
 

 

 

第１条 定義 

１． 「受信側利用者」とは、本サービスを利用してファイルを受領する
企業・団体等の法人をいいます。 

２． 「送信側利用者」とは、本サービスを利用してファイルを送付する
企業・団体等の法人をいいます。 

３． 本規約において「本サービス」とは、当社の提供するＷｅｂサイト
から行う次の各号に定めるサービスの総称とします。 

(1) ファイルの画面表示やダウンロード 
(2) 送信側利用者の依頼による帳票の発送 
(3) 受信側利用者情報の変更 
(4) 受信側利用者の業務代行者の管理 
(5) 電子メールによる各種案内 

４． 「ログインＩＤおよびパスワード」（以下、「ID 等」といいます。）
とは、受信側利用者が本サービスを利用する際の認証のために当社
が付与する番号等をいいます。 

 

第２条 規約の適用 

１． 本規約は、本サービスの利用に関し、当社および受信側利用者に適
用されるものとします。 

２． 当社は、当社指定の方法により通知することにより本規約を変更す
ることがあります。その場合には、本サービスの提供は、変更後の
規約によるものとします。 

 

第３条 本サービスの提供 

１． 当社は、受信側利用者に対し本サービスを提供するものとし、受信
側利用者が本サービスを利用した際には、本規約に同意したものと
みなします。 

２． 受信側利用者は、受信側利用者が利用するインターネット・プロバ
イダおよびそのネットワーク、またはパソコン等の機種、利用する
ソフトウェアによっては本サービスが利用できない場合があり、あ
らかじめ了承するものとします。 

３． 当社は、受信側利用者に事前通知することなく本サービスの一部ま
たは全部の変更、追加および廃止することができるものとします。 

 

第４条 本サービスの利用開始 

１． 受信側利用者が当社の提供するＷｅｂサイトへの初回ログイン時に
本規約を承諾することにより、本サービスの利用開始とします。 

 

第５条 本サービスの利用終了 

１． すべての送信側利用者が受信側利用者情報を削除することにより、
本サービスの利用終了とします。 

 

第６条 設備等 

１． 受信側利用者は、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すべての機器の準
備および回線利用契約の締結、インターネット接続サービスへの加
入、その他、本サービスを利用するために必要な準備を自己の費用
と責任において行うものとします。 

 

第７条 本サービスの利用 

１． 受信側利用者は、本規約、その他当社が随時通知する内容に従い、
本サービスを利用するものとします。 

２． 受信側利用者は、本サービスを利用してなされた一切の行為および
その結果について責任を負うものとして、当社に何等の迷惑または
損害を与えないものとします。 

３． 本サービスの利用に関連して、受信側利用者が送信側利用者もしく
は第三者に対して損害を与えた場合、または受信側利用者が送信側
利用者もしくは第三者と紛争を生じた場合、当該受信側利用者は、
自己の費用と責任で処理解決するものとし、当社に何等の迷惑また
は損害を与えないものとします。 

４． 受信側利用者は、本サービスの利用により当社または送信側利用者
もしくは第三者に対して損害を与えた場合（受信側利用者が、本規
約上義務を履行しないことにより当社または送信側利用者もしくは
第三者が損害を被った場合を含みます）、自己の責任と費用をもって
当該損害を賠償するものとします。 

 

第８条 ＩＤおよびパスワード等の管理責任 

１． 受信側利用者は、送信側利用者の当該受信側利用者情報登録後に当
社が当該受信側利用者に付与する ID 等の使用および管理について、
一切の責任を負うものとします。 

２． 受信側利用者は、ID 等を第三者に利用させること、貸与、譲渡等を
してはならないものとします。 

 

 

 

３． ID 等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責
任は、受信側利用者が負うものとし、当社は、一切責任を負いませ
ん。 

４． 受信側利用者は、ID等の盗難があった場合、ID 等の失念があった場
合、または ID 等が第三者に使用されていることが判明した場合には、
直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合
にはこれに従うものとします。 

５． 受信側利用者は、定期的にパスワードを変更する義務があるものと
します。 

６． 受信側利用者は、受信側利用者が追加する業務代行者の ID およびパ
スワードも同様に管理するものとします。 

 

第９条 禁止事項 

１． 受信側利用者は、本サービスの利用にあたって以下の各号の行為を
行ってはならないものとします。  

(1) 本サービスの運営を妨げ、その他本サービスに支障をきたすおそ
れのある行為 

(2) ID 等を不正に使用する行為 
(3) 他の受信側利用者、送信側利用者、第三者もしくは当社の著作権

等の知的財産、プライバシー・人格権その他の権利を侵害する行
為、またはそれらのおそれのある行為 

(4) 公序良俗に反する行為その他法令に違反する行為、またはそれら
のおそれのある行為 

(5) その他、当社が不適当と判断する行為 

 

第１０条 本サービスの提供停止、ＩＤの抹消 

１． 当社は、受信側利用者が以下の各号のいずれかに該当する場合、受
信側利用者に事前通知することなく本サービスの利用停止または
ID を抹消できるものとします。 

(1) 第９条に定める行為の全部または一部を行った場合 
(2) 本規約に違反した場合 
(3) 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、関係者、その他の反社会的

勢力（以下「暴力団等」といいます。）である場合、またはかつ
て暴力団等であった場合 

(4) 自らまたは第三者を利用して、当社または第三者に対して詐術、
暴力的行為、または脅迫的言辞等を用いるなどした場合 

(5) ことさらに、自身が暴力団等である旨を伝え、または関係団体も
しくは関係者が暴力団等である旨を伝えたりした場合 

(6) 自らまたは第三者を利用して、当社の名誉や信用等を毀損し、ま
たは毀損するおそれのある行為をした場合 

(7) 自らまたは第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、また
は妨害するおそれのある行為をした場合 

(8) その他、当社が不適当と判断した場合 
２． 当社は、前項の定めによる本サービスの提供停止、ID の抹消により

生じた受信側利用者、送信側利用者、および第三者の損害につき一
切責任を負わないものとします。 

 

第１１条 本サービスの第三者への委託 

１． 当社は、本サービスを提供するための業務の一部または全部を他の
企業に委託することができるものとします。 

 

第１２条 インターネット経由の通信 

１． 受信側利用者は、当社または当社の業務を委託する企業以外のイン
ターネットプロバイダおよびそのネットワーク（以下「他のインタ
ーネットプロバイダおよびそのネットワーク」といいます）を経由
して通信を行う場合、受信側利用者は、経由するすべての国の法令
等、通信業者の約款等およびすべてのネットワークの規則に従うも
のとします。 

２． 前項の他のインターネットプロバイダおよびそのネットワークの回
線の混雑を理由とする通信の遅延、機器その他の障害による通信の
遅延、中断、データの消失等が発生したとしても、これに起因する
受信側利用者または送信側利用者が被った損害について当社は一切
の責任を負わないものとします。 

 

第１３条 本サービスの中止 

１． 当社は、以下の各号について受信側利用者に事前通知することなく
本サービスの一部または全部の提供を中止することができるものと
します。 

(1) システムの定期保守および緊急保守の場合 
(2) 天災、事変、停電、第三者による妨害行為、その他の非常事態が

発生し、または発生するおそれがあるとき等によりシステムの運
用が困難になった場合 

(3) その他、やむを得ずシステムの停止が必要と当社が判断した場合 
２． 当社は、前項に基づく本サービスの提供の中止によって生じた受信

側利用者の損害につき一切責任を負わないものとします。 

ファイネット ファイル配信サービス 利用規約（受信側利用者向け） 

株式会社ファイネット（以下「当社」といいます。）は、当社が提供する「ファイル配信サービス」（以下「本サービス」といいます。）の提供条件を定める規約

（以下「本規約」といいます。）を以下の通り定めます。 

 



第１４条 免責事項 

１． 当社は、受信側利用者が本サービスを利用できなかったことにより
発生した一切の損害について、いかなる責任も負わないものとしま
す。ただし、当社の故意または重過失の場合は除きます。 

２． 当社は、受信側利用者の受けた不利益等が受信側利用者または送信
側利用者の登録内容に従い事務を処理したことによる場合は免責さ
れるものとします。 

３． 受信側利用者が、本サービスの利用することにより、他の受信側利
用者、送信側利用者、または第三者に対して損害等を与えた場合に
は、当該受信側利用者は自己の責任と費用において解決し、当社に
は一切迷惑を与えないものとします。 

４． メールアドレスの誤り、メール環境の事情により、メールやファイ
ルが不達になった場合は、送信側利用者もしくは受信側利用者にて
解決するものとし、当社は責任を負わないものとします。 

５． 送信側利用者より依頼された帳票の発送は、郵便事業会社又は宅配
便事業者等を利用するものとし、発送先は国内に限ります。住所誤
り、天災、交通網の麻痺、誤配等の当社に起因しない事情により、
発送物の遅延や不達が発生した場合には、当社は免責されるものと
します。 

 

第１５条 利用料金 

１． 当社は、本サービスを受信側利用者に無償で提供するものとします。
ただし、本サービスの利用のための通信料等の費用は、受信側利用
者が負担するものとします。 

２． 本サービスの内容変更等によって本サービスの一部または全部を有
料化する必要が生じた場合は、当社は有料化に伴う本規約の変更内
容および変更後の規約の効力発生時期等を定めた上で、あらかじめ
受信側利用者に通知するものとします。 

 

第１６条 著作権等 

１． 受信側利用者は、権利者の許諾を得ることなく本サービスを通じて
提供されるいかなる情報も著作権法で定める私的利用の範囲を超え
た使用をすることができないものとします。 

２． 受信側利用者は、権利者の許諾を得ることなくいかなる方法におい
ても第三者をして本サービスを通じて提供されるどのような情報も
使用させたり変更させたりすることをできないものとします。 

３． 本条の規定に違反して問題が発生した当該受信側利用者は、自己の
費用と責任で処理解決するものとし、当社に何らの迷惑または損害
を与えないものとします。 

 

第１７条 権利譲渡の制限 

１． 受信側利用者は、本サービスの利用に関する権利を第三者に譲渡ま
たは貸与することはできないものとします。 

 

第１８条 通知連絡等 

１． 当社は、コーポレイトサイト等への掲載、その他当社が適当である
と判断する方法により、随時必要な事項の通知・連絡を行うものと
します。 

 

第１９条 個人情報の取扱い 

１． 当社は、個人情報について、当社のプライバシーポリシー（個人情
報保護方針）に基づき取り扱うものとし、プライバシーポリシー（個
人情報保護方針）は、当社のコーポレイトサイトに公表するものと
します。 

２． 本サービスにおける受信側利用者の送付先情報は、当該受信側利用
者宛てのファイル送付およびメール通知など本サービス提供の範囲
内でのみ利用するものとします。 

 

第２０条 秘密保持 

１． 当社および受信側利用者は、本サービスにより知り得た販売上、技
術上、またはその他の業務上の秘密情報を、本サービス利用の目的
以外で使用してはならないものとし、受信側利用者の本サービス利
用期間中のみならず本サービスの利用終了後も第三者に漏洩しない
ものとします。 

 

第２１条 管轄裁判所 

１． 本サービスに関連して受信側利用者と当社の間で問題が生じた場合
には、受信側利用者と当社で誠意をもって協議するものとします。 

２． 協議しても問題が解決せず、受信側利用者と当社の間で訴訟の必要
が生じた場合、東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって、受
信側利用者と当社の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

附則 本規約は、20２２年９月１日より適用する。 


