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丹南ケーブルテレビ株式会社 

パソコンソフト使い放題サービス 利用規約 

丹南ケーブルテレビ株式会社（以下「当社」といいます。）は、このパソコンソフト使

い放題サービス利用規約（以下「本規約」といいます。）を定め、これによりパソコン

ソフト使い放題サービス（以下「本サービス」といいます。）を提供します。利用規約

に必ずご同意頂き、ご利用下さい。 

なお、当社より提供される各種サービス（以下「提供サービス」という）については、

別途提示する規約に従うものとします。 

 

第 1 章     総則 

第 1 条(適用) 

1． 本サービス規約は、お客様による本サービスの利用の全てに適用されま

す。お客様が本サービスを利用するには、本サービス規約を遵守して頂く

ものとします。 

2． 本サービス規約及び個別規約の内容は必要に応じて改訂されることがあり

ます。この場合、本サービスの提供条件は、変更後の規約によります。 

 

第 2 章     本サービス 

第 2 条(本サービスの内容、対象) 

1. お客様は、本サービスに会員登録することにより、以下の各号に定める事

項を行うことができます。  

1) WindowsOS 搭載デバイス（以下「当社対応端末」という）用のアプ

リケーション、デジタルコンテンツ等のコンテンツ（以下、併せて

「本コンテンツ」という）を閲覧、検索、ダウンロードすること。 

2) その他、本コンテンツを当社が定める方法で利用すること。 

2. 当社は、お客様に対する事前の通知なく、当社の判断により、本サービス

の内容の変更又は提供条件の変更（提供されるコンテンツの変更を含む）

を行うことができるものとします。 

3. 本サービスは、日本に在住する個人又は日本に所在する法人を利用対象

者として想定しています。お客様が日本国内から他国に対して、技術的な

又はその他の情報等を送信する場合、お客様は技術輸出に関する又は

その他の諸法令を遵守しなければなりません。また、海外に在住する個人

又は海外に所在する法人は本サービスを利用することができません。 

 

第 3 条(会員) 

1. 本サービスの会員登録は、お客様が当社所定の方法で申込み、当社が、

お客様による申込みに対し承諾を行った時点で完了するものとし、本サー

ビスの会員登録が完了したお客様（以下「会員」という）と当社の間には、

本サービスの利用に関する契約（以下「本サービス利用契約」という）が成

立するものとします。 

2. 本サービスは、お客様が利用を申し込んだ当社対応端末において、会員

本人のみが利用できます。お客様は、本サービスを利用する権限を第三

者に譲渡したり、第三者と共同で本サービスを利用することはできません。 

 

第 4 条(ご利用料金に関する条件) 

1. お客様は、弊社のお客様に対する本契約等に基づく債権の全部を、弊

社が販売代理店に対して譲渡することに異議なく承認するものとします。

また、当該譲渡は、弊社が当該お客様に対して当該債権を取得した時点

で、その都度行われるものとします。尚、お客様は、当該譲渡に基づき、

販売代理店から請求が行われることに合意するものとします。 

2. お客様が利用料金の支払いを遅延した場合、お客様は年利 14.6％の割

合による遅延損害金を支払うものとします。また、当社はお客様の料金支

払いが一度でも遅延した場合、お客様の本サービスの利用を停止するこ

とができます。 

 

第 5 条(クライアントソフトウェア) 

1. 本サービスの利用にあたり、専用のクライアントソフトウェア（以下「クライア

ントソフトウェア」という）を当社対応端末にインストールして頂く必要があり

ます。 

2. 会員は、クライアントソフトウェアを随時最新のバージョンにアップデートす

る必要があります。会員は、クライアントソフトウェアが、随時当社のサーバ

ー、ネットワークと通信を行い、会員に対する事前の通知なく、アップデー

トを受信することに同意します。なお、アップデートの自動リクエスト及び受

信に要する通信料等は会員が負担するものとします。 

 

第 6 条(本コンテンツの利用) 

1. 本コンテンツは、各コンテンツプロバイダー等（以下「コンテンツプロバイダ

ー等」という） によって提供されます。本コンテンツの利用に際しては、本

サービス規約の他に、当該本コンテンツのコンテンツプロバイダー等が定

める利用条件を遵守することに会員は同意するものとします。 

2. 当社は、お客様が、本サービスを利用してダウンロードしたコンテンツにつ

いてアップデートが存在する場合、お客様に通知を行うことがあります。か

かる通知に要する通信料等はお客様が負担するものとします。 

 

第 7 条(複数の当社対応端末における利用) 

1. 会員は、本サービスを、複数の当社対応端末で利用することはできません。 

 

第 3 章     遵守事項 

第 8 条(禁止事項) 

1． お客様は、本サービスに関して、以下の行為をしてはなりません。 

・本製品を、犯罪行為その他の反社会的行為、もしくはこれを予告・関与・助長す

るために用いること 

・本製品を、他人の権利、プライバシーの侵害、個人情報の不正取得、その他不

正の目的をもって利用すること 

・本製品をストーキング行為を行う等、方法のいかんを問わず、第三者に対する嫌

がらせに利用すること 

・本製品を、当社が提供する管理ソフトを回避する方法で、各プロバイダのサービ

ス、コンテンツを利用すること 

・本製品を、端末の利用者に無断でインストールし、利用すること 

・正当な理由なく、本製品を端末にインストールすることを強制すること 

・本製品を、お客様が利用権限を有しない端末を正当な理由無く利用・管理する

ために用いること 

・本製品を第三者に再許諾すること 

・本製品に関連して使用される当社または第三者の著作権、商標権その他一切

の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為をすること 

・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、修正、翻訳、その

他改造行為 

・本製品を接続しているサーバーもしくはネットワークを妨害したり混乱させたりす

ること 

・ID 等を不正に使用しまたは使用させること 

・本条に定めるほか、本規約に違反する行為を行うこと 

・その他当社が合理的理由に基づいて、不適切・不相当と判断する行為 

 

第 9 条(違反行為への対応) 

1. 当社は、お客様の行為が前項のいずれかに該当するもしくは他の本規

約の規定に違反すると当社が判断した場合は、 お客様への事前の通知

なしに、お客様の情報の一部もしくは全部の削除を行い、本製品のご利

用の中止もしくは強制退会等、 当社が適当と判断する措置を講ずること

ができるものとします。 

2. 前項の規定に基づき、当社が講じた当該措置に起因してする損害が発

生した場合にも結果について、 当社は一切責任を負わず、お客様は当

社を免責するものとします。 

3. 前 2項の規定は、なお、当社が当該処置を講じることにより当社又は第三

者に損害が発生した場合における、お客様の責任をお客様の行為により

発生した結果を免責するものではありません。本条項にお客様が反した

ことにより第三者に損害を与えた場合、または第三者と紛争を生じた場合、

お客様は、自己の責任と費用でこれを解決し、当社にいかなる責任も負

担させないものとします。万一、当社が他のお客様や第三者から責任を

追求された場合は、お客様はその責任と費用において当該紛争を解決

するものとし、当社を一切免責するものとします。 

 

第 10 条(ご利用上の注意) 

1. 会員は、本サービス利用契約の締結又は本コンテンツに含まれるアプリ

ケーションやデジタルコンテンツの利用によって、本サービス外で締結さ

れている当該アプリケーションやデジタルコンテンツと同一又は同等のア

プリケーションやデジタルコンテンツに係るコンテンツプロバイダー等との

利用契約（以下「重複利用契約」という）が終了しないことを確認します。

会員は、自らの責任と負担で重複利用契約を解約するものとし、解約し

なかった場合に、本機能使用料の他に、重複利用契約に係る利用料を

請求されることをご了承ください。 

2. 本サービスの利用にあたり、必要な推奨環境としては、以下のとおりです。 

 

［クライアントソフトウェア 動作環境］ 

【 OS 】 

Windows Vista (Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate) SP なし / 

SP1 / SP2 ※32bit 版 / 64bit 版 

Windows 7 (Home Premium / Professional / Ultimate) SP なし / SP1 ※32bit 版 

/ 64bit 版 

Windows 8 Windows 8.1 (無印 / Pro / Enterprise) SP なし ※32bit 版 / 64bit 版 

Windows 10 (Home / Pro / Education / Enterprise ) SPなし ※32bit 版 / 64bit

版 

【 CPU 】 

Windows Vista 1GHz 以上 Windows 7 1GHz 以上 Windows 8 1GHz 以上 

Windows 8.1 1GHz 以上 Windows 10 1GHz 以上 

【 メモリ 】 

Windows Vista 1GB 以上 Windows 7 32bit 版 1GB 以上、64bit 版 2GB 以上 

Windows 8 32bit 版 1GB 以上、64bit 版 2GB 以上 

Windows 8.1 32bit 版 1GB 以上、64bit 版 2GB以上 

Windows 10 32bit 版 1GB 以上、64bit 版 2GB 以上 

【 ハードディスク空き容量 】 

OS共通 1GB 以上 【 画面解像度 】 

横 1024、縦 768 以上 

【 ブラウザ 】 

OS共通 Internet Explorer 8 以上 

【 通信 】 

OS 共通 インターネットへのアクセス・1Mbps 以上の回線速度・直接またはプロキ

シを介して関連サイトへの HTTP通信と HTTPS 通信 

※各種ソフトウェアの推奨環境：本クライアントソフトウェア上に表示される推奨環

境 

本サービスの利用には、以上の環境をみたす必要があり、その各費用はお客様

が負担するものとします。上記環境をみたさない場合は、当社は一切の保証をい

たしません。 

また、お客様は、ご利用の当社対応端末の機種を変更した場合に、変更後の機

種において、本サービスの機能や本コンテンツの動作が一部制限される場合があ

ることを了承します。 

 

3.    本サービスや、本コンテンツを構成する製品内容については、継続的に

お客様にご利用いただくことを保証するものではありません。本サービスや

本コンテンツの内容について、変更あるいは終了等がある場合は、3 ヶ月

前までにホームページ上等でお知らせするようにいたしますが、やむを得
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ず、左記告知期間を取らずに変更・終了することがございます。その場合

についても、当社は、お客様に対し、何らの補償もいたしません。お客様

は、以上について、ご理解・ご了承の上本製品をご利用することとします。 

 

第 11条(知的財産権の取扱い) 

1. お客様は、本コンテンツ、本サービスに係る Web サイト、クライアントソフト

ウェアその他本サービスにおいて当社又は当社に対して使用許諾をして

いる第三者が掲載等する情報等（以下、併せて「本コンテンツ等」という）

に関する著作権その他の一切の権利が、当社又は当該第三者に帰属す

ることを了解し、本コンテンツ等の取扱いについては慎重な配慮を行うも

のとします。 

2. お客様は、（i）別段の許可のない、本コンテンツ等の複製、販売、ライセ

ンス供与、配布、譲渡、修正、変更、翻訳、派生物の作成、逆コンパイル、

リバース エンジニアリング、逆アセンブル、及びソースコードを抽出しよう

とするその他の行為、（ii）本コンテンツ等の機能（デジタル権利管理又は

転送ロック機能を含みますが、これらに限定しません）によって提供、実

装、強制されているセキュリティ対策やコンテンツ利用ルールを回避又は

打破しようとする行為、（iii）法令に違反し、又は第三者の権利を侵害する

アクセス、複製、譲渡、トランスコーディング、コンテンツの再送信を行うた

めの本コンテンツ等の使用、（iv）本コンテンツ等に添付又は含まれている、

当社及び任意の第三者の著作権表示、商標、及びその他の権利表示の

削除、不鮮明化を行わないこと、及びそれらを任意の第三者に許可しな

いことに同意するものとします。 

3. 本条の規定に違反して問題が生じた場合、お客様は、自己の費用と責

任において問題を解決するものとし、当社及び第三者に迷惑や損害を与

えてはなりません。 

4. 本サービスは日本国内をサービス提供対象とし、当社は日本国外におけ

る権利者の知的財産権に対していかなる保証もせず、また一切の責任を

負いません。 

 

第 12条(保証・責任の制限) 

1. 当社は、本製品を現状有姿で提供するものとし、本製品に瑕疵・バグ等が

存在する場合、システムの過負荷、不具合等により本製品の利用、サービ

ス等が停止する場合、その他本製品が完全に利用できない場合でも、こ

れに対して一切保証せず、責任を負うものではありません。但し、当社また

はサービス提供会社において故意・重過失が存在する場合はこの限りで

はなく、本規定に規定する限度で責任を負うものとします。 

2. 当社は、当社が必要と判断した場合には、お客様に通知することなくいつ

でも本製品を変更し、本製品・サービス提供を停止または中止することが

できるものとします。本製品・サービス提供を停止または中止した場合、当

社はお客様に対して、月額等で継続的に支払われる利用料の精算を除き、

一切責任を負わないものとします。 

3. 当社は、お客様が本製品を使用することにより得られる利得、結果、成果

等の内容について、何ら保証するものではありません。 

4. 本製品のダウンロードおよびインストールはお客様が自己の責任および費

用で行うものとし、その完全性や正確性等につき、当社は責任を負わない

ものとします。 

5. 当社は、本製品を提供する機器の故障、トラブル、停電、通信回線の異常

ならびにシステム障害等の不可抗力により発生する障害については、いか

なる責任も負いません。この場合、お客様情報その他お客様に関するデ

ータが消失等することがあります。 当社は、かかる事態の発生によりお客

様情報その他お客様に関するデータが消失、紛失、遅延等した場合、端

末制限や初期化が行われる可能性があります。 

6. 当社は、お客様が本製品を利用して登録した各種情報について、バックア

ップを取る義務を負うものではありません。万が一の事態に備え、端末情

報のバックアップについては、お客様または管理者にて定期的に実施して

下さい。 

7. お客様が消費者（個人であり、かつ事業のために本製品を用いていない

者に限る）である場合において、本製品に隠れたる瑕疵が存在する場合に

は、当社は無償にてその瑕疵を修補し、または代替品と交換いたします。 

 

第 4 章     その他 

第 13条(通知等) 

1. 当社がお客様に対して通知を行う場合、本サービスに係るWebサイト上に

通知事項を掲載（通知事項を記載したページにリンクを貼る行為を含みま

す）するものとします。 

2. 当社は、お客様が本サービス取得時に登録した電子メールアドレス宛に、

メールマガジン、アンケート及びその他の本サービスに係る運営上の告知

等のメールを送信することができるものとします。 

3. 当社は、本サービス、前項のメール等において、当社及び第三者の提供

する商品又はサービスに関する広告等の情報を掲載（広告等の情報を表

示したページにリンクを貼る行為を含みます）することができるものとします。 

 

第 14条(お客様に関する情報の利用) 

1. 当社は、お客様から別途承諾を頂いた場合、当該お客様が利用した本コ

ンテンツに含まれるアプリケーションや Web サービスに係る利用情報（起

動履歴等を含みます）を取得することができます。この場合、当社は、かか

る情報をお客様の管理、本サービスの提供、運営、品質向上、利用分析

の向上、コンテンツプロバイダーとの売上配分計算、当社がお客様にとっ

て有益と考える情報の配信その他プライバシーポリシーに記載する利用

目的のために利用します。 

2. 当社は、お客様からの同意を得ることなく、お客様のWebサイトの閲覧・利

用履歴（Referer情報、お客様エージェントを含みます）及びお客様が通信

を行った通信ログ等を取得しません。 

 

第 15 条(個人情報の取扱い) 

1. 当社は、お客様の個人情報について当社プライバシーポリシーに従って

取り扱います。 

2. 当社は、お客様の個人情報について、サービス提供および代金の回収の

目的で必要な限り、コンテンツプロバイダー、販売代理店へ提供すること

ができ、お客様はこれに同意するものとします。 

3. 当社は、前項の場合を除き、お客様の個人情報を、お客様の同意を得る

ことなく、第三者に提供しないものとします。 

 

第 16 条(本サービス利用契約の終了) 

1. 会員は、当社の定める方法により、本サービス利用契約を解約することが

できます。 

2. 当社は、会員が本サービス規約に違反した場合、何ら通知又は催告を行

うことなく、本サービス利用契約を解除することができます。また、会員と当

社との間の本サービスを利用する上で必要となるその他の契約が解除、解

約等により終了した場合、会員は、当該契約の終了の日をもって本サービ

ス利用契約が終了することを了承します。 

3. 事由の如何を問わず、本サービス利用契約が終了した場合、会員は、本

コンテンツその他本サービスに関する一切の利用を継続することができま

せん。当該会員が、本サービス利用契約の有効期間中にダウンロードした

本コンテンツに含まれるアプリケーションは、本サービス利用契約の終了

時に自動的に利用制限がなされ、デジタルコンテンツは利用できなくなる

ものとします。 

4. 当社は、本サービス利用契約が終了したお客様に係る個人情報等お客様

に関係する一切の情報を削除することができるものとします。 

 

第 17 条(損害賠償額の制限) 

1. お客様が、本製品に関し、当社に故意・重過失が存在することにより損害

を被った場合であって、当社の修正等の処置によりその損害が回復されな

かった場合には、法的根拠のいかんを問わず、本規約に定められた範囲・

方法に従うものに限り、当社に対して損害賠償を行うことができます。 

2. 当社は、本製品の使用またはその使用不能により生じた特別損害、偶発

的損害、間接損害、またはこれに類似する損害については、いかなる場合

においても責任を負いません。これらの中には、お客様の得べかりし利益

の喪失やデータ消失、お客様の情報の外部への流出・漏洩による損害も

含まれます。また、そのような損害が生じる可能性について当社が以前か

ら警告を受けていたとしても、当社はこれらの損害に対する責任を負うこと

はありません。 

3. お客様の当社に対する損害の賠償請求は、損害が発生してから 3ヶ月、も

しくは当社とお客様との契約終了後 3 ヶ月のどちらか短い期間内に、当社

に対する書面による請求がなされなかった場合には行うことができません。 

4. 第１項の損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、

不当利得、不法行為その他の請求原因の如何に関わらず、① 当該損害

の発生した月ないし年において、当社・サービス提供会社とお客様との間

で定められた利用料の 3 ヶ月分（年額又は複数年で定めている場合は年

額相当の利用料の 4 分の 1）、または、② ID の取得のために一括で対価

を支出した場合のその対価、のいずれか低い額を上限額とします。 また、

本条第２項に記載した科目について当社は賠償責任を負うことはなく、前

記賠償額の総額の算定にも含まれないものとします。 

5. お客様が消費者（個人であり、かつ事業のために本製品を用いていない

者に限る）であるため、日本国の消費者契約法の適用を受ける場合につ

いては、第２項から第４項までの規定は適用いたしません。この場合、当社

に故意・重過失がある場合には、お客様に発生した損害を賠償するものと

し、当社に軽過失があるに留まる場合には、第 4 項に定める金額を上限と

して賠償義務を負担するものとします。 

6. 本条の定めに従い、当社に損害賠償義務が生ずる場合であっても、当社

またはサービス提供会社の過失とお客様自身の過失（軽過失を含む）が

重畳して損害が生じた場合には、お客様の過失を考慮して過失相殺を行

うものとします。 

 

第 18 条(本規約と提供サービス規約との関係) 

1. 本規約と提供サービス規約とが抵触する場合は、本規約が優先されるもの

とのします。特に、提供サービス規約に、返品または利用料の返金につい

ての規定がなされていても、本規約が優先し、前条に定める場合を除き、

返品、利用料の返金がなされることはありません。 


