＴＳ・Ｄ・Ｐ（ネット・トレイン・サー 

ビス データプロバイド）サービス利用規約」（以下「利用規約」とします）を定め、これにより「ＮＴＳ・Ｄ・Ｐ 

（ネット・トレイン・サービス データプロバイド）」（以下「本サービス」とします）を提供します。 

2．利用規約は、本サービスの契約者に対して適用するものとします。 

 

第２条 （定義） 

利用規約において、次の用語は、それぞれ次の意味で使用します。 

①利用契約 

利用規約に基づき当社と契約者との間で締結される、本サービスの提供に関する契約 

②契約者 

当社と利用契約を締結し、本サービスの提供を受ける者 

③法人データ 

当社と契約者との間で締結された本サービスの利用契約に基づき、当社が契約者に提供した法 

人名、ＦＡＸ番号、業種、電話番号及び住所等の情報 

④ダウンロードサイト 

本サービスで、法人データを提供するサービス 

⑤パスワード 

ユーザID と組み合わせて、契約者を識別するために用いられる契約者固有の符号 

⑥ダウンロードサイト用設備 

ダウンロードサイトを提供するに当たり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設備その他の機 

器及びソフトウェア 

 

第３条 （利用規約の変更） 

当社は、契約者の承諾なく利用規約を変更することがあります。この場合には、契約者の利用条件その他

利用契約の内容は、改定後の新利用規約を適用するものとします。 

 

 

第２章 サービス 

 

第４条 （サービス内容） 

1．本サービスは、契約者が自身の販促活動のために当社の提供する他のサービスを利用する場合にの 

み、当社が契約者の提示した条件に従い法人データを提供するサービスです。 

2．本サービスは、ダウンロードサイトから成り立っています。 

3．本サービスの具体的な内容は、別途当社が契約者に交付するマニュアル等に定めるものとします。 

 

第５条 （申込及び承諾） 

1．本サービスの利用の申込は、申込者が当社所定の申込書を当社に提出することにより行うものとしま

す。なお、申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、申込者が申込を行った時

点で、当社は、申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。 

2．申込書受理後、当社審査によって、申込をお断りする場合があります。 

3．本サービスの利用契約は、当社所定の方法により当社が承諾の意思表示をしたときに成立するものと

します。 
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第６条 （契約者の変更通知） 

1．契約者は、その商号もしくは名称、本店所在地もしくは住所、連絡先その他利用申込書の契約者にか

かわる事項に変更があるときは、当社所定の方法により変更予定日の30 日前までに当社に通知する

ものとします。 

2．当社は、契約者が前項に従った通知を怠ったことに起因して契約者が通知の不到達その他の事由に

より損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。 

3．契約者は、合併・分割・事業譲渡等により地位の承継等があった場合、承継等があった日から30 日以

内に承継等に関する書類を当社に提出するものとします。また、前項の規定は本項においても適用さ

れるものとします。 

4．当社は、前項の届出があった場合、その契約者又はその契約者の業務の同一性および継続性が認め

られないと判断した場合、契約者としての地位の承継を認めないものとします。 

5．契約者は、第3 項の場合に、地位を承継したものが2 人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する

代表者と定め、これを届けるものとします。また、代表者を変更した場合も同様とします。 

6．当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継したもののうち当社が任意

に指定する1 人を代表者として取り扱います。 

 

第７条 （当社による解約） 

1．契約者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合、当社は催告なしに本サービスの利用契約を 

解約することができるものとします。 

①契約者が利用規約又は利用契約上の債務の履行を怠ったとき 

②法令もしくは公序良俗に違反、若しくは他者に不利益を与える行為、またはそのおそれのある行 

為を行ったとき 

③その他、当社が利用契約を維持しがたいと認める事由が生じたとき 

2．契約者に前項各号の事由が生じたときは、契約者は、契約者が当社に対して負担するすべての債務

につき期限の利益を失い、直ちに金額の確定している債務の全額（遅延損害金を含む）を当社の指定し

た方法で支払うものとします。なお、当社は、契約者が期限の利益を喪失した場合で、契約者が金額の

確定していない債務を当社に負担している場合は、当社が相当と認める金額を別途保証金（無利息）と

して預けることを求めることができるものとします。また、この保証金は契約者が当社に負担するすべ

ての債務に充当することができるものとします。 

 

第8条 （当社からの利用契約の変更） 

当社は、本サービスの変更希望日の1ヶ月前までに、契約者に利用契約の変更内容を通知することにより、

変更後における本サービスの内容および利用料金その他利用契約内容を変更することができるものとし

ます。 

 

第9条 （本サービスの廃止） 

1．当社は、都合により、本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがありま 

す。 

2．当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、契約者に対し、廃止する日の3ヶ月前までに 

通知します。 

3．第1項の規定によりダウンロードサイトが廃止されたときは、当該廃止日をもって本サービスの利用契

約が終了したものとみなします。 

 

第10条 （利用許諾） 

1．当社は、契約者に対して、法人データに関する非独占的かつ譲渡不能の利用権を許すものとします。 

2．契約者は、契約者自身の販促活動のためにのみ、法人データを利用出来るものとします。 

3．契約者は、契約者自身が法人データを利用するものとし、法人データを利用したFAX送信、郵送または

発送等を第三者に委託することは出来ないものとします。 



 3 

 

第11条 （利用許諾期間） 

1．当社は、法人データの納品時から１年間に限り、契約者が法人データを利用することを許諾します。但 

し、期間満了の２ヶ月前までに、当社から書面による更新拒絶の通知がないときは、本契約と同一条 

件でさらに１年間継続し、以後も同様とします。 

2．利用許諾は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合、当該事由の発生時に終了するものとしま 

す。 

①利用許諾期間の満了 

②第７条に基づく利用契約の解約 

③本サービスの廃止 

3．契約者は、前項各号のいずれかの事由に該当する場合、当該事由の発生後速やかに法人データの利

用を中止し、法人データを廃棄し、法人データを化体したCD 等の化体物がある場合には、その化体物

を返却または廃棄するものとします。その際、当社への返却に要する実費は契約者の負担とします。

なお、当社が要求した場合、契約者はその返却または廃棄したことを証する書面を当社に提出するも

のとします。 

 

第12条 （当社の再委託） 

1．当社は、契約者に対する本サービスの提供につき必要となる業務の全部又は一部を、当社の指定す 

る第三者（以下「再委託先」とします）に委託することができるものとします。 

2．前項の場合、当社は、再委託先に対して、当社が負う利用規約上の守秘義務と同等の義務を負わせる

とともに、必要かつ適切な監督を行うものとします。 

3．当社が再委託先に委託をした場合であっても、当社は、従前どおり、当社に課せられている義務を負担 

します 

 

 

第3 章 ダウンロードサイト 

 

第13条 （契約者からの利用契約の解約） 

1．本サービスの契約者は、解約希望日の3か月前までに当社所定の方法で当社に通知することにより、

解約希望日を持って本サービスの利用契約を解約することができるものとします。 

2．契約者は、前項に定める通知が当社に到達した時点において未払いの利用料金等又は支払遅延損害

金がある場合には、直ちにこれを支払うものとします。 

 

第14条 （解約の効果） 

第７条あるいは第13条に基づく解約となった場合には、当社は、契約者のユーザID の登録を削除するこ

ととし、それによって、契約者は一切の機能の提供を受けることが出来なくなります。 

 

第15条 （提供の中断・停止） 

1．当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約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ダウンロードサイト用設備等の故障により保守または復旧作業を行う場合 

②運用上または技術上の理由でやむを得ない場合 

③その他天災事変等不可抗力によりダウンロードサイトを提供できない場合 

④電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、ダウンロードサイトの提供を 

行うことができない場合 

2．当社は、ダウンロードサイト用設備等の定期点検を行うため、契約者に事前の通知を要することなく、

ダウンロードサイトの提供を一時的に中断できるものとします。 

3．当社は、契約者が第7 条（当社による解約）第1 項各号のいずれかに該当する場合または契約者が利

用料金未払いその他利用契約等に違反した場合には、契約者への事前の通知もしくは催告を要するこ
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となくダウンロードサイトの提供を停止することができるものとします。 

4．当社は、前各項に定める事由のいずれかによりダウンロードサイトを提供できなかったことに関して契

約者または第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。 

 

 

第4 章 利用料金 

 

第16条 （利用料金） 

本サービスの利用料金は、別途定める料金表のとおりとします。 

 

第17条 （延滞利息） 

契約者は、利用料金その他の債務を所定の支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、所定の支払期日の

翌日から支払日の前日までの日数に、年14.5％の利率で計算した金額を延滞利息として、利用料金その

他の債務と一括して、当社が指定する方法で、当社が指定した期日までに支払うものとします。 

 

第18条 （請求と支払い） 

1．当社は、契約者に対して、利用料金及びこれにかかる消費税相当額を請求します。 

2．契約者は、前項に基づく請求額を別途当社が定める期日までに当社が指定する方法により支払うもの 

とします。 

 

第19条 （割増金） 

契約者は、本サービスの利用料金又は当社に対し支払い義務のある費用について支払いを不当に免れ

た場合は、その免れた額のほか、免れた額（消費税等相当額を加算しない額とします。）の2 倍に相当す

る額に消費税等相当額を加算した額を割増金として支払うものとします。 

 

第5 章 契約者の義務等 

 

第20条 （再利用許諾・複製等の禁止） 

契約者は、有償・無償を問わず、法人データを第三者に再利用許諾・譲渡・転売・貸与・全部または一部の

複製をすることは出来ないものとします。 

 

第21条 （契約者の守秘義務） 

1．契約者は、本サービスの利用に際して当社が提示する見積書に記載された利用料金、その他当社が 

機密である旨を明示して開示した情報を第三者に漏洩しないものとします。 

2．本条の規定は、利用契約終了後も有効に存続するものとします。 

 

第22条 （ユーザID 及びパスワードの管理） 

1．ユーザID を付与された契約者は、ユーザID を第三者に貸与したり、第三者と共有してはならないもの

とします。 

2．ユーザID を付与された契約者は、ユーザID に対応するパスワードを第三者に開示しないとともに、第

三者に漏洩することのないよう管理するものとします。 

3．契約者のユーザID 及びパスワードによる利用その他の行為は、全て契約者による利用とみなすもの

とします。但し、当社の故意又は過失によりユーザID 及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23条 （自己責任の原則） 

契約者は、本サービスの利用に伴い第三者に対して損害を与えた場合及び第三者からクレームが通知さ

れた場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。契約者が本サービスの利用に伴い

第三者から損害を被った場合又は第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。 
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第24条 （契約者の損害賠償責任） 

契約者が利用規約に違反した場合、当社は、これによって当社が被った損害の賠償を、契約者に対して

請求することができるものとします。契約者が利用規約に違反した場合、当社は、契約者に対して、法人

データの利用の停止を求めることができるものとします。なお、当社は、損害の賠償請求及び法人データ

利用の停止要求のいずれか一方又は双方を求めることができるものとします。 

 

第25条 （契約者の権利・義務の譲渡制限） 

契約者は、利用契約における当事者たる地位及び利用契約に基づいて生ずる一切の権利及び義務を、

第三者に譲渡することはできないものとします。 

 

第6 章 当社の義務等 

 

第26条 （当社の守秘義務） 

1．契約者が本サービスを利用するにあたり、当社が契約者から直接取得する情報であって以下の各号

のいずれかに該当するものを機密情報とします。 

①契約者が当社に対し、機密である旨を「秘密」、「秘」または「Confidential」等の標記によって明示し 

ている有体物により開示した情報 

②契約者が当社に対し、機密であることを明言して口頭により開示し、かつ当該開示の日から１０日 

以内にその旨を書面にて当社に通知した情報 

③「個人情報の保護に関する法律」（平成15 年5 月30 日法律第57 号、その後の改正を含む）第２ 

条に規定される「個人情報」 

2．前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する情報は機密情報として取り扱わないも 

のとします。但し、「個人情報」についてはこの限りではないものとします。 

①当社が契約者からの開示前から既に知っていた情報 

②当該情報を知り得た時点において既に公知であった事実または当社の責めに帰すべき事由によ 

らず公知となった情報 

③当社が守秘義務を負うことなしに、第三者から正当に入手した情報 

④当社が当該情報から無関係にかつ独自に開発した情報 

⑤契約者が、機密情報としての取扱いから除外することに同意した情報 

3．当社は、機密情報を厳格に機密として保持し、開示目的以外の目的のために使用せず、また第三者

（当社の再委託先を除く）に提供、開示、漏えいしないものとします。 

4. 当社は、機密情報を､業務遂行上必要最小限の範囲の自己の役員、従業員及び再委託先（総称して以 

下「開示対象者」とします）にのみ開示するものとし、開示対象者が第三者に提供、開示、漏えいするこ 

とのないよう厳重な管理を行うものとします。 

5. 当社は、本サービスの利用契約終了後は、速やかに、契約者から提供された機密情報を消去または 

廃棄するものとします。 

6. 本条の規定は、利用契約終了後も有効に存続するものとします。 

 

第7 章 損害賠償等 

 

第27条 （法人データに関する免責） 

当社は、契約者が法人データを利用したことに起因する直接・間接の損害に対しては、如何なる責任も負 

わないものとします。 

 

第28条 （当社の損害賠償責任） 

1．当社が利用規約に違反することにより契約者に損害を生じさせた場合、当社の負担する賠償額は、契

約者が当社に支払う本サービスの利用料金を上限とします 

2．当社は、利用規約で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用に関して被った損害について、
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債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、賠

償の責任を負わないものとします。 

 

 

第8 章 雑則 

 

第29条 （通知） 

当社から契約者への通知は、電子メール、書面又は当社のホームページに掲載する等、当社が適当と判 

断する方法により行うものとします。 

 

第30条 （分離性） 

利用規約のいずれかの条項が無効とされた場合でも、利用規約の他の条項は、継続して完全な効力を有

するものとします。 

 

第31条 （合意管轄裁判所） 

契約者及び当社は、両当事者間の紛争の第一審専属的管轄裁判所を東京地方裁判所とすることに合意

するものとします。 

 

第32条 （準拠法） 

利用契約及び利用規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。 

 

第33条 （協議） 

利用規約に記載のない事項について疑義が生じた場合は、契約者と当社は誠意をもって協議するものと 

します。 

 

以上 

 

 

附則 

この規定は、2011 年6 月1 日より施行されるものとします。 

 


