
 「iKAZUCHI(雷)」利用規約 
 

本「「iKAZUCHI(雷)」利用規約」は、ダイワボウ情報システム株式会社（以下「乙」といいます。）が取り
扱うソフトウェア（ライセンス商品を含む）、ＳａａＳ商品等サービス型の商品のうち、乙が指定する商品
（以下「対象サービス商品」といいます。）をＷＥＢサイト（https://rs.ikazuchi.biz）にて購入できるサー
ビスならびに付随するサービス（以下システム全体を「iKAZUCHI(雷)」といいます。）の利用条件を定めるも
のです。会員（以下「甲」といいます。）は、「iKAZUCHI(雷)」を本規約に定めるところに従い利用するもの
とします。 
 
第 1条（本規約の目的） 
1. 本規約は、甲乙間における対象サービス商品の売買取引の円滑化を図り、甲乙相互の利益に資することを

目的とします。 
2. 甲は、乙が対象サービス商品毎に定める「DIS販売店規約」（甲が商品毎に定める追加の規約も含む、以下

同じ）が本規約に加えて、個別に適用されることならびに本規約と「DIS販売店規約」の内容が異なる場合
は、「DIS販売店規約」が優先して適用されることを承諾するものとします。 

 
第 2 条（定義） 
1. 「会員」とは、本規約の各条項を承認のうえ、「iKAZUCHI(雷)」の利用を申込み、乙がその利用を承認し

た法人をいいます。 
2. 「会員契約」とは、甲が「iKAZUCHI(雷)」を利用するための契約をいいます。 
3. 「利用担当者」とは、会員が指定した者（個人）であって、乙から当該会員 IDとパスワードを使用して

「iKAZUCHI(雷)」を利用することの承認を受けた個人をいいます。 
4. 「対象サービス商品」とは、乙が取り扱うサービス商品のうち乙がサービス提供会社の販売店になって当

該サービスを利用できる権利を証する書面または使用許諾を受けたこと等を証する電子データを甲に販売
するＳａａＳ等のサービス商品をいいます、なお、「対象サービス商品」の機能等を実現するためのソフ
トウェア等がある場合これを含むものとします。甲が取扱うことができる個々の対象サービス商品の種別
などその詳細は乙が指定のうえ「iKAZUCHI(雷)」において掲示するものとします。 

5. 「対象サービス契約」とは、乙またはサービス提供会社が対象サービス商品の種別毎に定めて、顧客との
間で締結する対象サービス商品を利用するための契約をいいます。 

6. 「サービス提供会社」とは、乙が対象サービス商品を仕入れる会社で、かつ対象サービス商品を顧客に提
供する責任を負う会社をいいます。 

7. 「顧客」とは、「iKAZUCHI(雷)」を利用して甲が購入した対象商品を、甲より購入のうえ対象サービス契
約を締結して、対象サービス商品を利用する個人または法人をいいます。 

8. 「利用期限単位」とは、月単位、年単位など乙またはサービス提供会社が「対象サービス商品」ごとに定
める対象サービス商品の利用期間の単位をいいます。 

9. 「DIS販売店規約」とは、会員となった甲が対象サービスを継続的に乙より購入して顧客に販売するために
対象サービス毎に乙が定める諸条件をいいます。 

10. 「プロバイダー規約」とは、サービス提供会社が対象サービス商品にごとに定める、対象サービス商品を
顧客が利用する条件、義務、遵守事項等をいいます。なお、対象サービス商品により対象サービス契約が
プロバイダー規約を兼ねる場合があります。 

11. 「商品取引サービス」とは、「iKAZUCHI(雷)」を利用して乙が会員に提供する対象サービス商品を乙へ発
注する機能、発注後の状況を確認できる機能等をいいます。 

12. 「契約管理サービス」とは、「iKAZUCHI(雷)」を利用して乙が甲に販売した「対象サービス商品」の種
別、顧客、利用期限単位に関する情報等を会員が閲覧できるサービスをいいます。 

13. 「ライセンスキー」とは、「iKAZUCHI(雷)」を利用して乙が甲に販売した「対象サービス商品」につきサ
ービス提供会社が発行するもので、サービス提供会社より顧客が「対象サービス商品」を使用することの
許諾を受けたこと等を証する電子データ、ならびにサービス提供会社が「対象サービス商品」を顧客に提
供するために運営するＷＥＢサイトへアクセスするためのＩＤ、パスワード等をいいます。 

14. 「ダウンロード URL」とは、顧客が会員より購入した「対象サービス商品」のうち、「対象サービス商品」
の機能等を実現するためのソフトウェア等がある場合、これをサービス提供会社よりダウンロードするた
めのサービス提供会社が発行するインターネット上のアドレスをいいます。 

15. 「ライセンスキーメール納品機能」とは、顧客が購入した「対象サービス商品」につき、サービス提供会
社が発行するライセンスキー、ダウンロード URL等を乙より顧客に対してＥメールにて納品し、甲が納品
の通知を受け取ることができるサービスをいいます。 

16. 「更新期限通知サービス」とは、利用期限単位のある対象サービス商品につき、その利用期限単位の終了
前に甲および顧客に利用期限単位の終了時期をＥメールで告知する機能をいいます。 

17. 「サブスクリプション管理ポータル機能」とは、顧客が購入した対象サービスに関する情報等を会員が顧
客に閲覧等をさせることを可能とする機能をいいます。 

18. 「利用マニュアル」とは、「iKAZUCHI(雷)」の商品取引サービスを利用して対象サービス商品を乙へ発注
する手順など「iKAZUCHI(雷)」の操作手順を記載した乙が定めそのＷＥＢサイトに掲載する資料をいいま
す。 

19. 「販売店情報」とは、「会員」情報に基づき「iKAZUCHI(雷)」に乙が登録した甲の情報及び「利用担当
者」をいいます。また甲は「iKAZUCHI(雷)」にて「販売店情報」の一部情報を編集可能です。 

20. 「顧客情報」とは、乙が「iKAZUCHI(雷)」を利用して甲に提供する以下の情報をいいます。 



（１）甲が乙に注文した対象サービス商品の種別、名称、数量、利用期限単位 
（２）「iKAZUCHI(雷)」に登録されている顧客名・住所・電話番号・FAX番号・EMAIL アドレス 
（３）サービス提供会社と甲の顧客との対象サービス契約の契約開始日および終了日 
（４）サービス提供会社が顧客管理のためにつけている管理番号 
（５）前各号に関連する情報 

21. 「提供情報」とは、「iKAZUCHI(雷)」や「サブスクリプション管理ポータル機能」を通じて提供する 
「顧客情報」「販売店情報」等の各種情報やＥメールの内容をいいます。 

22. 「開通日」とは、乙が甲からの注文情報をもとに、サービス提供会社に対してまたは乙自ら所定の手続き
を行い、顧客が対象サービス商品を利用を開始できる日として、乙またはサービス提供会社が指定する日
をいう。 

23. 「予約注文」とは、乙または顧客が希望する開通日が、注文情報の甲への送付時より 30日または対象サー
ビス商品毎に甲が別途指定する期間を超えるものをいう。 

第 3 条（利用の申込等） 
1. 「iKAZUCHI(雷)」の会員に登録いただくにあたり、申込者は乙が対象サービス毎に定める対象サービス販

売店規約に同意のうえ、乙によりその販売店登録を承諾されていることを条件とします。 
2. 「iKAZUCHI(雷)」の利用の申込みは、申込者が乙所定の利用申込書（表面）に利用担当者、連絡先のＥメ

ールアドレス等、乙が指定する所要事項を記入して、乙に提出する方法によって行うものとし、その際申
込者は１名以上の利用担当者を指定するものとします。 

3. 申込者は、乙が利用申込を承諾した時に会員の資格を取得するものとし、 同時に会員契約もまた成立する
ものとします。会員となった者（甲）は、自らの責任において、その指定した利用担当者に本規約の各条
項を遵守させるものとします。 

4. 甲は、乙に提出した「iKAZUCHI(雷)」利用申込書の記載内容に変更があったときは、乙に対して新たに
「iKAZUCHI(雷)」利用申込書を提出して、乙の承認を受けるものとします。 なお、甲によるこの利用申込
書の提出漏れ、遅れ等が原因で「iKAZUCHI(雷)」を利用することができず、甲に損害が生じたとしても乙
はその責めを負わないものとします。 

 
第 4 条（会員ＩＤ及びパスワード） 
1. 乙は、甲に対し会員ＩＤとパスワードを発行するものとします。 
2. 甲は、乙から交付を受けた会員ＩＤとパスワードの保管並びに運用管理について一切の責任を負うものと

し、甲又は甲の利用担当者の保管、運用管理上の過誤によって甲に生じた損害については、乙はなんらの
責も負わないものとします。 

3. 甲の会員ＩＤとパスワードにより「iKAZUCHI(雷)」が利用された場合には、甲又は甲の利用担当者自身に
よる利用とみなされるものとし、甲は乙に対し、その利用にかかる一切の責任を負うものとします。 

4. 乙は、甲に対して発行した会員ＩＤとパスワードを変更することができるものとし、乙は変更の都度、甲
に通知するものとします。 

5. 甲は、「iKAZUCHI(雷)」の機能を利用してパスワードを変更することができるものとします。 
6. 甲は、会員ＩＤとパスワードが盗用され、もしくは盗用された疑いがあるときは遅滞なく乙にその旨を通

知するものとします。この場合、乙は直ちに甲の会員ＩＤとパスワードを新たな会員ＩＤとパスワードに
変更し、甲に通知するものとします。 

 
第 5 条（利用形態および時間） 
1. 「iKAZUCHI(雷)」にて乙が提供するサービスの内容及びその利用形態は、本規約に定める他利用マニュア

ルに定める通りとします。 
2. 「iKAZUCHI(雷)」を利用できる時間は、１日 24時間、年 365日とします。 
 
第 6 条（売買取引） 
1. 発注権限を有する甲は、「iKAZUCHI(雷)」の商品取引サービスを利用して乙に対象サービス商品を注文

（新規発注、更新、種別の変更、数量の変更を含む、以下単に「注文」という）することができるものと
し、その注文要領は、利用マニュアルに記載の通りとします。 

2. 甲から乙への商品の注文は、甲が利用マニュアルに基づき対象サービス商品の注文情報を作成し、その内
容を確認のうえ「登録ボタン」をクリックすることにより行うものとし、この「登録ボタン」をクリック
した時に乙宛に注文書が発信されたものとします。 

3. 甲は、前項の注文情報の発信後は、注文情報の変更乃至撤回をすることはできないものとします。 
4. 甲からの注文情報に対して、乙がこれに承諾する場合、所定の手続を実施のうえ、注文情報で指定された

対象サービス商品につき、その開通日を甲に通知するものとし、通知された開通日をもって甲乙間の売買
の個別契約が成立したものとします。 

5. 前項にも関わらず、サービス提供会社が開通日までに対象サービス商品の甲、乙及び／又は顧客への提供
条件を変更ないし提供をとりやめた場合、乙は甲に通知のうえ、注文情報の変更または、注文を承諾しな
いことができるものとします。 

6. 甲からの注文情報が予約注文に該当する場合、乙は甲に対して注文情報で指定された対象サービス商品を
販売する義務を負わず、開通日までに甲に通知のうえ、注文情報の変更または、注文を承諾しないことが
できるものとします。 



7. 前項に関わらず、DIS 販売店規約において、個別契約の成立時期が異なることを定めている場合は、該当す
る DIS販売店規約の定めが前項に優先されるものとします。 

8. 乙は、他の会員からの先着注文等により、甲から発信された注文書の承諾が困難な場合には、前項の期間
内にその理由を甲に通知するものとします。 

9. 甲は、前項の乙の通知に基づき、その理由を確認したのち、注文内容を変更する場合には、速やかに新た
に注文書を作成して再発信するものとし、 乙が甲の新たな注文書を受信したときは、先の注文書による申
込みはその効力を失うものとします。また、先の注文書は、新たな注文書の発信の有無 にかかわらず、先
の注文書の発信から７営業日を経過したときに申込みの効力を失うものとします。 

10. 乙が納入した対象サービス商品につき、注文書のデータと乙が納入した対象サービス商品の納入先、数
量、品種等の相違が問題になった場合の照合は、乙のサーバー上のデータが正しいものとして照合するも
のとします。ただし、甲が乙のサーバー上のデータが誤りであることを立証した場合はこの限りではない
ものとします。 

11. 甲又は乙が、前項の相違により相手方に損害を与えた場合には、相手方は被った損害の賠償を請求するこ
とができるものとします。 

12. 対象サービス商品を顧客が利用する条件等は、対象サービス契約またはプロバイダー規約に従うもののと
し、甲は個別契約の申込を乙に対して行う前に、該当する、対象サービス契約またはプロバイダー規約を
その責任と費用で遵守または顧客に遵守させるものとします。なお、対象サービス契約またはプロバイダ
ー規約に違反することにより、甲または顧客に生じた損害については、乙は一切の責任を負わないものと
します。 

 
第 7条（売買取引基本契約との関係） 
個々の対象サービス商品売買の基本となる取引条件（対象サービス商品の納入場所、決済条件、納期等）は、
別途甲乙間で締結する売買の継続的取引に関する基本契約書（その名称のいかんにかかわらず、甲乙間の継続
的取引に関して基本となるものとして締結されたものをいいます。）において定めるところによるものとし、
DIS 販売店規約または、「iKAZUCHI(雷)」利用の個別契約において上記基本契約書と異なる定めをした場合に限
り、DIS販売店規約または個別契約の条項が優先するものとします。 
 
第 8 条（付随するサービスの内容） 
1. 乙は「iKAZUCHI(雷)」を通じて会員に対して、第６条に定める商品取引サービスに付随して以下に定める

サービスを提供します。なお、その利用の条件、要領等の詳細は、利用マニュアルに記載の通りとしま
す。 

（１）乙は「iKAZUCHI(雷)」の「契約管理サービス」により、乙が甲に販売した対象サービス商品に関して、
サービス提供会社が保有し、乙に提供する「顧客情報」を会員へ提供します。なお、甲は本規約に定め
るところに従い顧客情報を利用するものとします。 

（２）乙は「iKAZUCHI(雷)」の「ライセンスキーメール納品機能」を利用して、乙が甲に販売した「対象サー
ビス商品」のライセンスキー、ダウンロード URL等を乙より注文時に甲が指定した顧客のＥメールアド
レスに対してＥメールを送付することで直接納品するとともに、甲に納品の通知を送付します。なお、
甲はこのＥメール送付につき当該顧客の同意を予め得るものとします。 

（３）乙は「iKAZUCHI(雷)」の「更新期限通知サービス」を利用して、乙が甲に販売した利用期限単位のある
対象サービス商品につき、その利用期限単位の終了前に甲および顧客に利用期限単位の終了時期をＥメ
ールで告知することができるものとします。なお、甲はこのＥメール送付につき当該顧客の同意を予め
得るものとします。 

（４）乙は「iKAZUCHI(雷)」の「サブスクリプション管理ポータル機能」を利用して、甲が乙より購入して顧
客に販売した対象サービス商品に関する情報を、顧客に閲覧させることができるものとします。なお、
甲はこの情報を乙が顧客に対して閲覧させることにつき、当該顧客の同意を予め得たうえで、本機能を
顧客が利用するのに必要となる情報（お客様 ID、ログイン用メールアドレス、パスワード）を顧客に通
知するものとします。当該同意の不取得により甲または顧客に損害が生じたとしても乙はその責任を負
わないものとします。 

2. ライセンスキーメール納品機能を利用して、乙が顧客に対象サービス商品を納品するに際して、甲が指定
した顧客のＥメールアドレスの間違い、顧客のシステムの不具合など甲または顧客の理由によりＥメール
が不到着、または到着遅れが生じた場合、甲からの連絡に基づき乙は該当するＥメールを再送するなどの
措置を講じますが、不到着、または到着遅れ等により甲または顧客に損害が生じても乙は一切の責任を負
わないものとします。 

3. ライセンスキーメール納品機能を利用して、乙が甲に納品した対象サービス商品のサービス提供者からの
ダウンロードの操作・手続き等にて発生する通信障害によるシステムの中断・遅延・中止、データの消
失、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他本サービスに関する甲に生じた損害について、乙
は一切の責任を負わないものとします。 

4. 更新期限通知サービスを利用して、乙が甲または顧客に提供するＥメールが事由の如何を問わず不到着、
または到着遅れにより甲または顧客に損害が生じても乙は一切の責任を負わないものとします。 

5．「サブスクリプション管理ポータル機能」を利用して、乙が甲または顧客に提供する情報等は本規約に定め
る「提供情報」の一部を構成するものとし、事由の如何を問わず提供情報に誤り等がありそれにより甲ま
たは顧客に損害が生じても乙は一切の責任を負わないものとします。かつ顧客に「サブスクリプション管
理ポータル機能」の利用の中断・遅延・中止、データの消失、データへの不正アクセスにより生じた損
害、その他本サービスに関する甲に生じた損害について、乙は一切の責任を負わないものとします。 



6. 「サブスクリプション管理ポータル機能」を利用して、乙が甲または顧客に提供する情報等は、顧客にお
いてその閲覧できる範囲を変更等が可能です。当該機能を利用した結果、提供情報が第三者に漏洩したこ
と等により、甲または顧客に損害が生じても乙は一切の責任を負わないものとします。 

 
 
第 9 条（守秘義務）  
甲および乙は、会員契約の有効期間中は勿論、終了後においても、本規約に基づき相手方から提供を受けたあ
るいは自ら知り得た相手方の機密に属する情報（以下、「秘密情報」という。）について、これを善良な管理
者の注意をもって管理するとともに、秘密を厳守し、本規約の目的以外のために、これを自ら使用し、または
第三者に開示、漏洩し、もしくは使用させてはならないものとします。甲および乙は、かかる義務を遵守する
ため、秘密情報にアクセスする自己の役員および従業員（派遣社員およびアルバイト等、ならびに退職者を含
む。以下同じ。）に対し、本条と同等の秘密保持義務を課すものとし、当該役員または従業員がこれに違反し
たときは、自らが違反したものとみなされるものとします。 
 
第 10条（顧客情報の保護） 
甲は、前条に定めるほか、顧客情報の保護に関して以下の各号の規定を遵守しなければならないものとしま
す。 
（１）甲は、顧客情報を善良な管理者の注意をもって管理し、乙の書面による承諾を得ることなく、本規約の

履行以外の目的のために利用し、または第三者に利用させもしくは開示・漏洩してはならないものとし
ます。 

（２）甲は、個人情報の保護に関する法律及びその他の関係法令及びガイドラインその他の指針を遵守し、顧
客情報の目的外利用、紛失、改ざん、漏洩、減失、き損の防止その他の顧客情報の 適切な管理のため
に必要な措置を講じなければならないものとします。 

（３）甲は、乙の書面による承諾を得ることなく、顧客情報を複製してはならないものとします。 
（４）甲は、本規約に違反して顧客情報が本規約の履行以外の目的に利用され、または第三者に開示、漏洩さ

れたことが判明したときは、直ちに乙に報告し、乙の指示を受けるものとします。 
 
第 11条（乙による顧客の個人情報の取り扱い） 
乙は「iKAZUCHI(雷)」を利用して取得する、対象サービス商品のサービス提供会社への発注業務等、対象サー
ビスに関係する業務遂行に必要な範囲で顧客の個人情報につき、別途乙が定めてそのＷＥＢサイトに掲載する
「ＤＩＳクラウドサービスに関する個人情報保護ポリシー」に従いこれを取り扱うものとします。 
 
 
第 12条（情報の取扱い） 
1. 「iKAZUCHI(雷)」及び「提供情報」に係わる知的財産権は、乙又は当該情報の提供者側に帰属するものと

します。 
2. 甲は、乙の文書による事前の承諾なくして「提供情報」を文書に転載する等して甲、乙並びに提供情報の

該当顧客以外の第三者に開示してはならないものとします。 
 
第 13条（設備） 
甲は、「iKAZUCHI(雷)」を利用するために必要となるＰＣ等の機器、インターネット接続に必要となる通信回
線その他すべての機器、ソフトウェア、消耗品などを自己の負担において準備するものとします。 
 
第 14条（一時中断） 
次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、乙は甲に事前に連絡することなく、「iKAZUCHI(雷)」
の利用の提供を一時的に中断することができるものとし、甲はこれを承諾するものとします。ただし、
「iKAZUCHI(雷)」の利用の提供の中断が事前に予測できる場合は、乙は遅滞なくその旨を甲に通知するものと
します。 
（１）「iKAZUCHI(雷)」のシステムの定期的保守又は緊急保守を行うとき 
（２）火災、停電等により「iKAZUCHI(雷)」の利用の提供ができなくなったとき 
（３）天災地変、戦争、暴動、内乱、労働争議、その他の不可抗力の事態が生じたとき 
（４）その他、運用上、技術上の理由により、乙において「iKAZUCHI(雷)」の利用の提供の一時的な中断が必

要止むを得ないと認めたとき 
 
第 15条（障害が生じた場合の措置） 
天変地異、システム障害、回線の異常等によって「iKAZUCHI(雷)」の利用の提供を中断せざるを得ない事由が
生じた場合には、乙はその修復に最善の措置を講じるものとします。この場合及び前条に掲げる一時中断の場
合における、修復遅延、修復不完全等に基づき甲に生ずる損害については、乙は一切の責任を負わないものと
します。 
 
第 16条（乙の免責） 
1. 乙は、「iKAZUCHI(雷)」を通じて提供する「提供情報」についての信頼性を確保するために万全の努力を

するものとします。ただし、提供情報の正確性、完全性等については、対象サービス商品の使用目的への
適合性等についての保証を含め、その責は負わないものとします。 



2. 提供情報には、サービス提供会社から提供された情報が含まれますが、これらの情報の誤り等から甲また
は顧客に損害が生じても、甲は、乙及び情報提供者の責任を問えないものとします。 

3. 「iKAZUCHI(雷)」の利用に関して甲に生じた損害については、次の各号に定める損害を含め、甲は乙に対
して一切の責任を問えないものとします。 

（１）第三者による会員ＩＤとパスワードの不正使用にかかわる損害 
（２）甲の故意又は過失、あるいは不可抗力による損害 
（３）個別契約不成立に基づく甲の得べかりし利益の逸失又はその他の間接的又は結果的損害 
（４）提供情報の内容の誤りなどによる損害 
（５）輸出規制の取り扱いに起因する損害 
（６）プロバイダー規約に違反することにより、甲または顧客に生じた損害 
 
第 17条（損害賠償）  
1. 甲または乙は、本規約の各条項のいずれかに違反したときは、相手方に対して直ちに損害の賠償を請求す

ることができるものとし、その損害賠償責任の範囲は、請求原因の如何にかかわらず現実に生じた通常の
直接損害に限られ、その賠償総額については甲乙協議のうえ、決定するものとします。なお、損害賠償の
範囲は甲乙間で授受された対象サービスの料金相当額合計の 12ヶ月分を限度とします。 

2. 甲または乙は、いずれの当事者の責にも帰さない事由により生じた損害、予見の有無を問わず特別の事情
から生じた損害、間接損害、結果損害、売上の喪失、データもしくはデータの使用機会喪失については、
損害賠償責任を負わないものとします。 

 
第 18条（権利義務の譲渡禁止）  
甲および乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾を得ないで、本規約等に基づく権利義務の全部または一部
を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に差し入れる等、一切の処分をしてはならないも
のとします。 
 
第 19条（規約の変更） 
1. 乙は、甲へやむを得ない場合を除き事前に通知のうえ、規約を変更することができるものとします。この

場合、本規約における一切の条件は、変更後の最新の規約によるものとします。 
2. 変更後の本規約は、乙が別途定める場合を除き、乙が提供するＷＥＢサイト上に表示した時点または乙が

指定した日より、効力を生じるものとします。 
 
第 20条（利用の承認の一時停止と取消し） 
甲に次の各号の一に該当する事由が生じた場合には、乙は甲に対し、事前に通告することなく
「iKAZUCHI(雷)」の利用の承認を取り消し、又は承認を一時停止することができるものとし、承認が取り消さ
れたときは、会員契約は終了するものとします。 
（１）利用申込内容に虚偽があったこと又は重要な内容に誤記若しくは記入漏れがあったことが判明したとき  
（２）過去に「iKAZUCHI(雷)」の会員資格を取り消されていたとき 
（３）会員ＩＤ又はパスワードの不正使用が判明したとき 
（４）本規約に定める条項に違反したとき、又は本規約に違反しているか否かの調査が必要なとき 
（５）提供情報の改竄を行ったことが判明したとき 
（６）甲乙間で別途締結されている基本契約の解除条項に該当し、基本契約が解除されたとき又は期間満了若

しくは解約によって基本契約が終了したとき 
（７）「DIS 販売店規約」に基づき甲の販売店登録が取り消されたとき又は終了したとき 
（８）その他、乙が「iKAZUCHI(雷)」の会員として不適当と認めたとき 
 
第 21条（中途解約） 
甲は、会員契約を中途解約し「iKAZUCHI(雷)」の利用の終了を希望するときは、希望終了日の１ヶ月前までに
乙に届け出ることにより、会員契約を中途解約することができるものとします。会員契約解約の届出と解約希
望日との間が１ヶ月に満たないときは、届出があった日から１ヶ月後に解約の効果が生ずるものとします。 
 
第 22条（利用終了後の措置） 
甲の「iKAZUCHI(雷)」の利用が取り消されて会員契約が終了した場合、又は会員契約が前条により解約され若
しくは会員契約の期間満了その他の事由によって終了した場合において、甲が乙の承諾を得て
「iKAZUCHI(雷)」から得た情報に基づき甲自身のデータベースを作成し、自己のデータべースとして使用して
いる場合には、甲は自らの責任において速やかに当該データベースを破棄するとともに、当該提供情報に関す
るデータを全て削除する等して提供情報に関するデータを使用できないようにする措置を執るものとします。 
 
第 23条（有効期間） 
1.  会員契約の有効期間は、締結の日から１年間とします。ただし、期間満了の１ヶ月前までに甲乙いずれか

らも書面による変更若しくは解約の申し入れがないときは、会員契約はさらに１ヶ年間自動的に延長され
るものとし、以後も同様とします。 

2.  第 10条の規定は、会員契約終了後も５年間有効に存続するものとします。 
 
第 24条（協議） 



本規約および会員契約に定めのない事項又は本規約の条項の解釈上生じた疑義については、甲と乙は誠意をも
って協議し、円満に解決するものとします。 
 

本「iKAZUCHI(雷)」規約は、平成 28 年 8月 1日から適用します。 

平成 28年 8月 1日作成 

平成 29年 6月 30日改定 

平成 29年 8月 31日改定 

平成 30年 11月 1日改定 

 

 


