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第 1 条 利用規約の適用

1. ピーシーエッグ株式会社 (以下、「当社」といいます)は、ホスティングサービス (以

下、「本サービス」といいます)の利用に関して、ホスティングサービス利用規約 (以

下、「利用規約」)を定め、この利用規約を遵守することを条件として、本サービス

の利用申込をして頂いたお客様 (以下、「申込者」といいます)、およびこの利用規約

を遵守することを条件として本サービスの利用契約を締結して頂いた申込者 (以下、

「契約者」といいます)に対し、この利用規約を適用します。

2. 当社は、この利用規約に基づき、本サービスを提供します。契約者は、この利用規

約を遵守して、本サービスの提供を受けるものとします。

第 2 条 利用規約の変更

当社は、この利用規約を変更することがあります。この場合、料金及びその他の提供条

件は、変更後の利用規約によります。当社が利用規約を変更した場合には、当社のホーム

ページへの表示等の方法により契約者に告知いたします。ただし、契約者がかかる告知を

了知していなかったとしても、契約者は変更後の利用規約に従うものとします。

第 3 条 契約の成立

1. この利用規約に基づく当社との契約は、第 4 条に定める本サービスの申込を当社が

承諾することにより成立します。

2. 契約者は、日本国内に主たる事業所を有する法人、又は日本国内に住所を有する個

人とします。

3. 契約者は本サービスの利用にあたり、この利用規約を誠実に遵守するのものとします。

第 4 条 利用の申し込み

本サービスの申込は、契約者がこの利用規約の内容を承諾した上で、当社所定の方法に

より行うものとします。

第 5 条 サービスの内容

本サービスの内容は、インターネットにおけるドメインの取得および維持管理、ホーム

ページスペースの提供、メールアドレスの提供、およびその他の関連サービスの提供とし

ます。
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第 6 条 サービスの開始日

サービスの開始日は、当社を通じてドメイン登録業者によりドメイン名が登録された日

とします。またこれを「契約開始日」とします。

第 7 条 契約期間

1. 本サービスの最低契約期間は、契約開始日から起算して 1年間とします。

2. 当社は、契約満了日 31日前に相当する日 (以下、「確認期限日」といいます)までに

契約者から契約の解除の申請がない限り、確認期限日の翌日において、本サービス

の契約期間を 1年間延長し、次回の契約期間に相当する料金を課金します。

3. その他の付加サービスの契約期間、及び契約期間の更新については、前二項の規定

を準用します。

第 8 条 登録情報の開示及び利用

契約者は、ドメイン名の登録の際に契約者より提供される情報が、Whois データベース

への反映等、公的に利用されることに同意します。

第 9 条 損害の免責

1. 当社のサービスの利用に関して情報等が破損又は滅失したことによる損害、もしく

は契約者が本サービスから得た情報等に起因して生じた損害について、その原因の

如何によらず、当社は一切の賠償責任を負わないものとします。

2. 当社のサービスの利用により、契約者が他の契約者または第三者に損害を与えた場

合、当該契約者の責任と費用において解決することとし、当社に損害を与えないも

のとします。

第 10 条 契約者の禁止行為

契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。

1. 当社あるいは第三者の名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為、又

はそのおそれのある行為

2. 当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、又はそのおそ

れのある行為

3. 他人の情報を用いて、ドメイン名の登録を行う行為
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4. ドメイン名を、本人が使用する意思なく、第三者に転売又は権利譲渡のみを目的と

して取得する行為

5. 不正競争防止法に違反する行為、又はそのおそれのある行為

6. 当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、又はそのおそ

れのある行為

7. 有償無償にかかわらず、ホームページの運用代行を除く、領域またはサービスの再

販行為

8. 犯罪行為あるいは犯罪行為を唆し、もしくは容易にさせる行為、又はそれらのおそ

れのある行為

9. 公職選挙法に違反する行為、又はそのおそれのある行為

10. 当社の本サービスの提供を妨害する行為、又はそのおそれのある行為

11. 第三者の本サービスの利用に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを

利用する行為、あるいはそのおそれのある行為

12. IDあるいはパスワードを不正に使用する行為

13. コンピュータウィルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュー

タプログラムを本サービスを利用して使用し、又は、第三者に提供する行為、ある

いはそのおそれのある行為

14. 風俗営業等の規制及び適正化に関する法律が規定する映像送信性風俗特殊営業、あ

るいはそれに類似する行為

15. 無限連鎖講の防止に関する法律が規定する無制限連鎖講あるいはそれに類似する行為

16. 他人の法的利益を侵害し、又は、公序良俗に著しく反する方法あるいは態様におい

て本サービスを利用する行為

17. その他、当社が不適切であると合理的に判断する行為

(注)本条に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへのリンクを張る等、当該

行為を誘引する行為を含みます

第 11 条 契約者の ID、パスワードの管理責任

1. 本サービスの利用においては、契約者は本サービスにて提供される ID (以下、「ID」

といいます)及びパスワードを厳重に管理するものとし、これらの不正使用により

当社あるいは第三者に損害を与えることのないように万全の配慮を講じるものとし

ます。
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2. 契約者は、ID及びパスワードを第三者に使用させること、譲渡、貸与、又は担保に

供する等の行為をできないものとします。

3. 契約者は、ID及びパスワードが第三者によって不正に使用されたことが判明した場

合には、直ちに当社にその旨連絡をするものとします。その場合、当社から指示が

あるときはそれに従うものとします。

4. ID及びパスワードの漏洩、不正使用から生じたいかなる損害についても、当社は一

切の責任を負わないものとします。

第 12 条 ドメイン名の登録の停止、取消等

契約者は、次の場合、上位組織、又は当社が契約者のドメイン名の登録を停止、取消、

移転、修正する権利を保持することを承諾します。

1. 契約者が紛争処理方針、上位規約、及びこの利用規約に違反し、上位組織、又は当

社による注意があったにもかかわらず、その違反を是正しないとき。

2. 上位組織の定めたポリシーに基づく手続きにより、要求又は許可された場合。

3. ドメイン名登録を停止、取消、移転、修正する、各国の法律的な根拠がある場合。

4. レジストリ、ドメイン登録業者の管理者により、あらゆる種類のエラーを修正する

場合。

5. ドメイン名に関する紛争を解決する場合。

第 13 条 契約者が行う契約の解除

1. 契約者は、本サービスの利用を継続しない場合、契約期間の途中であっても、この

利用規約に基づく契約を解除することができます。

2. 前項の解除を行う場合、契約者は解除を希望する日の 31日前までに当社所定の手続

きによりその旨を申請するものとします。なお、既に当社に支払われた料金につい

ては返却又は日割しません。

3. 契約の解除後にドメインを他社に移管される際に、当社に指定事業者変更承認依頼

等が契約満了日の少なくとも 41日前までに届かなかった場合、移管を承認できない

ことがあります。
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第 14 条 当社が行う契約の解除

1. 当社は、次に掲げる事由があるときは、この利用規約に基づく契約を解除すること

ができるものとします。

(a) 利用規約に基づく債務の履行を怠ったとき

(b) 第 10 条の禁止行為に該当すると当社が判断した場合。

(c) 本サービスの提供に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(d) その他この規約に違反した場合。

(e) その他当社が契約者として不適当である判断した場合。

2. 契約を解除する場合、すでに入金済みの代金は一切返金しないものとする。また、当

社に対する債務の全額を支払うものとする。

第 15 条 利用料金

1. 契約者は、当社が別途定めるサービス利用料を支払うものとします。

2. 本サービスの料金は、料金表のとおりとします。

3. 前項の料金は日割しません。

4. 当社は、利用料金を予告なく変更することがあります。当社が利用料金を変更した場

合には、当社のホームページへの表示等の方法により契約者に告知いたします。た

だし、契約者がかかる告知を了知していなかったとしても、利用料金の効力には影

響しないものとします。

第 16 条 料金等の支払方法

契約者は、前条の料金について、当社の支払方法の中から申込時に申請した支払方法に

より、当社が定める支払期日に、支払うものとします。

第 17 条 延滞利息

契約者は、料金その他の債務 (延滞利息を除きます) について支払期日を経過してもな

お支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年

14.5％の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期

日の翌日から起算して 10日以内に支払いがあった場合はこの限りではありません。
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第 18 条 サービスの停止

1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスの提供を停止

することができるものとします。

(a) 利用規約に基づく債務の履行を怠ったとき

(b) 第 10 条の禁止行為に該当すると当社が判断した場合。

(c) 本サービスの提供に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(d) その他この規約に違反した場合。

(e) その他当社が契約者として不適当である判断した場合。

2. 契約者が前項各号に該当する行為を行っている又はその疑いがあると合理的に判断

される場合、当社は事前の通知を行うことなく、本サービスの全部もしくは一部の

利用を停止し、あるいは停止のために必要な措置を取ることができるものとします。

第 19 条 サービスの中止

1. 当社は、当社の設備の保守、工事、法定点検、又は障害等やむを得ないときには、本

サービスの提供を中止することができるものとします。

2. 本サービスの提供を中止するときは、当社は契約者に対し、その旨とサービス提供

中止の期間を事前に通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではあ

りません。

第 20 条 サービスの終了

1. 当社は、レジストリ又はドメイン登録業者の解散あるいはドメイン登録事業の終了

により、又は当社の経営上の判断により、本サービスの提供を終了する場合があり

ます。

2. 当社は、本サービスを終了する場合、終了する 1ヶ月前までにその旨を当社のホー

ムページ上への表示、及び電子メール等、当社所定の方法で通知するものとします。

ただし、この通知が到達しない場合であっても、本サービスの終了の効果に影響を

与えないものとします。

3. 本サービスが終了する場合、契約者は、法令、及び上位規約が定める規約等で許容

される方法により、契約者の所有するドメイン名の使用の継続、又は登録の抹消等

に関して、契約者の責任において、所定の手続を行って頂くものとします。契約者

は、これら所定の手続を自らが行わないときは、契約者の意思に反して、そのドメ

イン名及び契約者に関する情報の登録がそのまま継続され、又はこれらの登録が抹

消される場合があることを予め承諾するものとします。
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第 21 条 個人情報の取り扱い

法令等の遵守 弊社は契約者の個人情報の取得、利用その他一切の取り扱いについて、個

人情報の保護に関する法律を遵守します。

個人情報の利用目的 弊社はお申し込み及び各種申請手続きにおいて記載いただいた個人

情報を、次の目的の範囲内において取り扱うものとします。

1. 弊社の提供するホスティングサービスその他弊社の提供する法人向けサービス

についての契約者への連絡、通知及び情報を提供すること。

2. 弊社サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及び分析を行う

こと。

3. 弊社または他社の商品、サービス、懸賞等の情報を、メール、ウェブ画面等オ

ンライン、電話、郵便等によりご案内すること。

4. ドメイン名の取得申請およびドメイン名管理を行うこと。このために契約者

の個人情報の一部をレジストラに提供します。レジストラに登録される情報は

WHOISデータベースによりインターネット上に公開されます。

第三者への提供 弊社は当規約に掲げる場合、及び法令に別段の定めがある場合を除き、契

約者の同意を得ないで、第三者に契約者の個人情報を提供することはありません。

更新履歴

2002/11/14 初版

2005/04/01 個人情報の取り扱いに関する条項を追加

2007/08/28 商号変更を反映

2007/10/01 解約時のドメイン移管に関する規定を追加

2007/11/05 再販の禁止に関する規定を追加
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