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Vidyoクラウドサービス約款 
 
第一章 総則 
第 1条 約款 
1.株式会社ユビテック（以下、「当社」という。）は、関連の法令法規に基づき、この Vidoクラウドサービス約款 
（以下、「本約款」という。）を定め、本約款に基き Vidyoクラウドサービス（以下、｢本サービス｣という。）を提 
供いたします。 

2.当社は、本約款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、変更後の約款に従います。 
 
第 2条 用語の定義 

本約款で用いる用語の定義は、以下のとおりとします。 
(1)「契約者」とは、本サービスの利用申込を行う法人をいいます。 
(2)「利用者」とは、契約者の下で本サービスを利用する利用者をいいます。 
(3)「利用開始日」とは、当社が発行するサービス開始通知書に記載する本サービスの利用開始日をいいます。 
(4)「利用端末」とは、利用者が本サービスに使用するパーソナルコンピュータなどの端末を意味します。 
(5)「クライアントソフト」とは、利用者が本サービスを利用するために利用端末にインストールされるソフ 

トウェアを意味します。 
(6)「利用申込書」とは、契約者が当社に差入れる本サービスの申込書であって、利用者数などの必要事項を 

記載するものとします。 
(7)「利用契約」とは、当社と契約者の間で成立する本サービスの提供に関する契約をいいます。 

 
第二章 契約 
第 3条 契約の成立 

1.契約者は、本サービスの提供を希望する場合、本約款に同意の上、本サービスの利用申込書を提出して申し込 
むものとします。 

2.当社は、前項の定めに基づき契約者より利用申込書を受領した場合、当該受領日より5営業日以内に当該利用 
申込書に記載された利用者に対し以下各号の情報が記載されたサービス開始通知書を契約者に返送するもの 
とし、当該返送をもって、本サービスの利用契約が成立したものとみなされます。 
なお、当社は、毎月25日までに利用申込書を受領した場合翌月の1日を本サービスの利用開始日と定めるもの 
とします。 
(1)利用開始日 
(2)契約数分の ID及びパスワード 
(3)その他、利用者が本サービスを利用するにあたって必要な事項 

3.当社は、次に揚げる事項に該当する場合、前項に関わらず契約者の申し込みを承諾しないことができるものと 
します。 
(1)前項の契約者が提出する利用申込書に不備がある場合 
(2)利用申込書を提出した契約者に本サービスを提供すると、当社に業務上又は技術上の問題が生じる場合ま 

たは生じる恐れがある場合 
(3)このほか、当社が不適当と判断した場合 

4.当社は、本サービスの利用契約が成立した場合、別紙「本サービスの提供条件」に基づき本サービスを提供す 
るものとします。 

 
第 4条 最低利用期間、及び有効期間 

1.本サービスの最低利用期間は利用開始日から1年間とし、契約者は、本サービスを最低利用期間が満了するま 
で解約してはならないものとします。 

2.契約者が、前項の定めに反し、本サービスを最低利用期間1年に満たないで解約した場合は本サービスの月額 
料金に残月数（当該解除月は切り捨てとする）を乗じた額を甲に支払うものとします。 

3.本サービスは、期間満了の1ヶ月前までに、契約者からの書面による終了の意思表示がなされない場合、本サ 
ービスは同一条件で1ヶ月間更新されるものとします。 

第 5条 利用料金等の請求および支払 
1.当社は、個別契約に基づく利用料金、付随して発生する各費用およびこれにかかる消費税等相当額（以下、総 
称して「利用料金等」という。）を、別途当社の指定する方法または代理店の指定する方法により支払うもの 
とします。なお、支払に関する手数料は契約者の負担とします。 

2.前項の支払期日が経過しても請求額の支払がない場合、契約者は支払期日の翌日から完済まで年14.6%の割合 
による遅延利息を支払うものとします。 

 
第 6条 利用料金等の払戻 

契約者が本サービスを利用する目的で支払った利用料金等は、当社は、理由の如何にかかわらず払い戻しを行 
わないものとします。 

 
第 7条 契約事項変更の届出 

契約者は、第 3条の定めに従って提出する利用申込書の記入内容に変更が生じた場合、当社所定の変更申込書 
によって、その旨を速やかに当社に届け出るものとします。なお、変更の届出があった場合、当社は、その変 
更の事実を証明する書類を要求することがあり、契約者は、合理的な範囲でこの要求に応じるものとします。 

 
第 8条 契約者の地位の譲渡禁止 

契約者は、当社の事前の書面による承諾を得ることなく本約款によって生じる権利および義務を第三者に譲渡 
または賃貸してはならないものとします。 

 
第 9条 利用制限 

当社は、天災および事変などの非常事態が発生した場合または発生する恐れがある場合、災害の予防または救 
援、交通、通信または電力の供給の確保もしくは秩序の維持に必要な事項に係る通信等、公共の利益のために 
本サービスの提供中止のほか本サービスの利用を制限する措置を採ることができるものとします。 

 
第 10条 本サービスの停止 

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の提供を停止することができるも 

のとします。 

(1)本システムの保守を行なうとき 
(2)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能なとき 
(3)天災地変、その他の非常事態が生じたとき、または生じるおそれがあるとき 

2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中断するときは、あらかじめその旨と本件サービス提供中断の 

予定時間を乙に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。 

 
第 11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 30日前までにその旨 
を通知し、サービスを廃止する月の利用料は請求しないものとします。 

 
第 12条 契約解除 

1.契約者が契約を解除しようとするときは、当社所定の解約申込書を差し入れるものとし、当社は、当該解約申 
込みを受け付けた月の翌月末をもって、利用契約を解除するものとします。 

2.当社は、契約者が次の各号の一に該当した場合、何らの催告なく利用契約を解除することができるものとしま 
す。 
(1)本契約に基づく料金の支払いを遅滞したとき 
(2)自己の振出、裏書もしくは引き受けた手形または小切手が不渡りになったとき 
(3)破産、民事再生手続き、会社更生等の申立があったとき、あるいは第三者により差押、仮差押、仮処分、 
競売等を受けたとき、その他債務の履行が困難であると判断されるとき 

(4)当社と契約者との間における継続的取引を維持するための信頼関係が損なわれる事態が生じたとき 
(5)本約款の条項に違反し、相当期間を定めた催告にも関わらず是正しないとき 
(6)反社会的勢力に関与していたことが判明したとき 

 
第 13条 保守 

1.当社は、本サービスを円滑に提供するため、本サービスの提供に使用する設備を善良なる管理者の注意をもっ 
て維持します。 

2.当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知り得た場合、可能な限りすみやかに契約者 
にその旨を連絡するものとします。 

3.当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知り得た場合、可能な限りすみやかに本サー 
ビスに使用する設備を修理または復旧するものとします。 

 
第 14条 損害賠償 

当社は、本約款で特に定める場合を除き、契約者が本サービスの利用により被る損害について、その発生原因 
を問わず、契約者が当社に支払う1ヶ月分の利用料金を上限として契約者に直接に生じた通常の損害に限り、 
倍賞するものとします。但し、如何なる場合も、予見の有無を問わず特別事情に起因する損害、逸失利益、及 
び第三者からの請求に基づく損害については免責されるものとします。 
 

第 15条 免責 
当社は、利用者が本サービスを利用中に送受信したコンテンツ、その利用、接続等において発生した当社の責 
によらず発生した利用者相互間のトラブルについては、一切責を負わないものとします。また、利用者の本サ 
ービス利用に起因するトラブルにより第三者が当社に異議申立をした場合、利用者は当社を防御し免責するも 
のとし、またこれにより当社に生じた全ての損害及び費用（弁護士費用を含みます）を賠償するものとします。 
当社は、本約款に明記した事項を除き、本サービスの品質、性能、信頼性等について、如何なる保証（法律上 
の瑕疵担保責任を含む）も提供しません。 

 
第 16条 機密保持と個人情報の保護 

1.契約者は、当社から機密情報である旨明示の上、提供される一切の技術情報が当社の機密情報であることを 
認め、当社書面による事前の承諾を得ない限り、その全部又は一部を本約款で定められた目的および態様以 
外の方法で使用、開示および複製を行わないものとします。 

2.当社は、契約者または利用者の書面による事前承諾なく、当社に保存された契約者または利用者の情報を本 
サービスの目的のために開示が必要とされる特定の担当者および作業従事者以外のいかなる第三者にも開示 
または漏洩しないものとします。ただし、契約者または利用者の依頼または承諾に基づく場合や、契約者ま 

 
 
たは利用者が本規約に違反した場合、および当局に対する捜査あるいは調査協力義務が生じた場合、裁判所 
の命令法令あるいは証券取引所規則ないし証券業協会規則に従い開示が義務付けられる場合にはこの限りで 
はなく、それにより契約者または利用者が被った一切の損害について当社は責を負いません。 

3.当社は、機密情報が開示される前項の担当者および作業従事者が守秘義務を遵守させるものとし、履行する 
よう適切な措置をとるものとします。 

4.当社は、本サービスを提供する目的または以外に、当社に保存された契約者または利用者の情報の使用や複 
製を行わないものとします。 

5.前4項の定めに関わらず、次のいずれかに該当する情報は前4項の守秘義務の範囲から除くものとします。 
(1)提供を受けた時点で既に公知であった情報又は提供後受領者の責めに帰さない事由により公知となった 

情報 
(2)開示を受けた時点で既に保有していた情報 
(3)守秘義務を負わない第三者から適法に取得した情報 
(4)提供者が機密情報から除外することを書面により同意した情報 

 
第三章  利用契約 
第 17条 利用環境 

1.契約者は、利用者に対し、本サービスの利用に必要な通信回線、PCスペックおよびアクセサリなどの環境（以 
下「利用環境」という）を説明するものとし、当該利用環境によって本サービスの利用ができない可能性があ 
ることを説明するものとします。 

2.本サービスは利用者の端末環境を含む通信環境やインターネットの利用形態、ネットワークの混雑状況等によ 
り、通話品質に影響がでる場合や利用できない場合があります 

3.当社は、利用者が利用端末または利用者のインターネットなどの利用環境により、本サービスを利用できない 
場合、その責任を負わないものとします。 

 
第 18条 IDおよびパスワードの管理について 

1.契約者は、利用者に対し、IDおよびパスワードを利用者以外の第三者に利用させないものとします。 
2 当社は、前項の定めにかかわらず、利用者以外の第三者が当該利用者の IDおよびパスワードを使用した場合、 
利用者によって行なわれた行為としてみなすものとします。 

 
第 19条 契約者の責務 

1.契約者は、本サービスを利用するにあたり表示されるクライアントソフトの使用許諾条項又は使用条件等に同 
意し、これを遵守するものとします。 

2.契約者ならびに利用者は、クライアントソフトの全部又は一部について、本サービス利用契約の有効期間中は 
もちろん、有効期間終了後といえども次の行為を行ってはならないものとします。 
(1)第三者への譲渡又は担保権の設定 
(2)第三者に対する再使用権の設定 
(3)解析 ( 逆アセンブル ), 翻案 ( 逆コンパイル ) その他の逆行分析、変更、切除などの改変 
(4)クライアントソフトおよびこれに関して知り得た技術情報 (第16条第5項に定める適用除外情報を除く)  

の第三者への開示 
(5)クライアントソフトの全部又は一部を構成部分として組込んだプログラムの作成又は第三者への開示、販 

売、賃貸および使用許諾 
3.契約者は、利用者に対し、本サービスの利用にあたっては、以下の行為が禁止されており、当該行為をせぬよ 
う通知するものとします。 
(1)当社または第三者の名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為またはその恐れのある行為 
(2)当社または第三者の著作権のほか、知的財産権を侵害する行為またはその恐れのある行為 
(3)他人の情報を用いてドメイン名の登録を行う行為 
(4)不正競争防止法に違反する行為またはその恐れのある行為 
(5)犯罪行為または犯罪行為をそそのかしたり容易にさせたりする行為、あるいはかかる恐れのある行為 
(6)虚偽の情報を意図的に提供する行為またはその恐れのある行為 
(7)公職選挙法に違反する行為またはその恐れのある行為 
(8)本サービスの提供を妨害する行為またはその恐れのある行為 
(9)第三者のサービスの利用に支障を与える方法または態様でサービスを利用する行為、あるいはその恐れの 

ある行為 
(10)風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業またはそれに類似する 

行為 
(11)無限連鎖講の防止に関する法律が規定する無限連鎖講またはそれに類似する行為 
(12)本項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトにリンクを張る等、当該行為を誘引する等、本 

項に規定する行為と同等と当社が判断する一切の行為が含まれるものとします。 
 
第 20条 国際間の使用 

契約者は、インターネットが国境を越えて利用されるものであることを理解の上、利用者に対し、本サービス 
を利用する国、地域における規制を遵守するよう通知するものとします。 
また、国際間の利用においても、発生する利用料金等には消費税が付加されます。 

 
第 21条 本サービスの転売または転用 

利用者が本サービスを利用する場合、本サービスの全部または一部を問わず、当社または当社提携先との正式 
な契約がある場合を除き、商業目的やそれ以外の目的で本サービスを利用すること（使用、再生、複製、複写、 
転売、転用、再販売などの形態の如何を問わない）を禁止します。万一利用者がこれに違反した場合、利用者 
が当該違反により得た全ての売上相当額の倍額を違約金として当社に支払うものとします。 

 
第 22条 本サービス内容の変更 

当社が必要と判断した場合には、事前に契約者及び利用者に通知した上で、随時本サービスの内容を変更でき 
るものとします。 

 
第 23条 登録 ID等の削除 

1.当社は、当社が必要と判断した場合には、利用者の ID、パスワードを無効または削除することにより本サービ 
スの利用を禁止し、サービス内のコンテンツを削除する権利を保有します。 

2.前項の場合、当社は利用者に対する損害賠償等、金銭的負担を負わないものとします。 
 
第 24条当社の財産権 

1.当社はクライアントソフトの使用により利用できる機能を一度に一台の利用端末上で実行することができる 
非独占的、一身専属的な権利を利用者に許諾します。 
如何なる場合も本サービス及びクライアントソフトに関する知的財産権は当社に帰属するものとし、利用者に 
移転することはありません。 

2.利用者が本約款に定める違反行為によって利益を得た場合、契約者は、当社が契約者に利益相当額を請求する 
権利を有することをあらかじめ承諾するものとします。 

 
第四章  料金 
第 25条 利用料金 

1.当社が契約者に対して請求する本サービスの利用料金は、当社が別に定める Vidyoクラウドサービス料金表の 
通りとします。 

2 当社は、契約者に事前に通知した上で、料金改定を行うことができるものとします。 
 
第五章  雑則 
第 26条 合意管轄 

本約款から派生する一切の紛争は、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。 
 
第 27条 準拠法 

本約款の解釈、適用および履行については、本約款に別の定めのない限り日本法を適用するものとします。 
 
第 28条 協議 

本約款に定めのない事項または本約款の条項の解釈に疑義が生じたときは、信義に基づき誠実にその都度甲乙 
協議の上決定するものとします。 
 

第 29条 実施日および改定日 
本約款は平成 25年 9月 1日から実施します。 

 
 
 

本サービスの提供条件 
 

1.本サービスの運用 
(1)本サービスの提供時間 

・24H×7D 
(2)保守による本サービスの停止 

・臨時保守 
                →2週間前までに、利用者に対し、E-mailにて連絡する。 

・緊急保守 
（本サービス継続に関わる事象・セキュリティ対策等必要最小限なものに限定する） 

                →本サービスに影響がある場合、利用者に対して E-mail にて事前連絡する 
    2.サポート体制 

(1)問い合わせ窓口（ヘルプデスク） 
利用者より質問を受け付ける。 
・提供時間：平日 9時 30分－18時（年末年始並びに当社所定の休日を除く） 
・受付方法：電話およびメール 
・受付言語：日本語 
・回答可能内容：本サービスに関する問合せ 

 


