プロリリース ご利用規約
有限会社ビットスクリプトは、プロリリースのサービス（以下、「本サービス」という。）の利用申込者又は企
業（以下、「会員」という。）に適用される規約（以下、「本規約」という。）を以下の通りに定め、会員は本
規約の規定に従うものとします。

第１章 総則
第 1 条 (本規約の範囲及び変更について）
会員とは、会員資格を与えられた、本サービスを受けている個人、法人、その他の団体のすべてのこと
をいいます。当社提示の所定サービス入会手続を行い当社が当該申込みを受理し、本サービスの利用
契約成立を経た場合に限り、会員資格を得るものとします。
会員は本サービス利用料金の支払い等及び、本規約に定める一切の義務を誠実に行うものとします。
会員は本規約を承認しているものとします。

第２章 会員と会員資格の定義
第 2 条 （会員と会員資格について）
会員とは、会員資格を与えられた、本サービスを受けている個人、法人、その他の団体のすべてのこと
をいいます。 当社提示の所定サービス入会手続を行い当社が当該申込みを受理し、本サービスの利
用契約成立を経た場合に限り、会員資格を得るものとします。
会員は本サービス利用料金の支払い等及び、本規約に定める一切の義務を誠実に行うものとします。
会員は本規約を承認しているものとします。

第 3 条 （会員届出事項の変更について）
会員届出事項とは サービス入会時やその他の場合に、当社へ届出たすべての情報のことをいいます。
届出事項に変更が生じた場合、会員は当社提示の所定方法により変更内容を当社に届出るものとしま
す。届出は、 届出事項変更後一ヶ月以内とします。
会員において地位の承継があったときは、地位を継承した個人、法人、その他団体は特段の意思表示
がない限り会員の地位を承継するものとし、当社に届出事項の変更をするものとします。
会員が本条項に定める届出事項変更の届出を怠ったことにより会員に損害が発生した場合、当社は一
切その責任を負わないものとします。

第 4 条 （会員資格の取消について）
会員が以下 3 項のいずれかに該当する場合、当社は当該会員に対して相当の期間を定めて催告し、
当該期間経過後も履行または是正をしない場合、本サービス提供の停止及び会員資格の取消を行うこ
とができるものとします。

1) 当社が提供するサービスについて、その利用料金等の支払を怠った場合。
2) 本規約、又は当社が別途定める規約等及び法令等に違反した場合。
3) 入会申込の登録事項において、誤記、記入漏れがあった場合。
当社は、会員が以下 3 項のいずれかに該当する場合、事前に通知若しくは催告することなく当該会員
に対して直ちにサービス停止及び会員資格の取消しをすることができるものとします。

1) 入会申込の登録事項において、不実の記載があった場合。
2) 規約違反等の理由により、過去に当社のサービスの利用停止処分や会員資格の取消処分を受け
たことがある場合。
3) その他、当社が本サービスの会員として不適当であると判断した場合。

本第 4 条により会員資格を取消された日が、サービス契約期間中であった場合、第 6 条を適用するもの
とします。
サービスの停止処分や、又は会員資格を取消されたことによって会員に生じた損害等については、当
社は一切その責任を負わないものとします。

第３章 サービスの利用について
第 5 条 （利用契約の更新について）
本契約は、サービス契約期間満了の 1 ヶ月前までに会員から退会の申し出がない限り、従前の項件と
同一の項件で自動的に更新されるものとします

第 6 条 （サービス契約期間と退会手続について）
サービス契約期間とは第 7 条に定める最低利用期間及び本第 5 条により自動更新された期間のことを
いいます。会員が本サービスを解約する場合は、当社の定める解約申請書または当社のホームページ
上の解約申請ページにて必要事項を記入の上、解約希望日の 1 ヶ月前までに解約の届出をしなけれ
ばなりません。当該届出は当社に到達した日(解約申請日)をもって受理され、当社は当該解約申請日
の翌月末日を退会日として取り扱います。
当社は退会日をもって直ちにサービスの提供を停止し、会員の退会手続を行うものとします。
会員が当社に対し未履行の債務を有する場合や本規約を破った場合、当社の合理的な判断の基づき、
直ちにサービスの提供を停止し、会員の退会手続を行うものとします。
会員から本サービスの解約請求がなされた場合、当社は既に会員から受領した利用料その他の料金
等の払い戻し等は行いません。
退会される会員は、料金規定に基づいて当該退会時点において既に発生している利用料金その他の
債務の支払を一括で行うものとします。なお、料金規定に定めのない債務の支払については、当社の
請求に従って支払うものとします。

第 7 条 （解約限定）
最低利用期間を 3 ヶ月間とする。
サービスを開始して、3 ヶ月に満たない内に解約をする場合は、最低利用期間に相当する初期設定費
用及び毎月の基本サービス利用料及びオプションサービス利用料を支払うものとする。

第 8 条 （試用サービス）
1) 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申込をする
ことにより、本サービスの利用の開始前に、当社が定める期間（以下、「試用期間」という。）内にお
いて、本サービスと同内容の試用サービスの提供を無償で受けることができるものとします。
2) 利用希望者は、試用期間経過後の本サービスの利用を希望する場合は、第 2 条に従って、利用契
約の申込みをするものとします。
3) 前項の利用契約の申込みがなされない場合、当社は試用期間経過後、当社の判断により、直ちに
試用サービスの提供を停止し、当該サイト及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。
4) 試用サービスの提供、利用、遅滞、変更、中止もしくは廃止等、試用サービスに関連して発生した
一切の損害について、当社は一切責任を負わないものとします。

第 9 条 （当社から会員への通知）
当社が会員に対して通知又は告知又は催告（以下、「通知等」という。）を行う必要があると判断した場
合、当社は、次項に定める方法により随時通知等するものとします。

当社が前項の通知等を行う場合は、本サービスのホームページ上か、電子メールによって行います。ま
た、ホームページでの通知の場合、当該通知等をホームページに掲載した日から起算して 2 週間を経
過した日をもって会員に当該通知等が到達したものとみなします。電子メールによって通知等を行う場
合には、当社が会員に対して電子メールを発信した時点から、3 日をもって会員に当該通知等が到達し
たものとみなします。

第 10 条 （設備の準備等について）
会員は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要とな
る全ての機器、電気通信サービス利用契約の締結を自己の費用負担と責任をもって準備し、 任意の
電気通信サービスを経由して本サービスを利用するものとします。但し、サービスごとに別途の定めがあ
る場合はこの限りではありません。

第４章 料金規定
第 11 条 （利用料金の支払）
会員は、別段の定めがない限り、利用料金を当社が指定する方法で支払うものとします。

利用料金の支払が口座振込による場合、会員は口座振込を行う毎にこれらに係る手数料の支払を要し
ます。
当社は、会員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。
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
の如何を問わず、既に支払われた利用料金を、一切払戻し致しません。

第５章 サービスの中止・停止等について
第 12 条 （サービスの停止について）
当社は、以下の各号に該当する場合には、事前の連絡を行うことなく、本サービスの運用の全部又は一
部を中断・停止することができるものとします。

1) システム設備の保守または工事、回線・機器のやむを得ない事由でシステムの運用を停止する場
合。
2) 天災、事変等の事態が発生した場合。 又は発生するおそれがあり、電気通信事業法第 8 項に基
づき、事態の改善処置を取る場合。
3) 電気通信設備の保守上または工事上または障害その他やむを得ない事由が生じた場合。
4) 法令による規制、司法・行政命令等が適用された場合。
当社は、前項各項に基づき本サービスの運用の全部または一部が中断・停止されたことによって生じた
会員の損害については一切責任を負わないものとします。

第 13 条 （サービスの変更・廃止について）
当社は営業上、その他の理由により本サービスの内容を変更又は廃止することがあります。この場合は、
当社が相当と判断する方法により会員に対して事前に連絡するものとします。

第６章 サービス提供上の細則
第 14 条 （アカウント・パスワード・IP アドレス）
会員は、当社より一時的に付与された IP アドレス、ＩＤ、アカウント、パスワードについて、善良なる管理
者としての注意義務を負うものとします。
前項に定めるＩＤ等について、会員による管理不十分、使用上の過誤、その他会員の責めに帰すべき
理由により、当社および第三者に損害を与える等の問題が発生した場合は、当該会員がその費用負担
と責任において問題を解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。
会員はＩＤ等を忘れた場合若しくは盗用された場合は、速やかに当社に届出るものとします。

第 15 条（禁止行為）
会員は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。

1) 他の会員、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行為、及び侵害するおそれ
のある行為。
2) 他の会員、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、及びそれらのおそれのある行
為。
3) 他の会員，第三者又は当社を誹謗中傷する行為、及びそのおそれのある行為。
4) 他の会員もしくは第三者の個人情報を売買または譲受にあたる行為、及びそれらのおそれのある
行為。
5) 公序良俗に反する行為もしくはそのおそれのある行為、及びそれを助長する行為。
6) 公序良俗に反する情報を他の会員もしくは第三者に提供する行為。
7) 未成年者にとって有害と認められる情報の売買、譲受または掲載する行為、及びそれらを助長する
行為。また、以上の おそれのある行為。
8) 法令に違反する行為や犯罪的行為、及びそのおそれのある行為。
9) インターネット上で、他の会員、第三者もしくは当社が入力した情報を不正に改竄した場合。
10) 他人になりすまして情報を送信、受信または表示する行為。
11) IP アドレス、アカウント、パスワード、及びドメイン名を不正に使用する行為。
12) コンピューター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、配布し、または提供する行為。
13) 本サービス又はその他の当社が提供するサービスの運営を妨げる行為。
14) 当社が提供するサービスの信用・名誉等を傷つける行為。
15) 当社の電子メールサービスを利用して無差別又は大量に不特定多数の者に対してその意思に反
し電子メール等を送信する行為または事前に承認していない多数の送信先に対するメール情報配
信行為。
16) その他、当社が不適切と判断する行為 。
会員は前条各項のいずれかに該当する行為により、第三者及び当社に対して損害を与えた場合は、当
該会員の責任によってその損害等を賠償し解決しなければならないものとします。

第７章 雑則
第 16 条 （個人情報の取扱）
当社は、会員の個人情報を当社のサービス提供以外の目的に利用しないものとし、誠意を持って取り
扱うものとします。但し、次の各号に定める場合は、情報の開示または削除の対象となる場合がありま
す。

1) 法令に基づき裁判所その他の司法機関及び行政機関から会員に関する情報等の開示を要求され
た場合。
2) その他、会員が事前に承諾した場合。
3) 掲載内容が第 15 条各項に定める禁止行為に該当すると当社が判断した場合。

4) 会員によって登録された情報の容量が当社所定の容量を超過した場合。
5) その他、当社が法律及び社会通念に従って当該情報を削除する必要があると合理的に判断した
場合。
当社は前項に関して情報を開示または削除する義務を負うものではないものとします。
会員が掲載、書き込んだ情報に関する全ての責任は当該会員に帰し、当社が情報の開示または削除
しなかったことにより会員或いは第三者が被った損害について、当社は一切責任を負わないものとしま
す。
当社は、必要がある場合には、会員の承諾を得ることなく、会員の登録したデータを複写し、これをバッ
クアップデータとして保管することができるものとします。但し、常に保管する義務は負わないものとしま
す。

第 17 条 （損害賠償）
当社は、本サービスの利用及び本規約に関連して、会員に発生した損害に対しては、当社は一切の責
任を負わないものとします。
会員が、本規約に定める事項に違反したことにより、当社や第三者が損害を被った場合には、当該会
員は当社または第三者に対して当該損害の全額を当社または第三者の請求に応じて賠償する責任を
負うものとします。

第 18 条 （損害賠償の範囲）
第 17 条に準ずるものとします。

第 19 条 （免責）
当社は、本サービスの内容、及び、会員が本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確
性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。
本サービスに基づくサービスの利用に関連して会員に損害が発生した場合は、その理由の如何に因ら
ず、当社は一切の責任を負わないものとします。

第 20 条 （準拠法）
本サービスのご利用および本規約の成立、効力、履行及び解釈については、日本国法に準拠するもの
とします

第 21 条 （協議および管轄裁判所）
本サービスの利用及び本規約に関連して、会員と当社との間で問題が生じた場合には、会員と当社と
の間で誠意をもって協議するものとします。
前項の協議によっても問題が解決しない場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所としま
す。

