
「安心アクセスfor Android TM」ご利用規約 

 

 

第１条 本規約の対象範囲 

本規約は、ＫＤＤＩ株式会社（以下「当社」といいます）の提供する「安心アクセスfor Android TM」サ

ービス（以下「本サービス」といいます）の利用者（以下「利用者」といいます。）における利用条件を

規定したものです。 

なお、本規約に基づき、利用者の本サービスの利用に関して当社と利用者との間に成立する合意を「本契

約」といいます。 

 

第２条 利用許諾 

(a) 利用行為の許諾 利用者は、本規約の定めおよび利用の際の申し込み条件により、当社が本サービスのた

めに提供する「安心アクセス for Android TM用ブラウザ」（以下「本ブラウザ」といいます。）上で、本

サービスを利用することができ、また本規約に規定されたサポートを当社から受けることができます。 

(b) 利用者の範囲 本サービスの利用者には、本条第(d)項に規定された「管理者」と、au 携帯電話（スマー

トフォン、タブレット、その他 au 通信サービスを利用できる端末を含み、以下同じとします）の本ブラ

ウザ上で本サービスを利用する「端末利用者」とが含まれます。ただし、本契約で利用者に許諾されるラ

イセンス数はスマートフォン１台分ですので、複数のスマートフォン上で本サービスを利用することはで

きません。 

(c) 利用環境 本サービスは本ブラウザがインストールされたａｕ携帯電話のみでお使いいただけます（ただ

し Android ＯＳに限ります）。また、管理者は、次の(d)に定める「審査行為」を行うために必要となる

パソコンおよびインターネット接続環境を準備し維持してください。 

(d) 審査行為の許諾 本サービスに関する設定・管理を行う利用者（以下「管理者」といいます）は、当社が

運営するインターネット上の管理者用サービスサイトにおいて、パソコンを使用して、本サービスを利用

している端末利用者の au 携帯電話の利用ポリシー（ウェブおよびアプリケーションに関するポリシーの

両者を含みます）を設定すること、端末利用者のアクセス状況を確認すること、その他別途当社が定める

設定・審査（以下「審査行為」といいます。）を行うことができます。 

(e) 利用期間 本サービスの利用期間は、端末利用者が利用許諾を受けてから満 20 歳になるまでの期間中と

します。 

(f) マニュアル 利用者は、本サービスを利用するにあたり、当社が任意の判断で提供する 新のオンライン

ヘルプ、設定ガイド、その他の公表物（以下「マニュアル」といいます。）がある場合、それらを使用す

ることができます。 

 

第３条 禁止行為 

(a) 禁止事項 利用者は次の各号に定める事項を行ってはならずまた第三者に行わせてはいけません。 

i) 本規約で許諾されている方法以外での本サービスの利用 

ii) 本サービスの提供をするための各種プログラム等に対するリバースエンジニアリング、逆アセ

ンブル、デコンパイルその他ソースコードを抽出しようとする行為、及び本サービスの一部と

して利用の用に供される規制対象とされたホームページの URL（以下「URL データベース」とい

います。）またはアプリケーションの評価情報データベース（以下「アプリ評価データベース」



といいます）の全体を抽出しようとする行為。 

iii) 本規約で定められた場合を除き、本サービスの全部又は一部を第三者に利用させ、貸与し、再

利用許諾する行為。 

iv) 当社から付与された本サービスに関する ID 及びパスワードを第三者に開示し、漏えいしたりす

る行為、および ID 及びパスワードの漏えいを防止するための適切な管理を怠ること。 

(b) 本ブラウザ上での利用 利用者は、上記の審査行為を行う場合を除き、いかなる場合であっても、本サー

ビスを、本ブラウザ上でのみ利用するものとし、本ブラウザ以外から本サービスを利用せず、また利用し

ようと試みないものとします。 

 

第４条 知的財産権   

(a) 本サービスおよび本サービス提供のためのソフトウェアプログラムの構造、組織、ソースコード、マニュ

アル等、並びに本サービスに利用される URL データベースおよびアプリ評価データベースに関する所有権

及び著作権、特許権、商標権、営業秘密その他の知的財産権は、すべて当社又は当社に使用許諾を行った

原権利者に留保されるものとします。 

(b) 利用者は、本契約に基づき本サービスの譲渡不能の非独占的使用権のみを取得し、本サービス及び本サー

ビスにおいて利用される URL データベースおよびアプリ評価データベースに関し、所有権、著作権その他

のいかなる権利も取得しないものとします。 

(c) 利用者は、本サービスが提供された際に表示されていた著作権、所有権、商標権その他当社の権利を示す

文言や表示を削除してはならないものとします。 

 

第５条 料金等 

本アプリは、無料でご利用いただけます。ただし、IS NET又はau.NET等の接続料及び通信料等は、利用者

のご負担になります。 

 

第６条 損害賠償 

(a) 本サービスの利用に関して、著作権、商標権の侵害又は営業秘密の不正利用に基づくクレームや訴訟が利

用者に対してなされた場合、当社は、自らの選択に基づき且つその費用負担において、次のどれかを行う

ものとします： 

i) 利用者が本サービスを利用し続ける権利を獲得する、 

ii) 同等の機能を維持したまま、本サービスの侵害部分の削除による修正または他のサービスへの

置き換えを行う、又は 

iii) もし上記の(i) (ii)が実行できない場合、利用者からの本契約の解約を受け入れる。 

(b) 当社は、前項に定めるクレームや訴訟の提起等が次のいずれかに起因する場合、利用者に対して一切賠償

義務を負わないものとします： 

i) 利用者が当社から提供されたマニュアルその他の指示に従って本サービスの利用を行わなかっ

たことに起因する場合、または 

ii) 利用者が当社から提供された本サービスを利用するために必要なブラウザやソフトウェアなど

のインストール、その他当社の指示に従った行為を速やかに実施しなかったこと。 

 

第７条 責任の制限 

(a) 当社は、本サービス及び本ブラウザが２４時間３６５日にわたり常時利用可能であること、本サービス及



び本ブラウザが停止又は中断しないこと、すべての機能が発揮されること等に関して、一切の保証を行い

ません。 

(b) 当社は、本サービスのために用いられている URL データベースに関し、合理的に知りうる範囲において且

つ本サービスの利用期間内において、規制対象とすべきホームページの URL 情報およびアプリケーション

の情報を収集し、本サービスの一部として利用者に提供するものとしますが、規制対象とすべきあらゆる

すべての URL 情報等が当該 URL データベースに含まれること、規制対象にすべきではない URL 情報等が当

該 URL データベースに含まれていないこと、あらゆる携帯アプリケーションについて評価が完了している

こと、アプリ評価データベースの評価について誤りがないこと、その他当該 URL データベースの完全性に

ついて、一切の保証を行わないものとします。 

(c) 当社は、前項に規定された URL データベースに含まれる URL 情報等の分類基準につき、当社自己の裁量に

基づいて設定するものとし、当該基準が正確であること、有用であることその他について一切の保証を行

いません。さらに、いかなる意味においても、利用者が本サービス又は URL データベース又はアプリ評価

データベースを利用するにあたり、一定の速度が確保されることその他利用上の性能について一切の保証

を行いません。 

(d) 当社は、本サービス、本ブラウザ又は URL データベース又はアプリ評価データベースが、利用者の特定の

目的に対して有用であること、及び商業的有用性を有していることに関して一切の保証を行いません。 

(e) 本条第(a)項から第(d)項の規定は、当社が本サービス、本ブラウザ及び URL データベースおよびアプリ評

価データベースに関して行う保証のすべてであり、本規約の他の個所において明示されているものを除き

一切の保証を行いません。 

(f) 当社は、利用者が本サービス、本ブラウザ又は URL データベースおよびアプリ評価データベースを使用し

たことまたは本サービス、本ブラウザ又は URL データベース又はアプリ評価データベースが使用できない

ことに起因して、利用者に生じたいかなる直接損害、間接損害、付随的・派生的損害、特別損害（当社が

予見可能性を有していた場合も含みます）、逸失利益その他の損害についても、一切その責任を負いませ

ん。ただし、当社の故意または重大な過失に起因して利用者に損害が発生した場合、当社は、利用者に直

接かつ現実に発生した通常の損害について賠償するものとします。 

 

第８条 秘密保持 

利用者は、本サービスに含まれる当社のULRデータベースおよびアプリ評価データベースの内容につき、そ

のカテゴライズ方法、構造等を含め、それを取り出そうとしたり第三者に一切開示又は漏えいしてはなら

ないものとします。 

また、利用者は、本サービスに関して当社又は第三者から発行を受けた本サービスを利用するためのID及

びパスワードを利用者のためにのみ使用し、当該ID及びパスワードを厳格に管理するものとします。 

 

第９条 利用者の義務 

(a) 本サービスの利用者（管理者及び端末利用者）は、本規約を含む本契約に規定された義務を遵守するもの

とします。 

(b) 管理者は、本規約を含む本契約に基づき利用者が負う義務を端末利用者に遵守させるものとし、端末利用

者が本規約を含む本契約の条件に違反した場合、管理者は、当該違反に関する一切の責任を負うものとし

ます。 

 

第１０条 利用状況のチェック 



(a) 当社は、利用者が本規約に定められた本サービスの重要な利用条件に違反して本サービスを利用している

と合理的な証拠に基づき疑われる場合、利用者の当該利用状況をチェックするため、利用者にその利用状

況を当社に報告させることができるものとします。 

(b) 前項の報告がない場合、または前項の報告が虚偽であると当社が合理的に推測する場合、当社は、利用者

の不正・違反・違法行為を停止させるために、当社の判断において、本サービスの利用の停止を行うとと

ともに、許容された範囲内で法的・行政的手段を講じることができるものとます。 

 

第１１条 本サービスにおけるご利用システム情報の取扱い 

当社は、利用者の本サービスの利用に伴い当社が取得したシステム情報（以下「システム情報」といいま

す。）を、以下の利用目的の達成に必要な範囲内で利用することができるものとします。 

i) 本サービス、本ブラウザの利便性、機能等の向上 

ii) システム情報を抽出および編集することで利用者を特定できない形式の情報に変換・作成した上で行

う情報の分析、利用及び発表、並びに分析。 

iii) システム情報を利用したサービスの開発およびその第三者への提供 

 

第１２条 個人情報の取扱い 

(a) 当社は、利用者の個人情報について当社が別に公表するプライバシーポリシーに従って取り扱います。 

(b) 当社は、利用者の個人情報を、利用者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１３条 契約期間 

本契約およびそれに基づいて許諾される本サービスの利用期間は、第２条(e)に定める期間とします。但し

当該期間満了前に本契約が解除又は解約された場合はこの限りではありません。 

 

第１４条 解除 

(a) 利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、利用者に対して何らの通知催告をすることなく、

本契約を解除することができるものとします。 

1) 本規約に違反したとき 

2) 不当に当社の名誉又は信用を棄損する行為を行ったとき 

(b) 前項に定める本契約の解除は、利用者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。 

 

第１５条 契約終了の効果 

本契約が終了した場合には、その理由の如何を問わず、本契約で許諾されていたすべての利用許諾は直ち

に終了します。本契約が終了した場合、利用者は、直ちに本サービスに関して当社から提供されていたマ

ニュアルその他の秘密情報を当社に返却するか又は当社の指示に従ってすべてを破棄したうえで、その証

明を提出するものとします。なお、本契約の終了又は解除の後においても、利用者のすべての支払い義務

および本規約第３条、第４条、第７条、第８条、第９条、第１１条、第１５条、及び第１７条(b), (d), (e), 

(f)及び(g)の規定は、なお有効に存続するものとします。 

 

第１６条 譲渡禁止 

利用者は、当社の書面による事前の同意のない限り、本契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させる

ことはできません。また、本規約を含む本契約から生ずる権利の全部又は一部を第三者に譲渡し若しくは



担保の用に供し、又は本規約を含む本契約から生ずる義務の全部又は一部を第三者に引き受けさせてはな

らないものとします。 

 

第１７条 その他 

(a) 海外への持ち出し 本サービス及び本ブラウザがインストールされた端末機器等の日本国外への持ち出

しは、すべて利用者の自己責任でおこなってください。当社は、本サービス及び本ブラウザにつき、日本

国内において使用される場合にのみサポートをします。ただし、本サービス及び本ブラウザが「外国為替

及び外国貿易法」等の法令及び外国法又は条約、国連の決議等に基づき、輸出規制の対象となった場合は、

本サービス及び本ブラウザがインストールされた端末等の海外持ち出し、直接輸出又は間接輸出を行う場

合には、自己の責任において、主管大臣からの非該当証明または輸出許可等の取得を含む適切な輸出手続

を行うなど、輸出規制法令を遵守するものとします。 

(b) 第三者ソフトウェア 本契約を締結したことにより、本サービスを利用することを除き、利用者に対して

第三者ソフトウェアの使用許諾その他何らの許諾もなされるものではありません。 

(c) 権利非放棄 各当事者が、ある時点で本規約の規定に定められた権利を実施しなかったとしても、当該当

事者がそのあとで当該規定を実施する権利を放棄したと解釈されないものとします。また、本規約の一部

の規定について無効、違法または実行不能とされた場合であっても、当該規定は可能な限り実施されるも

のとし、また残りの規定についての有効性、合法性、実行可能性に何らの影響も与えないものとします。 

(d) 通知 本契約に従ってなされる通知、要求、要請その他については、必ず書面（Eメールを含む。以下同

じ。）で行うものとし、その書面が相手方に受領されたときに正式に当該通知等が行われたものと看做さ

れるものとします。 

(e) 準拠法・紛争解決 本契約の準拠法は、日本法とします。また本契約に関する裁判管轄権は、東京地方裁

判所を専属的合意管轄裁判所とします。 

(f) 見出し 本規約に記載された条文見出しは、単に当事者の便宜のためになされたものであり、本規約の内

容、適用範囲その他についていかなる意味においても定義したり、制限したり、補充したりするものでは

なく、当該見出しには何らの法的効果も与えられないことに同意します。 

(g) 不可抗力 天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、同盟罷業、ハッカー

からのアタックその他当社の責に帰さない不可抗力により本規約の定めを含む本契約上の当社の義務の

全部又は一部の履行が不可能になった場合、当社は、利用者に対し債務不履行、履行遅滞その他一切の責

めを負わないものとします。但し、当社は、当該事由により履行が遅滞する場合又はその恐れがある場合、

遅滞なく利用者にその旨を通知するか又は公表するものとします。 

(h) 完全合意 本規約及び利用者の本サービス申込書を含む本契約は、本サービスの利用に関する利用者と当

社間のすべての合意を規定するものであり、書面又は口頭による従前の一切の了解、意図の表明、了解、

覚書に優先し、それらに取って代わるものです。但し、本契約締結後、当社が適宜提示又は公表する本サ

ービス利用の条件についてはこの限りではなく、当社及び利用者は、当該提示又は公表される利用条件に

も拘束されるものとします。 

(i) 協議  利用者及び当社は、本契約に定めのない事項又は本契約に関する解釈上の疑義につき、真摯に協

議のうえ解決するものとします。 

 

 

 

 



安心アクセスfor Android TM用ブラウザご利用規約 

 

 

第１条 本規約の対象範囲 

このご利用規約（以下「本規約」といいます。）は、ＫＤＤＩ株式会社（以下「当社」といいます。）の

「安心アクセスfor Android ＴＭ」サービス（以下「本サービス」といいます。）の利用のために当社が提

供する本サービス用ブラウザ（以下「本ブラウザ」といいます。）を、利用者（以下「利用者」といいま

す。）が利用することに関する条件を規定したものです。 

なお、本規約に基づき、利用者の本ブラウザの利用に関して当社と利用者との間に成立する合意を「本契

約」といいます。 

第２条 利用許諾利用行為の許諾  

(a) 利用者は、本規約の定めおよび利用者が申し込む際の条件並びに当社が適宜定めるその他の条件に従い、

さらに、当社が別途提供する「安心アクセス for Android TMサービス利用規約」に定められた本サービス

の利用者のみ、本ブラウザを利用することができ、また、本規約に規定されたサポートを当社から受ける

ことができます。 

(b) マニュアル 利用者は、本ブラウザを利用するにあたり、当社が任意の判断で提供する 新のオンライン

ヘルプ、設定ガイド、その他の公表物（以下「マニュアル」といいます。）がある場合、それらを使用す

ることができます。 

 

第３条 禁止行為 

(a) 禁止事項 利用者は次の各号に定める事項を行ってはならずまた第三者に行わせてはいけません。 

i) 本規約で許諾されている方法以外での本ブラウザの利用。 

ii) 本ブラウザに関する各種プログラム等に対するリバースエンジニアリング、逆アセンブル、デ

コンパイルその他ソースコードを抽出しようとする行為。 

iii) 本規約で定められた場合を除き、本ブラウザの全部又は一部を第三者に利用させ、貸与し、再

利用許諾する行為。 

iv) 当社から付与された本ブラウザに関する ID 及びパスワードがある場合、当該 ID 及びパスワー

ドを第三者に開示し、漏えいしたりする行為、並びに当該 ID 及びパスワードの漏えいを防止す

るための適切な管理を怠ること。 

(b) 本ブラウザの利用目的 利用者は、いかなる場合であっても、本ブラウザを、本サービスの利用のために

のみ利用することができるものとし、本サービス以外のサービス、ソフトウェア、プログラム等を本ブラ

ウザ上で利用してはならず、また利用しようと試みないものとします。 

 

第４条 知的財産権   

(a) 本ブラウザおよび本ブラウザ提供のためのソフトウェアプログラム等の構造、組織、ソースコード、マニ

ュアル等に関する所有権及び著作権、特許権、商標権、営業秘密その他の知的財産権は、すべて当社又は

当社に使用許諾を行った原権利者に留保されるものとします。 

(b) 利用者は、本契約に基づき本ブラウザの譲渡不能の非独占的使用権のみを取得し、本ブラウザおよび本ブ

ラウザ提供のためのソフトウェアプログラム等に関し、所有権、著作権その他のいかなる権利も取得しな

いものとします。 



(c) 利用者は、本ブラウザが提供された際に表示されていた著作権、所有権、商標権その他当社又は原権利者

の権利を示す文言や表示を削除してはならないものとします。 

 

第５条 利用料金 

本ブラウザは、無料でご利用いただけます。ただし、IS NET又は、au.NET等の接続料及び通信料等は、お客

様のご負担となります。 

 

第６条 損害賠償 

(a) 本ブラウザの利用に関して、著作権、商標権の侵害又は営業秘密の不正利用に基づくクレームや訴訟が利

用者に対してなされた場合、当社は、自らの選択に基づき且つその費用負担において、次のどれかを行う

ものとします： 

i) 利用者が本ブラウザを利用し続ける権利を獲得する、 

ii) 同等の機能を維持したまま、本ブラウザの侵害部分の削除による修正または他のサービスへの

置き換えを行う、又は 

iii) もし上記の(i) (ii)が実行できない場合、利用者からの本契約の解約を受け入れるものとしま

す。 

(b) 当社は、前項に定めるクレームや訴訟の提起等が次のいずれかに起因する場合、利用者に対して一切賠償

義務を負わないものとします： 

i) 利用者が当社から提供されたマニュアルその他の指示に従って本ブラウザの利用を行わなかっ

たことに起因する場合、または 

ii) 利用者が当社から提供された本サービスを利用するために必要なソフトウェアなどのインスト

ール、その他当社の指示に従った行為を速やかに実施しなかったこと。 

 

第７条 責任の制限 

(a) 当社は、本サービス及び本ブラウザが２４時間３６５日にわたり常時利用可能であること、本サービス及

び本ブラウザが停止又は中断しないこと、すべての機能が発揮されること等に関して、一切の保証を行い

ません。 

(b) 当社は、いかなる意味においても、利用者が本ブラウザ又は本サービスを利用するにあたり、一定の速度

が確保されることその他利用上の性能について一切の保証を行いません。 

(c) 当社は、本サービスまたは本ブラウザが、利用者の特定の目的に対して有用であること、及び商業的有用

性を有していることに関して一切の保証を行いません。 

(d) 本条第(a)項から第(c)項の規定は、当社が本ブラウザ及び本サービスに関して行う保証のすべてであり、

本規約の他の個所において明示されているものを除き一切の保証を行いません。 

(e) 当社は、利用者が本ブラウザ及び本サービスを使用したことまたは本ブラウザ及び本サービスが使用でき

ないことに起因して、利用者に生じたいかなる直接損害、間接損害、付随的・派生的損害、特別損害（当

社が予見可能性を有していた場合も含みます）、逸失利益その他の損害についても一切その責任を負わず、

利用者に対して一切の損害賠償義務を負わないものとします。ただし、当社の故意または重大な過失に起

因して利用者に損害が発生した場合、当社は、利用者に直接かつ現実に発生した通常の損害について賠償

するものとします。 

 

第８条 秘密保持 



利用者は、本ブラウザに関して当社又は第三者から発行を受けた本ブラウザを利用するためのID及びパス

ワードを利用者のためにのみ使用し、当該ID及びパスワードを厳格に管理するものとします。 

 

第９条 利用者の義務 

本ブラウザの利用者は、本規約を含む本契約に規定された義務を遵守するものとします。 

 

第１０条 利用状況のチェック 

(a) 当社は、利用者が本規約に定められた本ブラウザの重要な利用条件に違反して本ブラウザを利用している

と合理的な証拠に基づき疑われる場合、利用者の当該利用状況をチェックするため、利用者にその利用状

況を当社に報告させることができるものとします。 

(b) 前項の報告がない場合、または前項の報告が虚偽であると当社が合理的に推測する場合、当社は、利用者

の不正・違反・違法行為を停止させるために、当社の判断において、本ブラウザの利用の停止を行うとと

ともに、許容された範囲内で法的・行政的手段を講じることができるものとます。 

 

第１１条 本ブラウザにおけるご利用システム情報の取扱い 

当社は、利用者の本ブラウザの利用に伴い当社が取得したシステム情報（以下「システム情報」といいま

す。）を、以下の利用目的の達成に必要な範囲内で利用することができるものとします。 

i) 本ブラウザの利便性、機能等の向上 

ii) システム情報を抽出および編集することで利用者を特定できない形式の情報に変換・作成した上で行

う情報の分析、利用及び発表、並びに分析。 

iii) システム情報を利用したサービスの開発およびその第三者への提供 

 

第１２条 契約期間 

本契約およびそれに基づいて許諾される本ブラウザの利用期間は、第２条(a)に定める当社が別途提供する

「安心アクセス for Android TMサービス利用規約」に定められた本サービスの利用期間とします。 

 

第１３条 解除 

(a) 利用者が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は、利用者に対して何らの通知催告をすることなく、

本契約を解除することができるものとします。 

1) 本規約に違反したとき 

2) 不当に当社の名誉又は信用を棄損する行為を行ったとき 

(b) 前項に定める本契約の解除は、利用者に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。 

 

第１４条 契約終了の効果 

本契約が終了した場合には、その理由の如何を問わず、本契約で許諾されていたすべての利用許諾は直ち

に終了します。本契約が終了した場合、利用者は、直ちに本ブラウザに関して当社から提供されていたマ

ニュアルその他の秘密情報を当社に返却するか又は当社の指示に従ってすべてを破棄したうえで、その証

明を提出するものとします。なお、本契約の終了又は解除の後においても、本規約第３条、第４条、第６

条、第７条、第８条、第９条、第１１条、第１４条、及び第１６条(b), (d), (e), (f)及び(g)の規定は、

なお有効に存続するものとします。 

 



第１５条 譲渡禁止 

利用者は、当社の書面による事前の同意のない限り、本契約上の地位を第三者に譲渡し、又は承継させる

ことはできません。また、本規約を含む本契約から生ずる権利の全部又は一部を第三者に譲渡し若しくは

担保の用に供し、又は本規約を含む本契約から生ずる義務の全部又は一部を第三者に引き受けさせてはな

らないものとします。 

 

第１６条 その他 

(a) 海外への持ち出し 本サービス及び本ブラウザがインストールされた端末機器等の日本国外への持ち出

しは、すべて利用者の自己責任でおこなってください。当社は、本サービス及び本ブラウザにつき、日本

国内において使用される場合にのみサポートをします。ただし、本サービス及び本ブラウザが「外国為替

及び外国貿易法」等の法令及び外国法又は条約、国連の決議等に基づき、輸出規制の対象となった場合は、

本サービス及び本ブラウザがインストールされた端末等の海外持ち出し、直接輸出又は間接輸出を行う場

合には、自己の責任において、主管大臣からの非該当証明または輸出許可等の取得を含む適切な輸出手続

を行うなど、輸出規制法令を遵守するものとします。 

(b) 第三者ソフトウェア：本契約を締結したことにより、本サービスを利用することを除き、利用者に対して

第三者ソフトウェアの使用許諾その他何らの許諾もなされるものではありません。 

(c) 権利非放棄：各当事者が、ある時点で本規約の規定に定められた権利を実施しなかったとしても、当該当

事者がそのあとで当該規定を実施する権利を放棄したと解釈されないものとします。また、本規約の一部

の規定について無効、違法または実行不能とされた場合であっても、当該規定は可能な限り実施されるも

のとし、また残りの規定についての有効性、合法性、実行可能性に何らの影響も与えないものとします。 

(d) 通知：本契約に従ってなされる通知、要求、要請その他については、必ず書面（Eメールを含む。以下同

じ。）で行うものとし、その書面が相手方に受領されたときに正式に当該通知等が行われたものと看做さ

れるものとします。 

(e) 準拠法・紛争解決：本契約の準拠法は、日本法とします。また本契約に関する裁判管轄権は、東京地方裁

判所を専属的合意管轄裁判所とします。 

(f) 見出し：本規約に記載された条文見出しは、単に当事者の便宜のためになされたものであり、本規約の内

容、適用範囲その他についていかなる意味においても定義したり、制限したり、補充したりするものでは

なく、当該見出しには何らの法的効果も与えられないことに同意します。 

(g) 不可抗力：天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、同盟罷業、ハッカー

からのアタックその他当社の責に帰さない不可抗力により本規約の定めを含む本契約上の当社の義務の

全部又は一部の履行が不可能になった場合、当社は、利用者に対し債務不履行、履行遅滞その他一切の責

めを負わないものとします。但し、当社は、当該事由により履行が遅滞する場合又はその恐れがある場合、

遅滞なく利用者にその旨を通知するか又は公表するものとします。 

(h) 完全合意：本規約及び利用者の本ブラウザ申込書を含む本契約は、本ブラウザの利用に関する利用者と当

社間のすべての合意を規定するものであり、書面又は口頭による従前の一切の了解、意図の表明、了解、

覚書に優先し、それらに取って代わるものです。但し、本契約締結後、当社が適宜提示又は公表する本ブ

ラウザ利用の条件についてはこの限りではなく、当社及び利用者は、当該提示又は公表される利用条件に

も拘束されるものとします。 

(i) 協議：利用者及び当社は、本契約に定めのない事項又は本契約に関する解釈上の疑義につき、真摯に協議

のうえ解決するものとします。 

 


