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利用規約 

 

本規約は、会計監査確認センター合同会社（以下「当社」という）が提供する、残高確認オ

ンラインサービス「Balance Gateway」（以下「BG」という）へのアクセスおよび利用に対し

て、適用されます。 

 

1. 利用規約の適用 

BGは、当社から BGの利用を案内された監査法人、被監査会社または確認回答者の役職

員、社員または業務受託者（確認回答者が個人である場合は、確認回答者本人を含む）

が利用することができます。利用者は、BG をご利用になる前に、本規約に同意する必

要があります。また、利用者は、利用者が役職員、社員または業務受託者として勤務ま

たは所属している組織（以下「勤務先」といい、確認回答者が個人である場合は、勤務

先を確認回答者本人と読み替えるものとする。以下同じ）を代理して、本規約に同意す

る必要があります。利用者が本規約に同意した場合、本規約は、利用者および勤務先を

一方の当事者とし、当社を他方当事者とする法的拘束力のある契約になります。 

 

勤務先と当社が、勤務先（勤務先に勤務または所属する役職員、社員または業務受託者

を含む）による BGへのアクセスおよび利用に関する契約（以下「BG利用契約」という）

を締結している場合、勤務先および利用者による BGへのアクセスおよび利用は、BG利

用契約および本規約に準拠します。 

 

BG は、複数のアプリケーション、ツールおよびウェブサイトによって構成される場合

があり、利用者および勤務先は、特定のアプリケーション、ツールおよびウェブサイト

にアクセスし利用するために、本規約に加えて補足された条件（以下「補足条件」とい

う）にも同意が必要となる場合があります。補足条件は、BG に表示されるまたはリン

クを付与されるなどの形式により提供されます。補足条件が適用される場合、勤務先お

よび利用者による BG へのアクセスおよび利用は補足条件および本規約に準拠します。 

 

本規約、BG利用契約および補足条件の間に矛盾がある場合には、14Aの規定により優先

関係が決定されます。 

 

2. 登録、関連事項および制限規定 

A) 利用資格 

BGの利用資格を取得するためには、利用者は(1)利用者ご自身および勤務先に代わって

本規約を締結できる完全な行為能力および権限を有すること、(2)当社、勤務先、また

は契約上、規制上もしくはその他の法的な制限により、利用者が本規約を承諾すること
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および BGの一部を利用することを禁止されていないことが必要です。利用者はこれら

の利用資格の全てを満たすことを当社に表明し保証します。利用者は、状況の変化によ

り利用資格のいずれか１つでも満たさなくなった場合、直ちにその旨を当社に連絡し

なければなりません。 

B) 利用者のユーザー・アカウントおよび利用制限 

BG にアクセスするために、利用者は、ユーザー名とパスワード（以下「ユーザー・ア

カウント」という）が必要です。利用者および勤務先は、ユーザー・アカウントが無効

になるまでの間に利用者のユーザー・アカウントを通じて行われた本規約への違反行

為に対して責任を負います。利用者および勤務先は以下の各号に同意します。 

(1) 利用者に対して、ユーザー・アカウントはいかなる時も 1つだけ作成され、保持さ

れます。BG の利用において、利用者は、複数のユーザー・アカウントを保有する

ことはできません。このユーザー・アカウントは利用者専用であり、勤務先の他の

役職員を含む第三者との間で共有も譲渡もしてはなりません。 

(2) 利用者は BGの許可されたセクションのみにアクセスし、BGの他のエリアには侵入

もアクセスも試みません。 

(3) 利用者および勤務先は、利用に関して登録された情報に虚偽はないこと、および、

利用者のユーザー・アカウントが不正に作成または使用された場合、利用者および

勤務先、当社に留まらず、監査法人、被監査会社および確認回答者等においても損

害が発生する場合があることを認識し、利用者のユーザー・アカウントのパスワー

ドを安全かつ機密が保たれるように管理します。 

(4) 利用者は、当社または第三者によって、BG またはそのコンテンツに掲載されてい

るいかなる著作権、商標権またはその他の所有権に関する表示をも、削除してはな

りません。ただし、利用者がアップロードしたデータ（後述参照）、または利用者

以外によってアップロードされ、かつ、利用者が削除を許可されたデータは本条項

の対象外とします。 

(5) 利用者および勤務先は、BGへのアクセスおよび利用に適用されるすべての法規（す

べてのデータの秘密保持、エクスポート・コントロール、セキュリティに関する法

令および規則を含む）を遵守します。 

(6) 利用者と勤務先との雇用関係または業務委託、請負、委任その他の業務上の関係が

終了した時には、利用者はユーザー・アカウントと BGの全利用を直ちに停止しま

す。利用者と勤務先との雇用関係または業務上の関係が終了した場合、勤務先は利

用者による BGの利用を停止させる義務を負います。利用者と勤務先との雇用関係

または業務上の関係が終了した後に利用者による BG の不正利用があったときは、

それにより当社に生じた損害、損失および費用等についてすべて勤務先が責任を

負います。 

(7) 利用者および勤務先は、BG に関連したソフトウェアのソースコードのリバース・
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エンジニアリング、逆コンパイルまたはソースコードを引き出す試みを行わず、ま

た、BGまたは、BGに関連したソフトウェアのソースコード、プログラム、メソド

ロジー、プロセス、ツール、またはデバイス（以下「テクノロジー」という）の改

造、変更もしくは派生物の作成を行いません。 

(8) 利用者および勤務先は、BG のいかなる権利をも、賃貸、再販、リース、貸与、サ

ブライセンス許諾を行ってはならず、権利の移転を試みることもできません。 

(9) 利用者および勤務先は、当社またはサービス・プロバイダーのインフラストラクチ

ャーの正常な操作を直接的または間接的に妨害する行為、または当社のインフラ

ストラクチャーに不当な負荷をかける行為（コンピュータ・ウイルスまたは悪質な

コードのスパミングおよび配信を含む）を行いません。 

(10)利用者および勤務先は、BGへのアクセスおよび利用によって、利用者のユーザー・

アカウント、IP アドレスやユーザエージェント、当該 IP アドレスや BG を利用し

た日時等のいわゆるアクセスログが記録され、BG の不正利用を監視する等の目的

で、それらが利用されることに同意します。 

(11)利用者および勤務先は、BG の利用期間中、BG にかかる特許権の有効性について、

裁判所への無効審判の申立てその他本件特許権の有効性を争う申立てを行いませ

ん。 

C) 違反事項の通知 

利用者および勤務先は、利用者のユーザー・アカウントの無断使用またはそれ以外で本

利用規約に規定された義務の違反に気付いた場合には、直ちに当社に連絡します。 

 

3. BGの利用 

A) アクセスおよび利用権 

利用者が本規約に基づくすべての義務を遵守することを条件に、本規約で明示的に認

められている範囲で、BG の許可されたセクションにアクセスし、当該セクションを利

用できる限定的、取消可能、非独占的、譲渡不可、サブライセンス許諾不可の権利を、

当社は利用者に付与します。 

B) BGのコンテンツおよびテクノロジーの利用 

利用者および勤務先は以下を満たすものとします。 

(1) 勤務先が自社の専有情報または秘密情報を守る際に払う注意と少なくとも同等の

注意（ただし、いかなる場合も合理的な注意義務を下回らないものとする）を払い、

BGのコンテンツおよびテクノロジーの秘密を保持すること。 

(2) 利用者および勤務先は、確認状送付業務に関連する場合のみ、BG のコンテンツお

よびテクノロジーへのアクセス、利用、ダウンロードを行うこと。 

(3) 法律で義務付けられる場合を除き、直接かつ即時にアクセスする必要があり、かつ

秘密保持義務を負っている者だけに BGのコンテンツへのアクセスを限定すること。 
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(4) BG のコンテンツのあらゆるコピー（印刷物または電子コピー）には、著作権、秘

密保持もしくは BGにアクセスする際にマテリアルに表示されるその他の法律上の

通知を保存または反映し、それらを遵守すること。 

(5) BG のコンテンツの全部または一部の修正、転売、公開、送信、転送または販売へ

の参加、複製、派生物の作成、配布、またはあらゆる形態の不当活用を行わないこ

と。 

(6) BG のテクノロジーの全部または一部をコピー、ダウンロード、再構築、変更もし

くは配信しないこと。 

C) 第三者の利用条件 

BG 内にあるリンクは、当社が管理していない第三者が維持するリソース、ウェブサイ

トおよびツールにつながることがあります。そうしたリソース、ウェブサイトおよびツ

ールを利用するにあたり、利用者および勤務先は、適用される第三者の条件、利用規約

または他の契約事項を遵守しなければなりません。 

 

4. アップロード・データ 

A) アップロード・データに関する利用者および勤務先の義務 

BGでは、データ、ドキュメント、ファイル、コメントおよびその他の情報や資料（上述

のすべてを、以下「アップロード・データ」という）を入力、アップロード、変更また

は利用可能にすること（以下「提供する」という）ができます。利用者および勤務先は、

利用者が BGへアップロードしたアップロード・データが以下を満たすことを保証しま

す。 

(1) アップロード・データの提供は、勤務先により適切に認められていること。 

(2) アップロード・データに、虚偽、攻撃的、不適切、中傷的、名誉棄損、嫌がらせ、

脅迫または有害と合理的にみなされる内容を含めないこと。 

(3) アップロード・データ、および利用者がそれらのデータを提供することが、利用者

または勤務先に適用されるあらゆる法令、規制、規則もしくは業務上の基準（第三

者のプライバシーに関する権利、第三者の著作権、商標権、その他の知的財産権を

含む）に違反しないこと。 

B) アップロード・データへのアクセスおよび利用 

利用者および勤務先は、アップロード・データへのアクセスおよび利用に関し、以下の

点に同意します。 

(1) アップロード・データは、当社によって BGにおいて管理可能であること。加えて、

利用者および勤務先は、BG を利用して会計監査確認業務を行う監査法人が許可し

たセクションへのアクセスのみ認められること。また、BG へのアップロード・デ

ータは、当該監査法人が許可した者のみが利用可能であること。 

(2) アップロード・データは、一定の限定的な状況および限定された期間において、下
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請業者（BG の運営、サポート、管理、ホスティングといったサービスを当社に提

供する第三者をいう。いずれも秘密保持義務を負う。）も、サイトの管理、トラブ

ルシューティング、システムのメンテナンス、非常時のサポート、その他のテクニ

カル・サポート、または法律もしくは法的手続によって要請される場合にアクセス

できること（ただし下請業者による秘密情報に対するアクセスはこれらの目的を

達成するための必要最小限度のものに留めるものとする）。 

(3) アップロード・データのうち、本規約、BG 利用契約または補足条件に違反して提

供されているか、期限切れになっているか、または利用者もしくは勤務先にとって

意味がなくなったと当社が判断したものについて、当社は削除できること。ただし、

当社はアップロード・データの完全性、信憑性または適時性を検証する義務、また

はアップロード・データの性質および内容をレビューする義務を負ってはいない

こと。 

(4) 当社は、BGの運営に関して、アップロード・データ（公認会計士法 27条に定める

秘密情報を除く）を利用できること（BGまたは BGを利用した確認状送付業務の品

質または効率性の改善・向上等を目的として、当該アップロード・データを統計情

報として利用することを含む）。 

 

5. 利用者に関する情報のその他開示および個人情報の保護 

利用者および勤務先は、法令、規制上の要件、業務上の基準を遵守し、損害の発生を防

止するため合理的に必要であると誠実に判断した場合または当社のプライバシーポリ

シーに別段の定めがある場合、適用ある法令に違反しない範囲において当社が利用者

のユーザー・アカウント情報と利用者のアップロード・データを他の者に開示できる

（ただし、当社は実務上可能な限り事前に利用者または勤務先に通知するものとしま

す。）ことを確認し、承諾します。本規約と併せて、利用者は、当社のプライバシーポ

リシーに同意します。 

 

6. 業務上の関係がないこと 

A) 業務上の関係における制限 

利用者による BGの利用、または当社との通信もしくはコミュニケーションのみによっ

ては、当社と利用者または勤務先との間には、本規約に基づく契約関係を除いて、いか

なる性質の業務上の関係も築かれません。ただし、すでに当社と業務上の関係がある場

合は、利用者による BGの利用によって、その関係が終了することはありません。 

B) 当社のサプライヤーと関係がないこと 

BG（それらのコンテンツまたはテクノロジーを含む）は、当社によって稼働、サポート、

または運用されるか、当社にライセンスが提供されたものです。しかし、利用者は当社

の案内に従ってのみ BGを利用しているものであり、BGの利用に関連して利用者が受け
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るサービスおよび利用者が有する関係は当社との間のみのものであり、本規約、BG 利

用契約および補足条件に準拠しています。BGの運営に関して、当社のサプライヤーは、

いずれも利用者および勤務先に直接サービスを提供しておらず、利用者および勤務先

と業務上の関係を構築しているものではありません。 

 

7. 有用性 

A) 有用性の保証はないこと 

利用者および勤務先の利用時に、BG が必ず利用できるという保証はありません。当社

は、BGの保守、点検または改良のためやむを得ないときは、BGを変更、停止、制限ま

たは中断することがあります。 

B) 保存場所の保証はないこと 

BG は、ドキュメント・アーカイブまたは保管サービスではありません。当社は、利用

者または勤務先に対して、アップロード・データの保管、維持を保証しないため、利用

者および勤務先は、自らの判断により、アップロード・データのすべてのコピーを保存

する必要があります。 

 

8. アクセス 

BG は、インターネットを経由して利用することを前提としたサービスであり、インタ

ーネット回線の混雑状況によりサービスの品質が低下したり、切断されたりする可能

性があります。インターネットを経由して、BG に有効にアクセスできるソフトウェア

とハードウェアを確保することは、利用者および勤務先の責任です。利用者および勤務

先は、利用者のインターネット・プロバイダーを通じた BGへのアクセスに関するすべ

ての料金の支払いと必要な許可の取得についても責任を負い、BG の利用において、同

プロバイダーとの契約を遵守する必要があります。 

 

9. 知的財産権 

A) BGの知的財産権 

BG、そのコンテンツおよびテクノロジーは、日本およびその他の国々の著作権法、商標

法およびその他の法令によって保護されています。当社と当社のサプライヤーは、本規

約で明示的に付与されている場合を除き、BG、そのコンテンツおよびテクノロジーに関

するすべての権利を留保しています。 

B) フィードバック 

利用者または勤務先は、当社に対して、BG に関するフィードバック、アイディア、ま

たはその他の提案事項（以下「フィードバック」という）を提供することができます。

フィードバックの提供によって、利用者または勤務先（該当する場合）は、全ての営業

権および関連する申し立てと併せて、全ての特許、著作権、商標、企業秘密、その他の
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知的財産権を含むフィードバックに関するあらゆる権利、権原、利益を、無償で当社に

譲渡するものとします。これには、当社の自由裁量で決定される、当社によるフィード

バックの変更および派生物の作成を含みます。利用者または勤務先（該当する場合）は、

公表権、氏名表示権、同一性保持権、パブリシティまたはプライバシー権、人格権、調

査権、またはフィードバックの使用または組込みに関するあらゆる事項をも承認する

権利を取消不能な形で放棄します。利用者および勤務先は、当社がフィードバックの使

用または組込みを約束するものではないことを認識します。 

 

10. 責任の限定と補償 

当社は、利用者の BG（あらゆるコンテンツ、テクノロジー、アウトプットを含む）への

アクセスを許可することにより、利用者および勤務先にプロフェッショナルアドバイ

スまたはサービスを提供しているわけではありません。利用者または勤務先の財務も

しくは事業に何らかの影響を及ぼし得る決断を下し、または行動する前に、利用者は適

切な資格を有する専門家に相談する必要があります。 

 

当社は、法律によって許可される範囲で、商取引上の合理的な措置を講じることにより、

BG を有益で安全なものにしていますが、BG（テクノロジー、コンテンツおよびアウト

プットを含む）は、いかなる保証も付さずに現状のまま提供されています。当社のサプ

ライヤーは、利用者および勤務先に対し、BGに関して、保守およびサポートサービス、

または、アップデート、アップグレード、拡張、新機能、変更、パッチ、バグ修正、ま

たは同様の成果物を提供する義務はありません。上述の定めを限定することなく、当社

および当社のサービスに適用される法令、規制、規則もしくはガイドラインによって許

可される範囲で、当社は、BG が安全で、エラーがなく、ウイルスや悪質なコードが全

くないこと、または特定の性能基準もしくは品質の基準を満たすことを保証しておら

ず、またすべての黙示的保証（品質、権原、および特定の目的に対する適合性、権利侵

害の不存在、互換性、セキュリティおよび正確性に関する保証を含む）を明示的に否認

します。 

 

当社および当社のサービスに適用される法律、規制、規則、ガイドラインによって許可

される範囲で、（a）利用者および勤務先は、ご自身のリスクで BGを利用し、利用者に

よる利用に起因するすべての責任と損失リスク（サービスまたはデータの喪失に関す

る場合を含む）を負います。（b）当社は、利用者および勤務先に対し、直接損害、間接

損害、特別損害、偶発損害、結果的損害、懲罰的損害賠償、またはその他の損害賠償（契

約上、制定法上、過失を含む不法行為、その他のいずれの根拠であるかを問わない）に

関わらず、テクノロジー、コンテンツ、アウトプットを含む、BG の利用に関するあら

ゆる損害について、いかなる責任も負いません。 
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上述の通り、BG 内のリンクは、当社が管理していない第三者が維持するリソース、ウ

ェブサイトおよびツールにつながることがあります。そうしたリソース、ウェブサイト

およびツールの正確性、またはそれらに関するその他の事項について、当社はいかなる

表明および保証も行っていません。 

 

上述した責任の限定は、当社だけでなく、当社の従業員およびサプライヤーにも適用さ

れます。 

 

勤務先は、当社および当社のサービスに適用される法律、規制、規則またはガイドライ

ンによって認められる範囲内で、利用者または勤務先による本規約違反の結果として、

当社および当社の従業員またはサプライヤーが負担したか、またはそれらの者に対し

て行われたすべての諸費用、損害、損失または諸経費の請求（アップロード・データが、

いずれかの者または組織の知的財産権、もしくはその他の権利を侵害する旨の第三者

による請求を含む）について、当社ならびに当社の従業員およびサプライヤーを補償す

ることに同意します。 

 

当社および当社のサービスに適用される法令、規制、規則またはガイドラインによって、

上述したいずれかの責任または補償の制限が無効とされる場合があり、利用者または

勤務先に責任または補償の制限の全部もしくは一部が適用されない場合があります。

本条に規定されたいずれかの責任または補償の制限が無効または履行不能とされた場

合、 (1) 当該法域では、その意図を可能な限り達成するため適用法、規制、規則、業

務上の基準で許可されている最大限の範囲で解釈を見直すものとし、かつ残りの規定

はすべて有効に存続するものとされ、また (2) 他のあらゆる法域では、本規約の規定

がすべて有効に存続するものとします。 

 

11. ユーザー・アカウントの無効化 

A) 利用者のユーザー・アカウントの無効化 

当社は、利用者による BGの利用状態を確認することができ、利用者が本規約に定める

義務に違反したと判断した場合には、いつでも当該違反に係るユーザー・アカウントを

無効にすることができます。また、当社は、ユーザー・アカウントが長期にわたって利

用されていない場合、その他ユーザー・アカウントを維持することが不適切であると判

断した場合には、不適切だと判断したユーザー・アカウントをいつでも無効にすること

ができます。 

B) 無効化に伴う効果 

利用者のユーザー・アカウントの無効化に伴い、当該アカウントを通じて BGの全部ま
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たは一部にアクセスできる利用者の権利は、直ちに終了します。さらに、当社は当該ア

カウントを通じた BGの将来の利用を禁止するとともに、当該アカウントの利用者と関

連するあらゆる IPアドレスまたは一連の IPアドレスから BGへのアクセスもブロック

することができます。ユーザー・アカウントの無効化に伴い、本規約の 3A条は効力を

失います。本規約の残りの規定は引き続き存続します。 

 

12. 通知 

A) 当社から利用者に対する通知 

本規約または BGに関する当社から利用者に対する通知は、以下のいずれかの方法で行

われます。利用者は、ユーザー・アカウントにある連絡先情報を最新かつ正確な状態に

保たなければなりません。 

(i) BGにおけるユーザー向けの一般的な掲示 

(ii) 利用者のユーザー・アカウントを通じて利用できる通信機能 

(iii) 利用者のユーザー・アカウントと関連する電子メールアドレスに対する電子メ

ールまたは物理的な住所に対する郵送その他の手段による連絡。 

B) 利用者および勤務先から当社に対する通知 

本規約または BGに関する利用者および勤務先から当社に対する通知は、以下のいずれ

かの方法で行われるものとします：(i) 電子メール、(ii) 手渡し、または (iii)速達

郵便、特定記録郵便、書留郵便、宅配便業者、もしくは配送サービス（以下「宅配便」

という）。電子メールで相手方に受信された通知は、電磁的な発信日に交付されたとみ

なされます。手渡しまたは宅配便で送付された通知は、受領日または受領を拒否した日

に交付されたとみなされます。 

 

13. 利用上のご注意 

確認状の送付にあたっては、１件の確認状には１つの被監査先と１つの確認回答者の

みを含めることができるものとします。複数の被監査先又は複数の確認回答者を１件

の確認状に含めることはお控えください。 

 

被監査先が複数であるか否かの判断に際しては、必ずしも法人単位ではなく、独立して

監査の対象とされているか否かを基準とします。例えば、ファンドに関する確認状につ

いては、対象となるファンドがいずれも同一の法人に信託され又は同一の法人に管理

されており、個別に独立した法人格を有しない場合であっても、各ファンドがそれぞれ

独立した被監査先であると判断されますので、１件の確認状で複数のファンドを被監

査先とすることはお控えください。 
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14. 一般規定 

A) 完全合意 

(1) 本規約、BG利用契約および補足条件は、利用者および勤務先を一方の当事者とし、

当社を他方の当事者とする完全な合意を構成し、口頭の合意および事前の書面の

合意に優先されます。 

(2) 本規約、BG 利用契約および補足条件の間に矛盾がある場合、以下の優先順位で適

用されます。なお、明確化のために付言しますと、BG 利用契約において意図的に

定めていない事項が補足条件または本規約において定められている場合には、か

かる矛盾がある場合とみなし、補足条件または本規約における該当する定めを適

用しません。 (i)BG利用契約、(ii)補足条件、(iii)本規約 

B) 本規約の変更 

当社は、当社が必要と認めた場合は、(1)現在ご覧になっているこのウェブページもし

くは BG の別の場所に変更後の規約および施行時期を掲載するか、または(2)12 条に従

って変更後の規約および施行時期を利用者に通知することにより、本規約をいつでも

変更することができます。変更された規約は、施行時期から効力を生じるものとします。

このウェブページを確認し、または利用者への通知をご覧になることによって変更後

の規約を認識することは、利用者および勤務先の責任です。利用者または勤務先が随時

変更される本規約の規定に合意しない場合、利用者および勤務先は、利用者のユーザ

ー・アカウントの利用を停止しなければなりません。 

C) 無効な権利放棄、合意または表明 

当社が書面により同意しない限り、当社による利用者および勤務先の違反に対する権

利、およびそれに関連した作為もしくは不作為に対して異議を申し立てる権利は放棄

されないものとします。当該違反、作為もしくは不作為が継続されたとしても、それに

よって、当社が、利用者および勤務先の違反に対する権利、またはそれに関連した作為

もしくは不作為に対して異議を申し立てる権利を放棄したとみなされることはありま

せん。 

D) 紛争解決・救済 

(1) 準拠法・裁判管轄 

本規約は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈され、同法に基づいて強制力を持

つものとします。 

本規約に基づいて発生する紛争または本規約の権利と義務に関連して発生する紛

争に関し、利用者、勤務先および当社は東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判

所とすることに合意します。 

上述の定めに関わらず、当社はあらゆる法域において差止救済（またはそれと同等

の緊急な法的救済）の申請を認められるものとします。 

(2) 救済 
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利用者および勤務先は、いかなる場合も、合意解除、差止救済その他の救済、また

は BGまたはその一部（テクノロジーまたはコンテンツを含む）の操作、利用もし

くは調査を請求してはならず、また合意解除、差止救済その他の救済、または BG

またはその一部の操作、利用もしくは調査を禁止または規制する権利は付与され

ないものとします。本規約の違反または継続的な違反を防止、軽減もしくは是正す

るため、当社には差止救済その他の救済を受ける権利が付与されるものとします。 

E) 非独占的な是正措置 

書面で明示的に放棄されていない限り、本規約で付与されている権利や是正措置を行

使または履行したことをもって、コモンローまたは衡平法で存在している他の権利ま

たは是正措置の履行に代わるものとみなされません。 

F) 契約条項の分離 

本規約のいずれかの規定がある法域で無効または履行不能である場合、(i)当該法域に

おいては、できるだけ当該規定の意図を実現するために法律で許可されている最大の

範囲内で解釈変更されるとともに、残りの規定はすべて有効に存続するものとし、かつ 

(ii)他のあらゆる法域においては、本規約のすべての規定はすべて有効に存続するも

のとします。 

G) 起案者に反する解釈の禁止 

本規約の解釈に関して疑義が生じた場合、本規約は利用者、勤務先および当社が共同で

作成したものと解釈されます。本規約の著作者という理由によりかかる当事者に、有利

または不利な推定もしくは立証責任は発生しないものとします。 

H) 譲渡および委託 

利用者および勤務先は本規約に基づく権利や義務を譲渡し、または権利の行使もしく

は義務の履行を第三者に委託することはできません。当社は、利用者および勤務先に通

知することなく、本規約に基づくすべての権利と義務の全部または一部を自由に譲渡

し、または権利の行使もしくは義務の履行を第三者に委託することができます。本規約

は、利用者および勤務先ならびに当社の継承者および許可された譲受人に対して拘束

力を有します。 

I) 当事者の関係 

利用者および勤務先を一方の当事者とし、当社を他方の当事者とする関係において、本

規約は、当社と利用者および勤務先との間に、いかなる代理関係、パートナーシップ、

フランチャイズまたは合弁事業も創設するものではありません。 

J) 言語 

当社が本規約の他の言語による翻訳版を利用者または勤務先に提供した場合、当該翻

訳版は利用者または勤務先の便宜のためにのみ提供されるものであり、利用者と当社

の関係は日本語版の本規約に準拠します。 
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K) 見出しおよびナンバリング 

本規約で使用されている条項の番号と見出しは便宜のためにのみ記載されており、条

項の番号と見出しおよび本規約の本文の間に矛盾がある場合には、本規約の本文が優

先的に適用されます。 

本規約で使用される場合、「含む」という用語は「などを含む」を意味し、「含める」 と

いう用語は「などを含める」を意味します。 

L) 反社会的勢力の排除 

(1) 利用者および勤務先は、BG の利用の申込時において、次の各号のいずれにも該当

しないことを表明し、かつ将来にわたっても当該事由のいずれにも該当しないこ

とを誓約するものとします。 

(ア)自己または自己の役員、従業員もしくは職員等の構成員（総称して以下「役職員」

という）が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、

暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ等、特殊

知能暴力集団等その他反社会的勢力の構成員、その他これらに準ずる者（以下「反

社会的勢力」という）であること 

(イ)反社会的勢力が自己の経営を支配していると認められる関係を有すること 

(ウ)反社会的勢力が自己の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 

(エ)自己、自己の役職員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

を加える目的をもってするなど、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 

(オ)自己または自己の役職員が反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を

供与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 

(カ)自己または自己の役職員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) 利用者および勤務先は、自ら、自己の役職員または第三者を利用して次の各号のい

ずれかに該当する行為を行わないことを誓約するものとします。 

(ア)暴力的な要求行為 

(イ)法的な責任を超えた不当な要求行為 

(ウ)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 

(エ)風説を流布し、偽計を用いまたは威力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 

(オ)その他前各号に準ずる行為 

(3) 当社は、利用者または勤務先が前二項各号のいずれかに該当した場合、何らの通知

または催告を要せず直ちに本規約の全部または一部を解除できるものとします。

なお、この解除によって生じた損害について、当社は利用者および勤務先に対し何
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らの責任を負わないものとします。 

(4) 利用者および勤務先は、BG の利用に関し、反社会的勢力から不当な介入を受けた

ときは、直ちにその旨を当社に報告するものとします。 

以上 

 


