次世代型ホームページ作成サービス【ネクストワン】会員利用規約
第1章
第1条
1.

総則
本規約の目的

株式会社ダブルピーケーネット（以下、
「弊社」といいます。）は、この「次世代型ホ
ームページ作成サービス【ネクストワン】
」会員利用規約（以下、
「本規約」といいま
す。
）を定め、
「次世代型ホームページ作成サービス【ネクストワン】
」
（以下、
「本サー
ビス」といいます。）を提供いたします。

2.

次世代型ホームページ作成サービス【ネクストワン】会員（以下、
「会員」といいます。
）
は、本規約を誠実に尊守するものとします。

第2条

本規約の範囲

本規約は会員と弊社との間における本サービスの利用に係る条件について適用するものと
します。
第3条

本規約の変更

弊社は、会員の了解を得ることなく本規約をいつでも変更、追加、削除することができる
ものとします。
この場合、本サービスのウェブサイト（https://next1.site/）上に掲示した時点より効力を
発するものとします。
第4条

サービスの内容及び提供

本サービスの内容及び提供条件は、
「次世代型ホームページ作成サービス【ネクストワン】」
公式ウエブサイト（https://next1.site/）によります。

第2章
第5条
1.

契約と支払い
会員契約の申込

申込者は、本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、弊社所
定の手続きに従って申込むものとします。

2.

申込者は、契約申込時において弊社に提供される情報が正確であることが、本サービ
スの申込み、利用の継続または、サービス提供の必須要件になります。

3.

弊社は、申込者に本人確認等のための資料を求めることがあります。

4.

弊社が申込を受付け、申込みを承諾した場合、申込者に対し会員登録完了の電子メー
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ルを送信します。弊社が会員登録完了の電子メールを送信した時点で、会員契約が成
立したものとします。
第6条

会員契約の取消し

1. 本契約の申込み後、会員が以下の各号のいずれかに該当することが判明した場合、弊社
は何ら通知、催告することなく、本契約を取消すとともに会員の登録したデータ等をサ
ーバーから削除するとこができるものとします。
1） 利用申込者が実在しないとき又はそのおそれがある場合
2） 利用申込書等に虚偽の情報を登録した場合
3） 過去に本規約違反が行われていることが判明した場合
4） 弊社の競合他社が弊社の業務内容を調査する目的で契約を行おうとしていること
が判明した場合
5） 本サービスの運営を妨害した場合
6） ID およびパスワードを不正に使用した場合
7） 本サービスを弊社の許可なく、第三者に使用させた場合
8） 利用料金などの支払いを遅滞し、支払いを拒否した場合
9） 本規約で規定する禁止行為を行った場合
10） 弊社が相応しくないと判断した場合
2. 弊社による本サービスの取消しを行った場合、会員に生じたいかなる損害に対しても、
弊社は一切責任を負わないものとします。
第7条

届出事項の変更

1. 会員は、本サービスに届け出た内容に変更が生じたときは、遅滞なくその旨を弊社に届
けるものとします。
2. 弊社は、会員が、登録した情報が不十分であったり、変更の届けを怠った場合、これに
基づき発生した損害に対して、一切の責任を負わないものとします。
第8条

最低利用期間

1. 本サービスには、最低利用期間があります。
2. 最低利用期間は利用開始月の翌月から起算して 1 ヶ月間となります。
第9条

契約の更新

本サービスは会員から弊社に対し、所定のフォームより解約の申し入れがない場合には
自動的に更新されるものとします。
第 10 条

会員が行う契約の解約
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1. 会員は、本サービスに係る契約を解約するときは、前月の 15 日までに所定のフォーム
より通知していただきます。
2. 会員による契約の解除の場合、すでに受領した利用料金の払い戻しは一切行いません。
第 11 条

弊社が行う契約の解約

弊社は、会員が本規約に違反したとき事前に何等通知することなく解約することがありま
す。
第 12 条

利用料金・支払方法

1. 会員は、本サービスの利用に対し、弊社へ利用料金を指定の方法で支払うものとします。
2. 会員は、弊社指定の銀行口座へ利用料金を支払うものとします。
3. 銀行振込かかる手数料は、会員が負担するものとします。
4. 本サービスの利用料は、前払いで支払うものとします。

第3章

サービス

第 13 条

本サービスの中止・停止等

1. 弊社は、会員へ事前の通知を行わず本サービスの内容の変更、停止もしくは中止をする
ことがあります。
2. 弊社は、本サービスの内容を変更、停止もしくは中止により生じた損害に対し、一切の
責任を負いません。
第 14 条

本サービスの廃止

1. 弊社は、業務の都合により会員へ事前の通知を行わず、本サービス全部または一部を廃
止をすることがあります。
2. 弊社は、本サービスの廃止により生じた損害に対し、一切の責任を負いません。
第 15 条

作成開始時期

弊社は、会員に対し請求書を送信し、会員からの入金を弊社が確認した時点より、ホーム
ページ制作業務を開始するものとします。
第 16 条

データ等のバックアップ

1. 弊社は、本サービスのサーバに送信し保存したデータ、プログラムその他一切の電磁的
記録（以下「データ等」という。）について、消失、毀滅等に備えたバックアップを基
本サービスでは提供しません。

3

2. 弊社は、サーバに保存されたデータ等が何らかの事由により消失、毀滅等された場合に
おいて、これによって会員に生じた損害については一切の責任を負いません。
3. 弊社は、データ等が何らかの事由により消失、毀滅等に備えたバックアップサービスを
オプションにて提供いたします。
4. 弊社は、オプションにて提供されたバックアップサービスで、データ等復元できなかっ
た場合において、これによって会員に生じた損害については一切の責任を負いません。

第4章

利用上の責務

第 17 条

禁止事項

会員は、本サービスの利用に際して、以下の行為を行ってはならないものとします。
1） 本サービスの運営を妨げ、他の業務に支障をきたす恐れのある行為
2） 他の会員、第三者もしくは弊社に損害を与える行為、またそれらの恐れがある行為
3） 他の会員、第三者もしくは弊社を誹謗中傷し名誉、信用を毀損する行為、もしくは
その恐れがある行為
4） アダルトサイト、出会い系サイト、風俗関連サイトこれらに類する情報を発信する
行為
5） 違法な薬物、販売、仲介に係る情報を発信する行為
6） マルチ商法、無限連鎖講（ねずみ講）およびこれらに関する情報を発信する行為
7） コンピュータウイルス等有害なプログラム、コード、ファイルを、本サービスを通
じて、また本サービスに関連して使用、配布し、また提供する行為
8） 他人になりすまして情報を送信、受信または表示する行為
9） 弊社の本サービスを利用して無差別または大量に不特定多数の者に対してその意
思に反し電子メール、コメント、トラバック等を送信する行為
10） アカウント、ID、パスワード、メールドレス、ドメイン名を不正に使用、譲渡ま
たは貸与する行為
11） サーバーまたはネットワークへ著しく負荷をかける行為
12） 公職選挙法に違反する行為
13） 公序良俗に反する行為、法令に反する行為、またそれらの恐れがある行為
14） 本規約のいずれかの条項に違反する行為
15） その他、弊社が不適切と判断する行為
第 18 条

義務および責任

会員は、本規約を理解しその履行に努めこれを厳守するものとする。
会員の運営するウェブサイトにおいて、発生した事故及び損害は、会員がすべての責任を

4

負い、弊社は一切の責任を負わないものとします。
第 19 条

権利の譲渡の禁止

会員は、本サービスに係る契約上の権利、義務の全部または一部を第三者に転売、再販売、
譲渡、使用もしくは貸与してはならないものとします。

第5章

細則

第 20 条

情報の削除

1. 次の各号に定める場合、弊社は、会員が本サービスを通じサーバーに保存したデータ等
を通知なく削除できるものとします。
1） 掲載内容が本規約に定める禁止行為、または本規約のいずれかの条項に違反すると
弊社が判断した場合
2） 会員によって保存されたデータ等が、契約した容量を超過した場合
3） 法律及び公序良俗に反すると弊社が判断した場合
2. 前項にともなうデータ等の削除において発生した損害について、弊社は一切の責任を負
わないものとします。
3. 会員が、ホームページ上に掲載した情報に関する全ての責任は会員にあり、弊社は情報
を監視・削除する義務を負うものではない為、弊社が情報を削除しなかったことにより
会員或いは第三者が被った損害について、弊社は一切責任を負わないものとします。
第 21 条

著作権

1. 会員は、本サービスで、掲載した情報等に関する著作権等の知的財産権は、別段の定め
がない限り全て弊社に帰属し、弊社の許可なく本サービス以外で利用することはできな
いものとします。
2. 会員は、本サービスを利用して入手したデータ、情報、文章、プログラム、画像、動画、
データ等は本サービスのサーバー内のみでの利用とします。これを複製、加工、転載し、
また第三者に配布することはできないものとします。
第 22 条

個人情報の取扱い

弊社は、別途定める「プライバシーポリシー（個人情報保護方針）」に従い取扱うものとし
会員はこれに同意するものとします。
第 23 条

損害賠償

1. 弊社は、会員に対し、本サービスを利用して発生した一切の損害について、いかなる責
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任も負わないものとし、当該損害の賠償をする義務もないものとします。万一、弊社の
故意、重過失により会員に損害が発生した場合、会員が弊社に支払ったサービス利用料、
1 ヶ月分を限度として損害賠償責任を負うものとします。
2. 前項の場合、会員が本サービスを全く利用できないと弊社が知った時刻から起算して、
連続 24 時間以上、本サービスを全く利用できなかった場合に限ります。なお損害額の
計算は、日割計算とし 24 時間単位で計算し 24 時間未満の時間については損害賠償の対
象としません。
3. 弊社が会員のデータ等の削除において発生した損害について、弊社は一切の損害賠償義
務を負わないものとします。
第 24 条

免責事項

1. 弊社は、本サービスの内容および会員が本サービスを通じて得る情報等について、その
完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行いません。
2. 本サービスの提供の遅滞、変更、中止、廃止、本サービスを通じて提供された情報等の
流失、消失等本サービスの利用に関して会員に損害が発生した場合は、弊社は、別途定
める損害賠償規定の範囲においてのみ責任を負うものとします。
第 25 条

準拠法

本規約の成立、効力、履行およびその解釈に関しては、日本国法が適用されるものとしま
す。
第 26 条

協議および管轄裁判所

1． 本サービスの利用及び本規約に関して、会員と弊社との間で問題が生じた場合、誠意を
もって協議するものとします。
2． 弊社と会員との間におけるすべての紛争については、弊社本社所在地を管轄する地方裁
判所または簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

附則
本規約は 2017 年 9 月 20 日より発行します。
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