MySaaS サービス利用規約
「MySaaS サービス」を利用してお客様（以下「エンドユーザ」といいます）は、株式会社
ネットワールド（以下「ネットワールド」といいます）より「MySaaS サービス」に掲載さ
れた SaaS 商品を購入することができます。
「MySaaS サービス利用規約」（以下「本利用規約」といいます）は、MySaaS サービスをエ
ンドユーザが利用する諸条件を定めるものであり、ネットワールド、パートナー（本サイ
トに記載の運営会社のことを指します。以下「パートナー」といいます。
）及びエンドユー
ザとの間で適用されます。エンドユーザは MySaaS サービスを利用することで、本利用規約
に記載されるすべての条件に同意したものとみなされます。
なお、エンドユーザがネットワールドより SaaS 商品を購入する際の諸条件はネットワール
ドが別途定める「MySaaS サービスを利用した SaaS 商品売買に関する規約」に定めるところ
に従うものとします。
第１章 総則
第 1 条(用語の定義)
(1) 「MySaaS サービス」とは、パートナー及びネットワールドがエンドユーザに提供する、
SaaS 商品の申込、契約の管理を支援するサービスのことをいいます。
(2) 「NETWORLD SaaS MART」とは、MySaaS サービスを実現するためにネットワールドが提供
する SaaS 商品の流通、契約管理、販売、課金の管理運用を実現するシステムのことを
いいます。
(3) 「SaaS 商品」とは、MySaaS サービスで提供される商品のことをいいます。
(4) 「SaaS」とは、ソフトウェアを CD-R などの媒体を通して購入せず、ネットワークを経
由して、ブラウザなどを通しサービスとして利用する仕組みのことをいいます。
(5) 「利用契約」とは本利用規約に基づきネットワールド、オーナー及びパートナーとの間
に締結される MySaaS サービス利用のための契約をいいます。
(6) 「メーカー」とは、MySaaS サービスで提供される SaaS 商品の提供者のことをいい、法
人その他の団体を指します。
(7) 「エンドユーザ」とは、MySaaS サービスの提供を受ける者、及び SaaS 商品の注文行為
を行う、法人、個人、その他の団体を指します。
(8) 「エンドユーザアカウント」とは、ログイン ID 等、MySaaS サービスにて発行される、
サーバーへのアクセス認証に使用される固有の識別子のことをいいます。
(9) 「エンドユーザパスワード」とは、アカウントの確認の際に必要となるサーバーへのア
クセス認証に使用される固有の識別子のことをいいます。

第 2 条(提供区域)
MySaaS サービスの提供区域は、日本国内とします。
第 3 条（本利用規約の改定）
ネットワールドは、エンドユーザに事前の通知を行うことなく本利用規約の内容を改定す
る場合があります。改定した場合は速やかにその内容を本サイトに掲載いたします。
第２章 登録
第 4 条 （利用申込の方法）
本「MySaaS サービス」の利用を希望される方は、本利用規約を確認し同意したうえで、パ
ートナー所定の手続に従って利用登録の申込をお願いします。なお、NETWORLD SaaS MART
でご購入頂く製品に関して、ネットワールドは保守サポートを行いません。
第 5 条 （利用申込の承諾）
利用契約は、前条に定める利用登録の申込の完了をもって成立します。
第 6 条 （利用登録の不承認と契約の解除）
パートナーは、次の各号の一に該当する事情がある場合には、利用登録の申込を承諾しな
いことがあります。また、パートナーは、利用契約成立後であっても、次の各号の一に該
当する事実が判明した場合には、ただちに利用契約を解除することができるものとします。
(1) 利用契約の申込に虚偽の事項を記載したことが判明した場合
(2) 過去に不正使用などにより利用契約の解除または MySaaS サービスの利用を停止されて
いることが判明した場合
(3) その他利用契約を締結し継続することが、技術上またはパートナーの業務の遂行上著
しい支障があると判断した場合
第 7 条(エンドユーザアカウント及びエンドユーザパスワードの管理)
1.パートナー及びネットワールドは、エンドユーザアカウント及びエンドユーザパスワー
ドのみによりエンドユーザの同一性を判断し、当該アカウント及び当該パスワードによ
るサービスの利用は、当該エンドユーザによるものとみなします。
2.エンドユーザは、アカウント及びパスワードを当該第三者に貸与・譲渡すること、アカ
ウント及びパスワードを第三者と共用することを禁じます。
3.エンドユーザは、アカウント及びパスワードについて責任を持って管理するものとし、
第三者の不正使用等に起因するすべての損害について責任を負い、パートナー及びネッ

トワールドは一切の責任を負わないものとします。
4.エンドユーザが、アカウント及びパスワードの利用に起因または関連して、第三者また
はパートナー及びネットワールドに対して損害を与えた場合、エンドユーザは自己の責任
と費用において損害を賠償するものとします。
第 8 条(利用登録、変更)
エンドユーザは、MySaaS サービスの利用登録申込時に登録した事項に変更があった場合に
は、速やかに変更手続きを MySaaS サービス上の機能を利用して行うものとします。
第 9 条 (利用登録の解除もしくは解約)
MySaaS サービス利用登録の解除を希望する場合ネットワールドへの通知をすることで解
除することができます。エンドユーザが次の各号のいずれかに該当するときは、パートナ
ー及びネットワールドは、何らの催告を要せずかつ何らの責任を負うことなく、当該エン
ドユーザによる MySaaS サービスの利用を停止し、利用契約を解除もしくは解約することが
できるものとします。この場合、パートナー及びネットワールドはかかる解除もしくは解
約について一切の責任を負わないものとし、かつエンドユーザはパートナー及びネットワ
ールドに対する一切の債務につき期限の利益を失い、直ちに全債務を完済するものとしま
す。
(1) 仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、仮登記担保契約に関する法律第 2 条に定
める通知、手形交換所の取引停止処分もしくは租税公課の滞納その他滞納処分を受けま
たはこれらの申立、処分、通知を受けるべき事由を生じた場合
(2) 支払停止、支払不能もしくは債務超過の状態に陥りまたは破産、会社更生手続及び民
事再生手続等の倒産処理手続(本利用規約締結後に改定もしくは制定されたものを含
む)の申立原因を生じ、またはこれらの申立を受けもしくは自らこれらの申立をした場
合
(3) エンドユーザが本利用規約に反する行為をした場合
(4) 事由の如何を問わず、個別サービスの利用を停止または終了した場合
(5) エンドユーザとメーカーとの SaaS 商品における使用許諾契約が終了した場合
(6) その他、パートナー及びネットワールドが当該エンドユーザによる MySaaS サービス利
用の継続が不適当と判断する場合
第３章 提供中止及び利用停止等
第 10 条

(MySaaS サービスの中断及び停止等)

1. 天災地変、通信システムの障害、MySaaS サービスの定期的もしくは緊急保守、技術的な
障害、第三者との紛争、または MySaaS サービス運営方針の変更等の事態が生じた場合、

及びその他ネットワールドが必要と判断した場合は、MySaaS サービスの全部または一部
の提供を中断し、または停止することができるものとします。この場合、パートナー及
びネットワールドは事前にまたは事後遅滞なくその旨及び MySaaS サービス再開の目処
をネットワールド所定の方法にて通知するものとします。
2．ネットワールドは、ネットワールド所定の方法によってエンドユーザに通知することに
より、MySaaS サービスの全部または一部を終了させることができるものとします。
3．本条の定めに従い、MySaaS サービスの中断・停止・終了・変更を行った場合、パートナ
ー及びネットワールドはエンドユーザまたはその他の第三者に対していかなる責任も
負わないものとします。
4. 不測の事故等の止むを得ない事由により、MySaaS サービスの遅延または中断、停止等が
発生した場合、パートナー及びネットワールドは一切の賠償責任を負わないものとしま
す。
第４章 利用者の注意
第 11 条

(禁止事項)

エンドユーザは MySaaS 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) MySaaS サービスを自己使用以外の営利目的その他不正の目的の為に利用し、または
MySaaS サービスを利用した営業行為を行うこと
(2) 本利用規約に基づく権利を第三者に再許諾すること
(3) MySaaS サービスを日本国外で利用すること
(4) アカウント及びパスワードを不正に入手もしくは使用し、またはさせること
(5) MySaaS サービスに関連して使用されるパートナー及びネットワールド、メーカーもし
くは第三者の著作権、商標権等の知的財産権等その他一切の権利を侵害する行為、ま
たは侵害する恐れのある行為
(6) コンピューターウイルス、スパムメール等その他有害なコンピュータプログラム等を
送信し、MySaaS サービスの提供を妨害し、またはその支障となる行為
(7) 犯罪行為を助長し、またはその他犯罪行為に結びつく行為
(8) パートナー及びネットワールド、メーカーもしくは第三者を誹謗中傷し、その名誉、
信用を害する行為
(9) パートナー及びネットワールド、メーカーもしくは第三者の設備または MySaaS サー
ビス用設備を無権限でアクセスし、その利用もしくは運営に支障を与える行為または
与える恐れのある行為
(10) その他パートナー及びネットワールドが合理的理由に基づいて、不適切・不相当と
判断する行為

(11) 上記各号の他、法令、本利用規約、公序良俗に違反する行為、または MySaaS サービ
スの運営を妨害する行為、パートナー及びネットワールド、メーカーもしくは第三者
に不利益を与える行為
第 12 条(権利義務等の譲渡等の禁止)
エンドユーザは、理由の如何を問わず、本利用規約上の地位の移転、MySaaS サービスの提
供を受ける権利等本利用規約及びこれに付帯する一切の契約に基づいて発生するすべての
権利義務の譲渡または質権設定その他の担保提供を行うことはできません。
第 13 条（免責事項）
1. エンドユーザは、MySaaS サービスを本利用規約に従い自己の判断と責任で利用するもの
とします。MySaaS サービスの利用に関連し、エンドユーザが他のエンドユーザまたは第
三者に損害を与えたものとして、パートナー及びネットワールドに対して当該エンドユ
ーザまたは第三者から何らかの請求がなされ、または訴訟が提起された場合、エンドユ
ーザは自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、パートナー
及びネットワールドを一切免責するものとします。
2. エンドユーザが本利用規約に定める禁止事項に違反し発生した損害については、パート
ナー及びネットワールドは理由の如何を問わず一切責任を負いません。
第５章 その他一般事項
第 14 条(知的財産権の権利帰属)
MySaaS サービスに掲載されるテキスト及びグラフィックス等（以下、総称して「ドキュメ
ント」といいます）に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウならびにその他すべての
知的財産権はネットワールドまたはネットワールドへ権利許諾を行った第三者へ独占的に
帰属するものとします。ただし、ドキュメントとあわせて MySaaS サービスに掲載されるメ
ーカーの商標・ロゴ等に関する商標権等の知的財産権は、メーカーが留保するものとしま
す。エンドユーザは、MySaaS サービス上で明示的に許諾される場合を除き、ネットワール
ドの事前の書面による承諾を得ることなくドキュメントをダウンロード、アップロード、
複製、転載、編集等できないものとします。
第 15 条（個人情報の取り扱いについて）
エンドユーザは、別途定める「プライバシーポリシー」の内容に同意するものとします。
第 16 条（責任の範囲）
1．パートナー及びネットワールドは MySaaS サービス及び NETWORLD SaaS MART について、

その完全性、正確性、確実性、有効性等、エンドユーザの特定目的の適合性についてい
かなる保証も行わないものとします。
2.MySaaS サービス及び NETWORLD SaaS MART のプログラムにバグ等の瑕疵、その他の不具合
が発見されたときは、パートナー及びネットワールドは速やかに不具合の修正、改良に
努めるものとします。但し、エンドユーザは、パートナー及びサービス提供元ネットワ
ールドにこれらプログラムの不具合の修正、改良等を実施する義務がないことに同意す
るものとします。
3.ネットワールド及びパートナーは、本利用規約に明示的に定める場合を除き、その責に
帰すべからざる事由からエンドユーザに生じた損害、当社の予見の有無に拘らず、特別
の事情から生じた損害、逸失利益、及び第三者からの損害賠償請求に基づくエンドユー
ザの損害その他の損害については責任を負わないものとします。
4.天災、地変、戦争、内乱、その他の不可抗力により、MySaaS サービスを提供できなかっ
たときは、ネットワールド及びパートナーは一切その責を負わないものとします。
5.ネットワールド及びパートナーは、事由の如何にかかわらず、エンドユーザが MySaaS サ
ービス用設備のファイルに書き込んだ情報の消滅及び消滅したことに起因して当該エン
ドユーザに損害が生じたとしても、一切責任を負わないものとします。
第 17 条(準拠法)
本利用規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。
第 18 条(合意管轄裁判所)
本利用規約に関連する訴訟については、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。
パートナー：

運営会社に記載のとおりとします

ネットワールド： 東京都千代田区神田神保町 2-11-15 住友商事神保町ビル
株式会社ネットワールド

制定日： 2015 年 6 月 12 日
株式会社ネットワールド

