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リックソフトデジタルコンテンツサービス 利用規約 

作成：2021年 10月 01日 

 

この利用規約（以下「本規約」といいます。）は、リックソフト株式会社（以下「当社」と

いいます。）が提供するリックソフトデジタルコンテンツサービス（以下「本サービス」と

いいます。）において PDFで提供されるガイドブック（以下「デジタルコンテンツ」といい

ます。）の利用条件を定めるものです。契約者と利用者の皆さま（以下「お客様」といいま

す。）には、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。 

 

第 1 条 （適用） 

１． 本規約は、お客様と当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるも

のとします。 

２． 当社は本サービスに関し、本規約のほか、ご利用にあたってのルール等、各種の定め（以

下「個別規程」といいます。）をすることがあります。これら個別規程はその名称のいか

んにかかわらず、本規約の一部を構成するものとします。 

３． 本規約の規定が前条の個別規程の規定と矛盾する場合には、個別規程において特段の定

めなき限り、個別規程の規定が優先されるものとします。 

 

第 2 条 （利用登録） 

１． 本サービスは、登録希望者が本規約に同意の上、当社の定める方法によって利用登録を

申請し、当社がこれを承認することによって、利用登録が完了するものとします。 

２． 当社は、利用登録の申込者（以下「申込者」といいます。）に以下の事由があると判断し

た場合、利用登録の申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務

を負わないものとします。  

a. 利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合 

b. 過去に本規約その他の当社規約に違反したことがある者からの申請である場合 

c. その他、当社が利用登録を相当でないと判断した場合 

 

第 3 条 （デジタルコンテンツの管理） 

１． 当社は、お客様が契約した本サービスのプラン（以下「メニュー」といいます。）に応

じ、デジタルコンテンツを PDF 形式で提供いたします。 

２． お客様は、デジタルコンテンツを厳重に管理するものとし、これらの漏えいや使用上の

過誤等によりお客様に生じた損害について、当社は一切責任を負いません。また、本サ

ービスの利用行為については、すべてお客様による利用行為とみなされます。 

３． お客様は、デジタルコンテンツを第三者に譲渡、開示、名義変更、売買、貸与または担
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保に供する等の行為をしてはなりません。 

４． デジタルコンテンツが第三者によって使用されたことによって生じた損害について、当

社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。 

 

第 4 条 （契約期間およびデジタルコンテンツの更新） 

１． 当社は、デジタルコンテンツを提供した時点から使用期間の制限なく、お客様の業務範

囲内においてデジタルコンテンツを使用することを許諾します。ただし、デジタルコン

テンツの内容が更新され、更新されたデジタルコンテンツを利用したい場合は、再度購

入を頂く必要があります。 

 

第 5 条 （利用料金および支払方法） 

１． 本サービスの利用の対価（以下「料金」といいます。）は、メニューごとに別途当社 HP

にて定めるとおりとします。 

 

第 6 条 （本サービスの提供の停止等） 

１． 当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、お客様に事前に通知することな

く本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとしま

す。 

a. システムの保守点検、更新、その他メンテナンス等を行う場合 

b. 当社が本サービスの提供が困難と判断した場合 

c. 火災、停電、天災地変、感染症の拡大、戦争、暴動、騒動、労働協議等これに準ず

る事態の発生した場合 

d. その他の運用上ないし技術上の理由などにより、当社が本サービスの停止または中

断が必要であると判断した場合 

２． 当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は本サービスの提供の停止または中断

により、お客様または第三者が被ったいかなる不利益または損害についても、一切の責

任を負わないものとします。 

 

第 7 条 （各種コンテンツの使用条件） 

１． お客様は次の各号に示す事項を遵守して、本サービスを利用するものとします。 

a. デジタルコンテンツの配布および使用は、お客様の会社に属する社員及びお客様の

業務に従事する取引会社の従業員に限定されます。 

b. デジタルコンテンツの全て、または一部の改変・改ざん、変換等を行ってはなりま

せん。 

c. デジタルコンテンツに表示される著作権その他の権利の表示を除去・変更等しては

なりません。 

d. デジタルコンテンツの全部または一部を第三者に販売・開示・頒布・貸与・譲渡等
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してはなりません。 

e. デジタルコンテンツを、当社やそれぞれの権利者である第三者の権利を侵害する行

為や公序良俗に反する行為等によって、権利を有する第三者との紛争が生じた場合

は、お客様の自己責任によってこれを解決し、当社が被害を被った場合は当該お客

様に損害賠償を請求できるものとします。 

２． お客様は、本サービス上で提供される情報について、当社がその最新性、真実性、合法

性、安全性、適切性、有用性、確実性等、本サービスによる効果一切等について何ら保

証しないことを了承のうえ、自己の責任において本サービスを利用するものとします。

万が一、当該情報に関して 何らかのトラブルが生じた場合にも、当社は何ら責任を負

いません。ただし、当社の故意または重過失により当該トラブルが発生した場合は、こ

の限りではありません。 

３． 当社は、お客様が第１項に掲げる行為を行ったと合理的に判断した場合、事前に通知す

ることなく、利用の停止及び将来に渡った利用の禁止等、当社が適切と判断した措置を

行うことができるものとします。 

 

第 8 条 （著作権等） 

１． 本サービスを通じて提供されるすべての文章、画像、プログラム等のコンテンツについ

ての著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含みます。）等の知的財産権は当社

または当該コンテンツ提供元に帰属するものであり、申込者およびお客様は、当社の事

前の承諾なく、複製、転載等の使用をすることはできません。 

２． 本条の規定に違反して紛争が生じた場合、申込者およびお客様は、自己の費用と責任に

おいて、当該紛争を解決するとともに、当社および第三者に一切の損害を与えないもの

とします。 

 

第 9 条 （利用制限および登録抹消） 

１． 当社は、お客様が次の各号に示すいずれかに該当する場合には、事前の通知なく、お客

様に対して、本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し、またはお客様としての登

録を抹消することができるものとします。 

a. 本規約のいずれかの条項に違反した場合 

b. 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合 

c. 料金等の支払債務の不履行があった場合 

d. 当社からの連絡に対し、一定期間返答がない場合 

e. その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合 

２． 当社は、本条に基づき当社が行った行為によりお客様に生じた損害について、一切の責

任を負いません。 
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第 10 条 （保証の否認および免責事項） 

１． 当社は、本サービスに事実上または法律上の瑕疵（安全性、信頼性、正確性、完全性、

有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利

侵害などを含みます。）がないことを明示的にも黙示的にも保証しません。 

２． 当社は、本規約に別の定めがある場合を除き、本サービスに起因してお客様に生じたあ

らゆる損害について一切の責任を負いません。 

３． 当社は、当社の過失（重過失を除きます。以下同様です。）による債務不履行または不法

行為によりお客様に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害（当社またはお客様が

損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます。）について一切の責任を負

いません。また、当社の過失による債務不履行または不法行為によりお客様に生じた損

害の賠償は、お客様から過去 1 年で受領した金額を上限とします。 

４． 当社は、本サービスに関して、お客様と他のお客様または第三者との間において生じた

取引、連絡または紛争等について一切責任を負いません。 

 

第 11 条 （損害賠償等） 

１． お客様は、本規約に違反して当社に損害（特別損害及び弁護士費用を含み、これらに限

られません。）を与えた場合、その損害を賠償する責任を負います。 

２． お客様は、当社に対する金銭債務の支払を怠った場合、支払期日の翌日から支払済みま

で年 14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。 

 

第 12 条 （本サービス内容の変更等） 

１． 当社は、本サービスのバージョンアップや不適切な説明内容の改善作業の際は、お客様

に通知することなく、本サービスの内容を変更し、または本サービスの提供を中止する

ことができるものとし、これによってお客様に生じた損害について一切の責任を負いま

せん。 

 

第 13 条 （利用規約の変更） 

１． 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合は、民法第 548 条の 4 の規定に基づき本

規約を随時変更できます。この場合、当社の定める日より変更後の規約が適用されるも

のとします。 

a. 本規約の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき 

b. 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の

相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき 

２． 本規約の変更について、当社はお客様にあらかじめ通知するものとし、通知手段はオン

ライン通知又は当社の選択する方法にて行う事とします。また、発信によりその通知の

効力が生ずるものとし、お客様が登録されたメールアドレスの誤記入、担当者変更によ

るメールアドレスの更新漏れなど通知が到達しない場合であっても、変更後の本規約が
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当社の定める日より適用されるものとします。 

 

第 14 条 （個人情報の取扱い） 

１． 当社は、本サービスの利用によって取得する個人情報については、当社「プライバシー

ポリシー」に従い適切に取り扱うものとします。 

 

第 15 条 （通知または連絡） 

１． お客様と当社との間の通知または連絡は、当社の定める方法によって行うものとします。

当社は、お客様から、当社が別途定める方式に従った変更届け出がない限り、現在登録

されている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行い、これら

は、発信時にお客様へ到達したものとみなします。 

 

第 16 条 （地位の譲渡等） 

１． お客様は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく契約上の地位または本規

約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。 

２． 当社は、本サービスに関する事業を第三者に譲渡（通常の事業譲渡のみならず、会社分

割その他事業が移転するあらゆる場合を含みます。）した場合には、当該事業等の譲渡

に伴い、本規約に基づく契約上の地位又は本規約に基づく権利義務を当該事業譲渡の譲

受人に譲渡することができるものとし、お客様はかかる譲渡にあらかじめ同意するもの

とします。 

３． 当社は、本サービスに係る業務の全部又は一部を第三者に委託することができます。 

 

第 17 条 （反社会的勢力の排除） 

１． お客様は、本サービスの申込時及び本サービスの利用期間中に、自ら、その役員、およ

び使用人等（以下「お客様等」といいます。）が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくな

った時から５年を経過しない者、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力（以下「反

社会的勢力等」といいます。）でないことを表明し、保証するものとします。 

２． 当社は、お客様等が以下の各号の一つに該当する場合、何らの催告なしに直ちに本サー

ビスの利用登録を解除し利用を停止することができます。 

a. お客様等が反社会的勢力等であること、または反社会的勢力等であったことが判明

した場合 

b. お客様等が反社会的勢力等への資金提供を行う等反社会的勢力等と密接な交際があ

る場合、またはその活動を助長する行為を行った場合 

c. 自らまたは第三者を利用して、当社に対し暴力的行為、詐術、強迫的言辞、業務妨

害行為などの行為をした場合 

d. 自らまたは第三者を利用して、当社の名誉・信用を毀損し、または毀損するおそれ

のある行為を行った場合 
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e. その他前各号に準じる場合 

３． 当社は、前項に起因してお客様等に生じた損害について、一切の責任を負わないものと

します。 

 

第 18 条 （準拠法・裁判管轄） 

１． 本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。 

２． 本サービスに関して紛争が生じた場合には、東京簡易裁判所又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 19 条 （附則） 

2021 年 10 月 01 日制定 
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