
オフビズ利用規約 
 
 
第１条 （目的） 
株式会社ハーフウェイ （以下「当社」といいます。）は、定額制デザインサービス「オフ

ビズ 」（以下「本サービス」といいます。）を提供するため、この利用規約を定め、本

サービス利用契約者（以下「お客様」といいます。）は、以下の事項に同意するものとしま

す。 
お客様が当社に本申込書を提出し、当社がこれを了解した時点で、お客様と当社との間で、

本サービスに関する利用契約（以下「本契約」といいます。）が成立するものとし、 本契

約を誠実に遵守するものとします。 
 
第２条 （利用許諾） 
当社は、お客様の作業効率改善のため、お客様に対し、別紙(オフビズ利用説明書)の条件に

て本サービスを利用することを許諾します。 本サービスを利用する場合、お客様は、本規

約に同意の上、当社に対し、当社所定の方法により必要情報（以下「登録情報」といいま

す。）を提供し、お客様番号の付与を受けるものとします。 登録情報の提供にあたって

は、真実かつ正確な情報を提供しなければなりません。また、登録情報に誤りがあった場合

又は変更が生じた場合、お客様は、自己の責任において、速やかに登録情報を修正又は変更

箇所を当社に通知するものとします。 お客様が登録情報の修正又は変更を怠ったことによ

り、当社からの通知が不到達となった場合、当該通知は、通常到達すべき時に到達したとみ

なされるものとします。 
 
第３条 （本契約の変更） 
1.本契約を変更するときは、当社の判断により合理的な範囲でお客様の承諾なく随時変更・

改訂する事ができるものとし、全てのお客様と当社の間で効力を有するものとします。 
2.当社が本契約の変更・改訂を当社の定める方法により告知した時点から変更、改訂された

規約が最新の規約として、全てのお客様と当社の間で効力を有するものとします。 
3.本契約変更後も継続して本サービスを利用された場合は、それにより規約変更に同意した

ものとします。 
 
第4条 （本規約の公表） 
本サービスの本規約は、ご契約の際にお客様にチャット及びメールにてURLを伝達するもの

とし、本サービスWebサイト(https://off-biz.jp/kiyaku.pdf)にて公表します。 
 
第５条 （サービス内容） 
1.本サービスは定額制で、所定の料金を支払うことによって、契約期間中、オプション内容

を除く以下のサービスを受ける事ができるものとします。本サービスにおいて、当社は、お

客様から、以下の各号の業務を受託します。 
 
・資料のデジタル化作業 
Microsoft Officeソフト、並びにその他テキスト・画像等の編集ソフトを用いて、紙面その他

の媒体に記録されたお客様の資料をデジタル化いたします。必要なヘッダー情報、フッター

情報、表紙はお客様にてご用意下さい。（※お客様に提出頂く紙面その他の媒体に記録され

た資料に情報漏れや不明な点等があった場合、デジタル化が困難な場合があります） 



・Webサイト内ページの新規作成作業 
デザインフレーム(テンプレート)を利用して、Webサイト内ページを制作いたします。Web
サイト作成に必要な素材やテキストや全てのレイアウトについてはお客様にてご用意下さ

い。なお、オリジナルフレーム及びオリジナルデザインでのWebサイト作成、PHP、
JavaScript等のプログラミングに関する作業はこれに含まれないものとし、別途費用にて承

ります。 
・Webサイトの更新作業 
お客様から指定されたWebサイトの情報を変更する作業を行います。対応可能な修正内容

は、テキストの文言修正・追加・画像差替えに限定されます。なお、PHP、JavaScript等の

プログラミングに関する作業はこれに含まれないものとし、条件に応じて別途費用にて承り

ます。 
・Webサイト掲載用の画像作成作業 
Webサイトに使用するバナー画像やアイコン画像、図表、マップ等の画像を制作いたしま

す。画像制作に必要な素材やテキストについてはお客様側でご用意下さい。 
・アクセス解析/集計作業 
Webサイトのgoogleアナリティクスを使用したアクセス解析数値収集、リスティング広告の

数値集計、その他数値データの集計業務を行います。ログインに必要なアカウント情報の共

有を同意いただけた場合のみご対応可能なものといたします。 
・DTPデザイン 
名刺・チラシ・ポスターのデザインデータを制作いたします。対応可能サイズはA4サイズ

(210×297)までとし、それ以上のサイズは条件に応じて別途費用にて承ります。入稿データ

が必要な場合、その旨ご依頼ください。入稿データ不備による印刷不備等の責任は一切を当

社では負いかねますので、入稿前に必ずお客様でご確認ください。 
・ランディングページ制作 
お客様側でご用意いただいたワイヤーフレームを利用して、ランディングページのデザイン

制作をいたします。ランディングページ制作に必要な素材やテキスト、全てのレイアウトに

ついてはお客様にてご用意お願いします。また、PHP、JavaScript等のプログラミングに関

する作業はこれに含まれないものとし、別途費用にて承ります。 
・動画編集 
お客様にご準備いただいた動画データを利用して、長さの編集やテロップ・BGM挿入を行

います。動画編集に必要な素材やテキストやBGMについてはお客様側でご用意下さい。ま

た、その他の効果に関する作業はこれに含まれないものとし、必要に応じて別途費用にて承

ります。 
・イラスト制作 
お客様にご準備いただいたイメージ素材（手書き、もしくは参考データ）を用いて、イラス

トの制作を行います。ヒアリングを行って一から作成するものに関しては、必要に応じて別

途費用にて承ります。 
 
2.本サービスはお客様が制作に必要な原稿(写真、文字原稿、参考資料等)を当社にご提供い

ただくいことを前提として制作を行うものとします。 
また、お客様は制作前に当社のご依頼フォーマットに必要事項を記入した形で依頼するもの

とします。 
お客様が当社に提供する文書、イメージその他コンテンツについては、著作権その他第三者

の権利を侵害する物ではないことを保証し、万が一、これに違反して、第三者との間に紛争

が生じ、またはその恐れがある場合には、お客様が事故の費用と責任でこれを解決するもの

とし、当社に迷惑をかけないものとします。 



 
3.本サービスには、次の項目は該当しないものとします。 
・ソフト購入費用や使用料　・写真補正　・文字構成 
・モデル手配　・色校正　・ライティング　・デザイナーの指定　 
・他、上記項目に伴う手配物や備品等 
・その他当社が認めないもの 
 
当社は、お客様の指示に基づいてのみ作業を実施するものとし、前項各号の作業に関し、当

社自ら企画・構成等の立案はいたしません。当社からの企画・構成案をご希望の場合は別途

費用にてご相談を承っております。 
また、依頼業務の対応可能業務領域の増減に関しては、随時変更となる場合があります。  
当社は、本サービスを円滑に提供するため、お客様の本サービス利用状況を監視し、確認す

ることができるものとします。 
 
4.本サービスは、イラストレータ、フォトショップ、ドリームウィーバー、エクセル、

ワード、パワーポイント、XD のソフトにて作成可能なものとする。 
 
5.校了後のデータ納品方法は、「html」、「ai」、「eps」、「pdf」、「psd」、「jpg」、

「png」、「gif」、「svg」、「xd」、 「mp4」、「avi」、「mov」、「docx」、「xlsx
」、「pptx」の形式にてチャットワーク、メール、サーバー、ファイル便での送信を基本形

式とします。 
 
第６条 （サービス体制） 
[案件の対応] 
当社は、本サービスを提供するにあたり、当社は作業担当者を1名設置し、お客様は、発注

担当者を1名設置するものとします。お客様からの依頼に対しては、原則として当該作業担

当者1名で対応するものとします。  
お客様は前条に定める業務を、当社に対し、契約期間中は、当社が了解した場合を除き 
ご契約の月内対応可能時間を上限として無制限に依頼することができるものとします。 
成果物に対する補正・修正についても月内対応可能時間を上限として無制限に依頼すること

ができるものとします。 
 
[案件の対応時間] 
本サービスの営業時間は、平日12時～19時までとします。これ以外の時間は、お客様のご

依頼に対応いたしません。 
また、土曜日・日曜日・祝日・年末年始は休業日とします。ゴールデンウィーク、お盆休

み、お正月休みなど、その他弊社が指定する休業期間についても、お客様への対応はできな

いものとします。 
また、長期休暇に関する連絡はWebサイト掲載及びメールで通知するものとします。 
祝日法の改正などにより、祝日に変更が生じた場合は、本サービスの変更となった休業の

１ヶ月前までに通知するものとします。 
お客様が依頼される案件の受注から初稿提出までの作業期間は、最低2営業日とし、提出は

３営業日目以降となり、案件内容及び案件ボリュームを勘案して別途定められるものとしま

す。 
 
[案件の依頼について] 



1.当社が設置する作業担当者が対応するお客様の依頼は、同時に1つまでとなります。複数

の依頼を同時に依頼される場合、1案件内に複数入れるか、より納期を短くするには追加で

アカウントをお申し込み下さい。 お客様は、原則として、当社に対し、発注担当者様以外

から依頼をすることはできません。 
複数の担当者様から同時に依頼される場合、追加でアカウントのお申し込みが必要となりま

す。 
複数契約の場合、契約数に応じてその数だけの同時進行が可能となります。 
2.本サービスで依頼できる回数・内容・納期等は、必ずしも希望に添えるとは限らず、やむ

を得ない場合はお断りする場合があるものとします。 
3.校了後は、データを納品した時点で案件の終了となります。 
4.当社は、合理的な範囲で本サービスの内容を予告する事なく変更する事があるものとし、

随時変更が可能なものとします。その場合速やかに変更内容について、当社所定の方法

(Webページ、メールまたがチャット)により告知するものとします。 
 
第７条 （本サービスの提供） 
1.当社は、当社とお客様との間で本契約に沿った契約が成立する事によりお客様に対し

本サービスを提供する。 
2.当社は、本サービスの運営の全部または一部を当社指定の第三者に業務委託出来るもの

とし、お客様はあらかじめこれに承諾するものとする。 
3.本サービスの提供時間(納期)は、別紙料金・納期目安表の記載事項に準ずる。但し、

依頼された制作物の複雑さや難易度によって目安よりも納期が延びる場合があり、案

件開始毎に当社担当者から連絡する納期が最終決定の納期となる。 
4.サービス内に文字・内容校正は含まれておらず、お客様の最終校了をもって制作終了

とする。 
 
第８条 （サービス利用料） 
お客様は、本サービスの利用料として以下のプランに従ったサービス利用料を支払うものと

します。 
各プランの内容は、別途当社が提示するものとします。以下のプラン以外のサービスについ

ては、別途当社が提示する内容に従うものとします。なお、振込・支払に要する手数料等は

お客様の負担とします。 
■セレクトプラン 9,800／月（税別）12ヶ月契約／月内対応日数5~7日／月内対応時間150分 
■レギュラープラン49,800円／月（税別）6か月契約／月内対応日数22~25日／月内対応時間

750分 
■マスタープラン89,800円／月（税別）3ヶ月契約／月内対応日数22~25日／月内対応時間

1350分 
※初期登録費用1万円（税別）／メンバー設定 
 
第９条 （各オプションサービス料） 
お客様は、本サービスのオプションサービスを、以下のオプションサービス利用料を支払う

ことで依頼することができます。 
各オプションサービスの内容は、別途当社が提示するものとします。 
■時間追加 1万円／2.5時間（税別）／期間5~7日 
■デザイン特急対応 4万円（税別）／月／期間22~25日  
■スポット特急対応 2万円（税別）／1案件／2営業日内 
■企画・立案 5万円~（税別）／1案件／期間20~25日  



■原稿・素材リサーチ 1万円／時間（税別）／2営業日内 
■システム構築 4万円～（税別）（JavaScript・PHP） 
■出張撮影　3万円~／1時間~（税別）／1時間~ ／出張代別途ご請求 
■面談/訪問対応 5千円／30分~（税別）／宮城県外(仙台駅~50km圏外)は出張費別途ご請求 
支払方法、その他の事項については、前条に準じて扱います。 
 
 
第１０条 （利用料金） 
お客様は、当社に対して上記または別紙、Webサイトに記載の料金・納期目安表に記載され

ている「オフビズ 」利用料、オプション利用時にはオプション利用料を支払うものと

します。利用料の支払いを怠った場合は、遅延損害金(利用料金の 14.6%)を支払うものとし

ます。 当社に対して支払われた利用料は、いかなる理由といえども、返還しないものとし

ます。 
 
第１１条 （支払方法） 
お客様は、本サービスの提供を受けるにあたり、本サービスが開始される事前に、当

社が指定する次の方法で利用料を支払わなければならないものとします。 
[月額払い] 
利用料の支払日は原則として、月額払いは、銀行振込もしくは口座自動引落による支払いと

します。ただし、金融機関の口座自 動引落手続きが整うまでの期間は、当社からの

請求書発行を受け、月額分の利用料金を前月［末］日までに当社指定口座へ振り込むものと

します。 
口座への振込手数料はお客様が負担するものとする。 
[年額一括払い] 
年額一括払いは、当社からの請求書の発行を受け、年額分の利用料金を当社指定口座へ振 
り込むものとします。 
口座への振込手数料はお客様が負担するものとする。 
本サービスは、月額または年額(契約期間)前払いのため、利用料金の振込または口座引き

落とし確認後、本サービスを利用できるものとする。 
 
第１２条 （本サービスの申込） 
1.本サービスの申し込みをするときは、本契約の内容を承諾した上で、当社所定の手続

きに従って申し込むものとします。 
2.申込者は、契約申し込み、その他事後において当社に提供される情報が正確である事か

゙、本サービスの申し込み、契約の継続の為に必須の要件とします。これに対する違反

は、本サービスの申し込みの承諾及び継続的に利用出来るか否かにかかわる重大な判断

材料とします。 
3.当社は本サービス利用希望者について、必要に応じて当社所定の審査を行うものとし

ます。 
 
第１３条 （契約申込の承諾） 
1.当社が本サービスの利用を承諾した場合は、申込者に対してその旨を通知するものと

します。 
2.当社は、次の場合には本サービスの利用承諾をしない事があります。 
また、申し込み承諾後においても、次の事が判明した場合は、申し込みの承諾を取り消す

事ができるものとします。 



(1) 申込者が実在しない場合、またはその恐れがある場合 
(2) 利用申し込み等に虚偽の事項を記載した場合、または記入漏れがある場合 
(3) 本サービスに係る契約の申し込みをした者が、第9条(禁止事項)に定める行為を守る

事 が出来ない恐れがあると当社が判断した場合 
(4) 本サービスを提供する事が技術上著しく困難な場合 
(5) その他、本サービスに係る当社の業務遂行上著しく支障がある場合 
(6) お客様において、本サービスの利用料等の支払い、その他債務履行が不能もしくは

困難で あると判断される相当な事由がある場合 
(7) お客様が以前に当社から、お客様の責に帰すべき事由により、本サービスの停

止、中止を 受けた事がある場合 
(8) その他、何らかの理由で当社が本サービスを提供出来ないと判断した場合 
3.当社が申し込みを承諾しない場合は、当社は申込者に対しその旨を通知する。 
 
第１４条 （お客様番号の管理） 
お客様は、自己の責任においてお客様番号を管理し、これを第三者に利用させ、又は貸与、

譲渡、名義変更、売買等をしてはなりません。 当社は、お客様番号の一致を確認した場

合、当該アカウント保有者として登録されたお客様が本サービスを利用したものとみなしま

す。 お客様番号が盗用され又は第三者に使用されたことが判明した場合は、お客様は、直

ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。 お客様番号

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お客様が負うものとし、

当社は一切の責任を負いません。 
 
第１５条 （費用負担） 
本サービスを利用するために必要な情報端末及び通信設備並びに通信環境の設置、保守、管

理については、お客様が自己の責任と費用をもって行うものとします。 
 
第１６条 （禁止事項） 
お客様は、本サービスの利用にあたり、自ら又は第三者をして、以下の各号のいずれかに該

当する行為をしてはならず、以下の各号の行為を惹起し、又は容易にしてはなりません。 
・作業担当者の情報等を利用し、当社を介さずに作業担当者との間で業務委託等を目的とす

る契約（名義の如何を問いません。）を締結する行為、あるいは第三者として当該契約を締

結させる行為 
・当社、作業担当者又は第三者に対する誹謗中傷行為 
・当社、作業担当者又は第三者に対する詐欺又は脅迫行為 
・当社、作業担当者又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、その他の権・

利若しくは利益を侵害する行為又はそのおそれのある行為 
・以下に該当し又は該当すると当社が判断した情報を本サービス上で伝達する行為 
・自殺、自傷行為を誘引、勧誘又は助長する表現を含む情報 
・薬物・危険ドラッグの売買に関する情報又は薬物・危険ドラッグの不適切な利用を助長す

る表現を含む情報 
・宗教的行為、宗教団体、政治的活動、政治団体の宣伝又は広告の情報 
・残虐な表現、性的な表現その他、他人に不快感を与えるおそれがある情報 
・コンピュータウィルス等の有害なプログラムを流布させる情報 
・その他当社が不適切と判断する情報 
・本サービス又は当社サーバー等に過度な負担をかける行為 



・当社サイトに権限なく不正にアクセスし又は当該サイト上の情報を不正に書き換え若しく

は消去する行為 
・その他、当社が不適切と判断する行為 
 
 
 
第１７条 （秘密保持義務） 
お客様は、本サービスを利用する上において知り得た、当社及び本サービスの技術上又は営

業上の情報のうち、当社が秘密である旨を指定するもの（以下「秘密情報」といいます。）

につき、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、法定除外事由に基づく場合を除き、

第三者に開示又は漏洩してはなりません。 お客様は、秘密情報をお客様自身の事業以外に

使用してはならず、お客様の事業のために客観的かつ合理的に必要な範囲を越えて、秘密情

報の複製をしてはなりません。 本条の規定の効力は、本契約終了後も存続するものとしま

す。 
 
第１８条 (お客様情報の取扱い） 
当社は、本サービスにおいてお客様から提供された個人情報その他の利用情報を、当社が定

めるプライバシーポリシーに従い、適切に取り扱います。 当社は、お客様の登録情報又は

利用情報を本サービスの宣伝・広告（ＴＶ、雑誌、インターネットを含みますが、これに限

られません。）のために利用できるものとします。ただし、別途お客様の承諾がない限り、

当該利用にあたっては、お客様が特定されないよう必要な措置を取るものとします。 
 
第１９条 （知的財産権の取扱い） 
本サービスにおいて当社が制作する成果物に関する一切の知的財産権（著作権、特許権、実

用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権をいい、それらの権利を取得し、又はそれら

の権利につき登録等を出願する権利を含みます。）は、お客様に帰属するものとします。 
本サービス上、当社の商標、ロゴ及びサービスマーク等（以下総称して「商標等」といいま

す。）が表示される場合がありますが、当社は、お客様その他の第三者に対し何ら商標等を

譲渡し、又はその使用を許諾するものではありません。 
 
第２０条（納品データ等の取扱い） 
当社がお客様に納品するデータ等の保管は、ご契約中は納品後１年間となります。但し、ご

解約された場合は、契約終了日より１ヶ月間となります。 
 
第２１条 （約款違反の場合の措置等） 
当社は、お客様が次の各号の一に該当し又は該当するおそれがあると判断した場合、当社の

裁量により、お客様に対し、本サービス利用の一時停止、アカウントの削除、その他当社の

別途定める措置を行うことができるものとします。 
(1) 本契約の各条項のいずれかに違反した場合 
(2) お客様が本サービス上の取引によって生じた債務の支払いを怠った場合 
(3) 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれ

らに類する手続の開始の申立てがあった場合 
(4) 当社からの問合せその他の回答を求める連絡に対して3日間以上応答がない場合 
(5) 本サービスの運営・保守管理上必要であると当社が判断した場合 
 (6)本サービスの運営を妨害した場合 
(7)当社の名誉を著しく毀損した場合 



(8) 本サービス利用規約のいずれかの項目に違反した場合、またはその合理的な疑いか

゙あると 判断される場合 
(9) その他当社がお客様をお客様として不適当と判断した場合 
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

わず、かつ、お客様のアカウント削除後も当該お客様が当社に提供した情報を保有・利用す

ることができるものとします。 
当社は、前項により本サービスの提供停止を受けたお客様に対し、お客様が既に支払っ

た本サ ービスの契約金等一切を返還しないものとし、お客様は予めこれに承諾するもの

とする。 
本条の措置により本契約が終了した場合、お客様は、当社に対する金銭債務につき期限の利

益を喪失し、直ちに残債務を一括で当社に支払うものとします。 
 
第２２条 （損害賠償） 
お客様による本約款違反行為その他本サービスの利用に起因して、当社に損害が生じた場合

（当該行為が原因で、当社が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含みま

す。）お客様は、当社に対し、その全ての損害（弁護士等専門家費用及び当社において対応

に要した人件費相当額を含みます。）を賠償しなければなりません。 当社の責に帰すべき

事由により、お客様に損害が生じた場合、当社は、お客様に現実に発生した直接かつ通常の

損害に限り、これを賠償するものとし、その賠償額は、本契約に基づきお客様から現実に受

領済みの利用料総額を上限とします。 
 
第２３条 （保証の否認及び免責） 
1.当社は、本サービス及び当社が提供する一切の情報につき、お客様の特定の目的への適合

性、商用的価値、正確性、有用性、完全性、適法性、お客様に適用ある団体の内部規則等へ

の適合性を有すること、及びセキュリティ上の欠陥、エラー、バグ又は不具合が存しないこ

と、並びに第三者の権利を侵害しないことについて、如何なる保証も行うものではありませ

ん。  
2.当社は、本サービス及び本サービスによって作成された成果物が全ての情報端末に対応し

ていることを保証するものではなく、本サービスの利用に供する情報端末のＯＳのバージョ

ンアップ等に伴い、本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、お客様は

予め了承するものとします。当社は、かかる不具合が生じた場合に当社が行うプログラムの

修正等により、当該不具合が解消されることを保証しません。 
3.本サービスの校了は、お客様の最終確認をもって校了とする。誤植、誤字、脱字、画像

の間違い、他想定外も含めた間違い等に関してもお客様の責に帰すべき事由とする。ま

た、完成データを利用しての損害や損失は一切の責任を負わないものとします。 
4.天変地異により作成中のデータや、お預かりしたデータが消失した場合。 
5.当社に依頼されたコンテンツの内容についての責任はお客様に帰属し、当社では一切の責

任を負わないものとする。 
6.レンタルサーバー、回線、プログラム等の不具合によりお客様に損害が発生した場合、当

社は金銭的な責任を一切負わないものとする。 
7.本サービスの制作物を利用した第三者が損害を受けた場合、また第三者からのクレームが

あった場合はお客様の責任において対応するものとし、当社では一切の責任を負わないもの

とする。 
8.本サービスの制作物の動作について、納品後のプログラム、アプリケーションのバージョ

ンアップ等による動作の不具合について、当社は一切の責任を負わないものとする。 
 



第２４条 （サービスの変更・中断） 
1.当社は、本サービスの全部もしくは一部の提供が困難または不可能になった場合、本

サービスの全部または一部を当社の判断で終了する事ができるものとする。 
2.当社は、本サービスを終了する場合、1 か月前までにその旨を当社所定の方法(文章、

電子メールまたはチャット)で通知する。ただし、やむを得ない場合は事前の通知なく

サービスを終了することがある 
3.当社は、当社の都合で本サービスを終了するに場合、お客様へは残りの契約月分を返

還するものとする。当社指定の期間内にお客様から返金方法の指定がないなど返金が

不可能な場合は、 お客様において返金の請求を放棄したものとみなす。また、本サービ

スの提供の終了により生 じた損害に対し、一切の責任を負わない。 
4.当社は、本サービス及び当社が提供する一切の情報につき、お客様の特定の目的への適合

性、商用的価値、正確性、有用性、完全性、適法性、お客様に適用ある団体の内部規則等へ

の適合性を有すること、及びセキュリティ上の欠陥、エラー、バグ又は不具合が存しないこ

と、並びに第三者の権利を侵害しないことについて、如何なる保証も行うものではありませ

ん。 当社は、本サービス及び本サービスによって作成された成果物が全ての情報端末に対

応していることを保証するものではなく、本サービスの利用に供する情報端末のＯＳのバー

ジョンアップ等に伴い、本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、お客

様は予め了承するものとします。当社は、かかる不具合が生じた場合に当社が行うプログラ

ムの修正等により、当該不具合が解消されることを保証しません。 
 
第２５条 （契約の解除及び更新） 
本契約の有効期間は、ご契約のサービス内容のとおりとし、契約期間終了の1か月前まで

に、お客様から書面またはメールにより当社へ申し出ることとし、当社からもお客様へ更新

または解除の意思確認を行うものとします。 
契約期間終了の1ヶ月前までに更新または解約申請がない場合は、上記規定に基づき、契約

期間終了の翌日から自動更新となります。 
 
第２６条（反社会勢力の排除） 
1.お客様及び当社は、本サービスの契約に際し、現在、暴力団・暴力団員・暴力団準構

成員・暴力団関係企業・総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力団等、そ

の他これらに準 ずる者(以下、総称して「反社会的勢力」という)に該当しないこと、及ひ

゙次の各号に該当し ないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを誓約す

る。 
　(1)反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること 
　(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 
　(3)自社、自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的

を持 ってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること 
　(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしてい

ると認 められる関係を有すること 
　(5)役員または経営者に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難される

べき 関係を有すること 
2.お客様及び当社は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないこ

とを誓 約する。 
　(1)暴力的な要求行為 
　(2)法的な責任を超えた不当な要求行為 
　(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 



　(4)風説を流布し、偽計を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する

行為 
　(5)その他、前各号に準じる行為 
 
第２７条（ロゴ・制作事例の掲載） 
お客様が当社のサービスの利用紹介事例として、お客様のロゴ及び制作事例の掲載許可を

『オフビズ 』サービスお申込書にて合意した場合、当社はかかるロゴ及び制作事例をweb
媒体及び紙媒体で活用できるものとします。なお、掲載許可の期間は、本契約期間中及び本

契約終了後、お客様から当社に対して、利用中止の通知をいただくまでとします。 
 
 
第２８条 （権利義務の譲渡禁止） 
お客様は、当社の書面による事前の承諾がある場合を除き、本契約に基づくお客様の権利若

しくは義務、又は本契約上の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定、その他一切

の処分をすることはできません。 
 
第２９条 （事業譲渡等の場合の取扱い） 
当社が本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本契約上の

地位、権利及び義務並びに登録情報その他の本サービスのお客様に関する情報を当該事業譲

渡の譲受人に譲渡できるものとし、お客様は、かかる譲渡につき本項において予め同意した

ものとみなします。本項にいう事業譲渡には、当社が消滅会社又は分割会社となる合併又は

会社分割等による包括承継を含むものとします。 
 
第３０条 （通知・連絡） 
本約款の変更に関する通知その他本サービスに関する当社からお客様への連絡は、当社ウェ

ブサイト内の適宜の場所への掲示、もしくは電子メールの送信、その他当社が適当と判断す

る方法により行うものとします。 
 
第３１条 （協議事項） 
本契約の各条項の解釈に疑義が生じた場合、又は本契約に定めなき事由が生じた場合、お客

様及び当社は、互いに信義誠実の原則に従って協議し、速やかに解決を図るものとします。 
 
第３２条 （準拠法及び管轄裁判所） 
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に起因し又は関連する一切の紛争については、当社の

本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とする。 
 
 


