
プッシュプラス利用規約（以下、「本規約」という）は、本サービスの利用に関する諸事項、基本的債権

債務、その他必要な事項を定めるものであり、本サービスに係る当社との契約（以下「本契約」といいま

す）の全てに適用されます。なお、本規約の定めと本契約の定めが矛盾、抵触した場合、本契約の定

めが本規約の定めに優先して適用されます。第５条に規定する利用者（以下「お客様」という）は本規約

を承認したうえで本サービスを利用するものとします。 

 

第１条 定義  

本規約では、以下の用語を使用し、当該各号に定めるとおりとします。 

１．「お客様」とは、当社所定の方法により、株式会社テンプラス（以下「当社」という）が提供するスマー

トフォンアプリ作成・管理サービス「PUSHPLUS（プッシュプラス）」（以下「本サービス」という）を利用する

ために利用申込みを行い、当社との間で利用契約が成立した事業者（法人、団体及び個人事業主等）

をいいます。 

２．「コンテンツ」とは、文章、音声、音楽、画像、動画、ソフトウェア、プログラム、コードその他の情報の

ことをいいます。  

３．「本コンテンツ」とは、本サービスを通じてアクセスすることができるコンテンツのことをいいます。  

４．「配信サイト」とは、App StoreとGoogle Playのスマートフォン・アプリケーションを配信するための２つ

のウェブサイトをいいます。 

５．「アプリ」とは、お客様の本サービス利用により作成され、配信サイトを通じて配信される、お客様の

情報等を掲載したスマートフォン・アプリケーションをいいます。 

６．「管理画面」とは、アプリを作成及び編集等するための管理画面をいいます。 

７．「投稿コンテンツ」とは、お客様が本サービスに投稿、送信、アップロードしたコンテンツのことをいい

ます。  

８．「個別利用規約」とは、本サービスに関して、本規約とは別に「規約」、「ガイドライン」、「ポリシー」な

どの名称で当社が配布または掲示している文書のことをいいます。  

   

第２条 お客様への通知  

１．当社からお客様への通知は、別段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は当社の

ウェブサイトに掲載するなど、当社が適当と判断する方法により行います。 

２．前項の規定に基づき、当社からお客様への通知を電子メールの送信又は当社のウェブサイトへの

掲載の方法により行う場合には、お客様に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はウェブ

サイトへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。  

３．本サービスに関するお客様から当社への連絡は、当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に

設置するお問い合わせフォームからの送信または当社が指定する方法により行うものとします。  

   

第３条 規約の変更 

１．当社は、当社が必要と判断する場合、本規約および個別利用規約を変更できるものとします。２．変

更後の本規約および個別利用規約は、当社が変更内容を通知又は当社が運営するウェブサイトに掲

示された時点からその効力を生じるものとし、お客様が本サービスの利用を継続した場合、お客様は変

更後の規約を承認したものとみなします。お客様は本規約および個別利用規約の変更後も本サービス

を使い続けることにより、お客様は変更後の規約を承認したものとみなします。 

３．かかる変更の内容をお客様に個別に通知することはいたしかねますので、本サービスをご利用の

際には、随時、最新の本規約および適用のある個別利用規約を確認するものとします。  

   

第４条 本サービスの申込 

１．本サービスの申込者は、本規約及び本サービスの仕組みを理解・承諾の上、当社ウェブサイトに設

置された申込フォームへの情報入力及び送信による申し込み、または当社指定の申込書をFAXまたは

電子メールで送信する方法のいずれかにより本サービスの申込みを行うものとします。 

２．前項に定める本サービスの利用にかかわる申込がなされた場合、当社は、当社が任意に定める取

引基準に基づく審査を行い、適格と判断した場合、当該申込フォーム又は申込書に記載された契約日

をもって当社とお客様の間に本規約に基づき本契約が成立するものとします。 

３．本サービスを利用することにより、来店者数及び売上の増加など一定の成果を必ず得られることを

保証するものではありません。 

   

第５条 利用契約 

１．本サービスの利用期間は申込書に記載される契約期間とし、原則として契約期間満了をもって契約

が終了します。 

２．前項の規定にかかわらず、本契約については、有効期間満了日の前月末日までに、当社又はお客

様のいずれか一方から当社所定の書面による解約の意思表示がない限り、当該契約は、当該有効期

間の満了日の翌日から１ヶ月間、同一の条件にて更新されるものとし、以後、同様とします。 

３．前２項の定めに関わらず、お客様と当社との間で、別途の契約（以下、「個別契約」といいます）があ

る場合は、個別契約の定めが優先されます。 

 

第６条 契約内容等の変更又は追加 

１.お客様は、お客様情報や成立した利用契約の内容を変更し、又はサービスの追加等を希望する場

合は、当社にその旨を通知するものとします。尚、当社が別途手続きを行うこと又は改めて申込書を提

出することをお客様に対し指示する場合は、当該指示に基づきお客様は当該手続きを行い、又は改め

て申込書を当社に提出する必要があります。 

２.前項による利用契約の内容の変更又はサービスの追加等に対して、当社が承諾する旨をお客様に

対し通知した場合に、当該利用契約の内容の変更又はサービスの追加等が成立するものとします。 

３．お客様が届出を行わなかったことによりお客様が不利益を被った場合、当社は一切その責任を負

いません。 

 

第７条 管理画面アカウント情報 

１．当社は、利用契約成立後、管理画面にログインするために必要なID及びパスワード（これらID及び

パスワードを総称して以下「管理画面アカウント情報」といいます）をお客様に対し発行します。 

２．お客様は、当社から発行された管理画面アカウント情報の管理を自己の責任において行わなけれ

ばならないものとし、その管理不十分、使用上の過失又は第三者の使用等により発生した一切の損害

等の責任を負うものとします。 

３．お客様は、利用者に対し、管理画面アカウント情報の機密性及び管理の重要性等を十分理解させ

るものとし、利用者による管理画面アカウント情報の管理不十分又は使用上の過失等により発生した

一切の損害等の責任を負うものとします。 

４．当社は、管理画面アカウント情報を利用して行われた全ての行為は、お客様による行為であったも

のとみなし、当該行為が盗用又は不正使用等による第三者の行為であったとしても、それらにより生じ

た損害等につき、当社の明らかな過失による認証情報の流失に該当する場合を除いて、当社は一切

の責任を負うものではありません。 

PUSHPLUS サービス利用規約 

第８条 本サービスの利用 

１．お客様は、本サービスを本規約に定める条件に従って利用できるものとします。 

２. 本サービスを利用するために必要なお客様のスマート・デバイス、通信機器及びインターネット環境

等（以下「お客様環境等」といいます）は、全てお客様の責任及び費用負担で用意、導入、設定及び管

理するものとします。 

３．本サービスは、本サービスは、管理画面アカウント情報を発行した時点でサービス利用開始としま

す。当社からアカウント発行のお知らせを電子メールの送信または当社が適切と判断する方法により

通知します。 

４．お客様は、当社の書面による事前の承諾がない限り、本契約又は本規約に定める権利の一部又は

全部を第三者に譲渡しあるいは担保に供し、又は第三者に使用させてはならないものとします。 

 

第９条 掲載情報等 

１．お客様は、利用契約の成立後、アプリを作成し、配信するために必要な当社指定の情報を、当社の

指定する様式及び方法により当社に提供するものとします。尚、当社は、お客様より提供された情報に

不足又は不備等があったことによりお客様に生じた損害等につき、一切の責任を負うものではありませ

ん。 

２．アプリを配信する際の配信サイト上に掲載する情報及びその他アプリに関する情報等（以下「配信

サイト掲載情報等」といいます）は、当社が作成したそれらの配信サイト掲載情報等の内容をお客様が

確認し、確認結果を当社が指定する期日までに当社に対し連絡するものとします。なお、お客様から 

掲載可否の通知自体がない場合や掲載を可とする通知を受領することができないことから、配信サイト

へのアプリ審査提出や店舗情報登録、掲載ができない場合であっても、本サービスの利用料金につい

ては、未掲載期間も含めて第１２条（利用料金）が定めるところに従い発生するものとします。 

３．前項の指定期日経過後に、配信サイト掲載情報等の変更をお客様が当社に対し希望する場合は、

別途当社が指定する費用が発生します。 

４．お客様は、管理画面にログインするための管理画面アカウント情報が当社より発行された後、管理

画面にログインをして、アプリに掲載するお客様の情報等（以下「アプリ掲載情報等」といいます）の内

容を確認するものとし、また併せてその際に、アプリに掲載するお知らせ情報及びクーポン情報等があ

れば、それらの情報をお客様自ら登録するものとします。 

５．配信サイト掲載情報等及びアプリ掲載情報等のうち、お客様が当社に対し提供した情報及びデータ

等並びにお客様自ら登録をした情報及びデータ等の著作権その他知的財産権及びその他一切の権利

は、引き続きお客様に帰属するものとします。但し、当社が作成、収集及び加工処理等を行った情報及

びデータ等の著作権その他知的財産権及びその他一切の権利は、当社に帰属するものとします。お客

様がこれら当社に権利が帰属する情報及びデータ等をアプリとは関係のない目的のために使用する場

合は、当社へその旨を通知して、当社の承諾を得てから使用するものとします。 

６．当社は、配信サイト掲載情報等及びアプリ掲載情報等に関して、当社の判断に基づき必要に応じて

配信サイト又はアプリへの掲載若しくは次項の利用に適するよう必要な範囲で一部を改変又は削除等

することができるものとします。 

７．当社は、原則として本サービス提供以外の目的のために配信サイト掲載情報等及びアプリ掲載情

報等を利用しないものとします。但し、本サービスの提供、利用促進および本サービスの広告・宣伝の

目的のために、当社は本サービスへ送信された情報を、サービスやプロモーションに利用を目的として

無償かつ非独占的にウェブサイトおよび紙面媒体へ掲載することができるものとし、お客様はこれを許

諾するものとします。 

８．当社は、法令または本規約の遵守状況などを確認する必要がある場合、投稿コンテンツの内容を

確認することができます。ただし、当社はそのような確認を行なう義務を負うものではありません。 

 

第１０条 利用開始後の変更  

１．本サービスは、サービス開始後にアプリ販売元を変更することはできません。  

２．本サービスは、サービス開始後に、アプリ及び管理画面のプログラムを当社が管理する設置場所以

外に変更することはできません。  

 

第１１条 アプリの配信 

1. 配信サイトを通じてアプリを配信するためには、配信サイトの審査への申請及び審査に合格すること

が必要となります。 

2.第９条（掲載情報等）の確認完了後又は当社が別途指定する確認期日経過後、配信サイトを通じて

アプリを配信するために必要な配信サイトへの申請を行うものとします。 

3. お客様及び当社は、アプリ配信の申請につき、双方で必要な協力を適宜行うものとし、アプリの配信

審査が合格に至らなかった場合は、お客様及び当社双方協議の上で合格となるよう修正対応等を行う

ものとします。 

4. iOS及びAndroid OSがバージョンアップされた際には、本サービスの修正と配信サイトへの再申請が

必要になります。その際の本サービス修正作業費用については、お客様が負担するものとします。 

5. 本サービスでは、配信サイトでアプリを配信するために、お客様はApple開発者アカウントを取得する

ことが必要となります。その際の取得費用及び維持費用はお客様が負担するものとします。 

6．配信サイトのうち、App Storeはお客様が保有する開発者アカウントを使用して申請を行います。配

信サイトのうち、Google Playは当社が保有する開発者アカウントを使用して行います。但し、お客様が

App Storeの開発者アカウントを取得できない場合等、当社の判断によりApp Storeの申請を当社が保

有する開発用アカウントを使用する場合があります。 

7．配信サイトの審査申請及びアプリの継続的な公開のために、お客様は前項で取得したApple開発者

アカウント情報を当社に公開し継続的な利用が可能な状態にする必要があります。 

8．本サービスにより配信するアプリのうち、当社開発者アカウントを使用して申請したアプリの配信サイ

トにおける販売元表記は当社（tenplusまたはTenplus Inc,）となります。お客様が保有する開発者アカウ

ントを使用して申請アプリの配信サイトにおける販売元表記はお客様が登録した開発者名となります。 

 

第１２条 利用料金 

１．当社の提供する本サービスの各サービスプラン、追加オプションの料金については予めその額を定

め、本サービスのウェブサイト、または紙媒体のサービス説明資料へ掲載するものとします。お客様は、

次の各号に掲げる料金を当社に支払うものとします。 

２．当社は、本サービスの利用期間内外を問わず、事前にお客様に通知することにより、本サービスの

利用料金を変更することができます。 

3. 当社は、事由の如何を問わず、本契約又は個別契約に特段の定めがある場合を除き、お客様より

受領した本サービスの利用料金等を返還する義務を負わず、お客様は、これを予め承諾するものとし

ます。 

4. 本サービスの利用料金について、本サービスが歴月の途中で開始又は終了したときも、特段の定め

のない限り、日割計算を行わず、１ヶ月分の利用料金が発生するものとします。 

利用規約 
最新版はホームページでご確認いただけます：http://push-app.jp/rules 

PUSHPLUS（プッシュプラス）をご利用にあたっての利用規約です。ご利用申し込み前に必ずご確認ください。 

-1- 



第１３条 本サービスの最低契約期間 

１．本サービスは当社が定める全ての利用プランで、お客様による最低契約期間を定めています。最低契

約期間とは料金発生月から起算した料金課金期間のことを指します。 

２．１項に定める最低利用期間は、当社が定めるプランにより料金発生月から起算して12ヶ月間または24ヶ

月間と定めるものとします。 

  

第１４条 請求及び支払方法 

１．お客様は 次の各号の定めに従い、当社に対して本契約に基づき本サービスの利用料金を支払う義務を

有します。 

（1） 当社は、サービス利用料を、ご契約内容に基づいて、お客様に請求します。お客様は、申込書の記載

方法に従い、当社の指定する銀行口座に振り込むかお客様指定の金融口座から当社が指定する日に自動

引き落としを行うか、クレジットカード決済、のいずれかにより、これを支払うものとします。なお、振り込み等

に係る手数料は、お客様の負担とします。 

（2）お客様が、本サービスの利用料金等の支払いを遅延した場合、お客様は、支払期限の翌日から完済ま

での債務残高に対して商事法定利率による遅延損害金を付加して、これを当社に支払うものとします。 

（3）お客様は、お客様又は当社の都合によりサービスを一時停止した場合であっても、当該停止期間に対

する利用料金を支払わなければならないものとします。 

（4）クレジットカード決済については、クレジットカード会社のご確認事項の内容を遵守するものとします。 

 

第１５条 本サービスのアップグレード 

１．当社は、随時本サービスのアップグレード版を提供します。その際、アップグレード版への切り替え作業

に、別途費用が必要になる場合があります。アップグレードとは、古いバージョンから最新のバージョンに入

れ替えることを指します。 

 

第１６条 非保証機能及びサービス 

当社は、本サービスについて、次の事項については保証をすることができません。 

（1）Appstore及びGooleplay申請代行サービス：審査にて公開申請が通過しない場合があり、また公開日程

が不明であるため、保証することができません。 

（2）Appstore及びGooleplayにおける継続的なアプリの公開・配信：配信サイトにて審査合格となった場合も、

配信サイトにおける規約変更等により配信停止や削除される場合があるため、保証することができません。 

（3）プッシュ通知配信機能：Apple又はGoogleの提供機能に依存した機能のため、保証することができませ

ん。 

（4）位置情報の精度：位置情報精度は端末に依存しているものもあるため、保証することができません。 

（5）公開動画の表示機能：youtubeをはじめとした動作配信提供側の仕様や利用規約等が変わる場合があ

るため、保証することができません。 

（6）他社SNS連携サービス：Facebook,LINE,Twitter等について、提供側の仕様や利用規約等が変わる場合

があるため、保証することができません。 

（7）ウェブサイト掲載機能：ウェブサイト側の仕様に依存しているものもあるため、保証することができません。 

 

第１７条 データの管理 

1. お客様は、保存が必要と判断するデータについては、お客様の責任において保存、管理及びバックアップ

取得等をするものとします。したがって、当社は、お客様がデータの保存、管理及びバックアップ取得等を適

切に実施しなかったことにより発生した損害等について、一切の責任を負うものではありません。 

2. 当社は、本サービス設備に保存されているお客様に関するデータの完全性及び保存性等を保証するもの

ではなく、当社は不可抗力その他当社の責に帰さない事由等によりそれらのデータが一部でも消失又は毀

損等したとしても、その後の復旧措置の如何を問わずその結果発生するお客様又は第三者の損害等につ

いて一切の責任を負うものではありません。 

 

第１８条 サポート 

1. 当社は、本サービスの利用に関するお客様からの問い合わせに対応します。尚、問い合わせるための連

絡先及び受付時間等は、別途当社よりお客様に対しお知らせします。 

2. 当社によるサポートサービスは、その対応完了日程及び具体的な問題の解決を保証するものではありま

せん。尚、内容等によっては、対応に時間が掛かる場合又は一時的に本サービスの提供を停止して調査等

しなければならない場合もありますので、お客様はその旨承諾するものとします。 

 

第１９条 業務委託 

当社は、本サービスの提供にあたり、本契約の申込みの取次ぎ、料金の請求、及びその他の業務を当社が

指定する者に委託することがあり、お客様はこれを予め承諾するものとします。 

 

第２０条 禁止事項  

お客様は次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。 

（1） 掲載基準等に定める禁止業態を店舗内で行う行為 

（2）法令、及び公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為 

（3）当社、又は第三者が有する財産権（知的財産権を含む）の侵害、名誉・プライバシーの侵害、及び誹謗

中傷、その他の不利益を与える行為又はそのおそれのある行為 

（4）当社の信用、イメージを棄損もしくは低減する行為 

（5）その他、当社が不相当と判断する行為 

 

第２１条 免責事項 

お客様が前条に定める禁止事項を行った場合、または本規約および関連する規約の一部もしくは全部に違

反した場合、当社は直接的にも間接的にも一切の責任を負わないものとします。お客様の行為によって刑

事・民事・行政上の責任が生じた場合、お客様自身においてその解決を図ることとします。 

２．当社は、本サービス（本コンテンツを含みます。）に事実上または法律上の瑕疵（安全性、信頼性、正確

性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害な

どを含みます。）がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。当社は、お客様に対して、かかる

瑕疵を除去して本サービスを提供する義務を負いません。  

３．当社は本サービスの円滑な運営のため、お客様が前項に抵触する場合、またはその恐れがある場合、

もしくは当社が必要と判断した場合、当社は予告なしに当該お客様に対する本サービスを停止し、当社サー

バーに保存したデータを削除する事ができるものとします。その場合、当社は削除されたデータを復元する

責任を負わないものとし、利用停止および保存データの削除に起因する直接的または間接的な損害に関し

て一切責任を負わないものとします。 

４．当社は、本サービスにおいて、欠陥、一時停止、削除、変更、終了及びそれらに起因したお客様または

第三者の損害に対し、一切責任を負いません。 

５．当社は本サービスにおいて開示されたコンテンツ及び同コンテンツのリンク先が提供するサービスの合

法性、道徳性、著作権の許諾の有無、信頼性、正確性について一切責任を負いません。 

６．当社はお客様が自ら開示した情報により、他のお客様または第三者との間における紛争、誹謗中傷、嫌

がらせ、詐欺、ストーカー行為等の被害を受けた場合、同被害に関する損害について、一切責任を負いませ

ん。  

７．当社の過失による債務不履行または不法行為によりお客様に生じた損害の賠償は、お客様から当該損

害が発生した月に受領した利用料の額を上限とします。  

 

第２２条 サービスの一時的な中断 

当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、お客様に事前に通知することなく一時的に本サービス

を中断することがあります。 

（1） 本サービス用設備等の保守を緊急に行う場合。 

（2） 火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合。 

（3） 地震、噴火、洪水、津波等の天災地変により本サービスの提供ができなくなった場合。 

（4） 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合。 

（5） その他、運用上または技術上当社が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合。 

 

第２３条 お客様が行う契約の解除等 

１．お客様は、原則として、本契約を最低契約期間中に中途解約をすることはできないものとします。ただ

し、お客様は、店舗の閉店、事業を廃止又は休止した場合、事前に当社の承認を得たうえで、例外的に本

契約を中途解約することができます。 

2. お客様は、前項に基づき中途解約を希望する場合は、当初所定の方法により、当社に解約の申し出を

行うものとします。 

3. お客様は、本契約の解約により、解約時に自らが有する本サービスの利用に関する一切の権利を失う

ものとし、当社に対していかなる請求権も行使しないものとします。 

4. お客様は、第１項に基づき本契約を中途解約した場合、当社に対し、本契約の最低契約期間の残期間

分の利用料相当額を解約違約金として、解約日までに一括して支払わなければならないものとします。 

5. 最低契約期間を満了している場合、希望解約月の前月末日までに届出を行うことにより、本サービスを

中止することができるものとします。その場合、お客様は希望解約月のサービスの利用金額を当社に支払

うものとします。 

 

第２４条 本サービスの提供停止 

1.当社は次の場合、本サービスの停止及び解約を行うことがあります。 

（1）アプリがAppStoreまたはGooglePlayで掲載対象外となり、再掲載の見込みがない場合、当社より電子

メールの送信または当社が適切と判断する方法で通知し、本サービスの利用を中止するものとします。但

し、この場合、お客様が既に支払った利用料金について当社は返金の義務がないものとし、お客様も返金

の請求をしないものとします。 

２．前項の規定に基づき、当社が本サービスの解約を行った場合、直ちに当該お客様のアカウントを停止

し、お客様へ通知するものとします。通知後１ヶ月以内にお客様より何ら連絡がない場合、当社は当該お

客様のアプリデータを削除できるものとします。 

 

第２５条 本サービス提供の廃止 

１. 当社は、任意に本サービスを廃止することができるものとします。その場合、当社は、可能な限り事前

に、その旨をお客様に郵送、電子メール、FAXのいずれかの手段にて通知を致します。 

２. 当社は、前項に定める本サービス廃止がおこなわれる場合において当社がお客様から本サービスの

利用の対価等において前受として受領している金員がある場合、当該前受に係る金員（本サービスの未

利用期間月数分を指すものとします。）の返還をする他は、お客様に対し何らの責任を負わないものとしま

す。 

 

第２６条 秘密保持義務 

１．お客様および当社は、相手方の書面による承諾なくして、本サービス約に関連して相手方から開示さ

れた相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密を、本サービス期間中はもとより、本サービス終

了後も第三者に対しては開示、漏洩しないものとします。  

２．前項にかかわらず、お客様および当社は、裁判所の決定、行政機関等の命令・指示等により秘密情報

の開示を要求された場合または法令等に定める場合は、必要な範囲内と認められる部分のみを開示する

ことが出来るものとします。  

３．第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外するものとし

ます。 

（1） 開示の時点で既に公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知となった

もの 

（2） 開示を行った時点で既に相手方が保有しているもの 

（3） 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの 

（4） 相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの 

 

第２７条 反社会的勢力の排除 

１．当社およびお客様は、相手方に対して、お客様が本規約に同意した日および将来にわたって、自己又

は自己の役職員が次の各号に掲げる者（本規約において、「反社会的勢力」という。）でないことを表明し、

保証します。 

(1) 暴力団、暴力団の構成員（準構成員を含む。）又は暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しな

い者。 

(2) 暴力団関係企業。 

(3) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団またはこれらの団体の構成員。 

(4) 前各号に準じるもの。 

２．当社およびお客様は、次の各号のいずれかに該当する行為若しくは該当するおそれのある行為を行

わず、または第三者をして行わせしめないことを相手方に対して表明し、保証します。  

(1) 暴力的な要求行為。 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為。 

(4) 風説の流布、偽計若しくは威力を用いて信用を毀損し、又は業務を妨害する行為 

(5) 前各号に準じる行為。  

３． 当社およびお客様は、相手方が前２項に定める表明保証に反した場合は、将来に向かって直ちに本

サービスの解除を行うことができます。 

４． 当社またはお客様が本条に定める解除を行ったときは、本サービスは、その解除の通知を相手方に

発信した日をもって終了します。  

５． 当社およびお客様は、本条に定める解除を行った場合であっても、相手方に対する損害賠償請求権

を失わないものとします。なお、解除された当事者は、解除した当事者に対して損害賠償を請求すること

はできません。  

 

第２８条 損害賠償 

１. 当社が行うお客様が被った損害に対する賠償は、現実かつ直接にお客様が被った損害の範囲に限ら

れるものとし、その額はお客様が当社に現に支払った本サービスの利用料金の総額を限度とするものとし

ます。 

２. お客様は、本サービスに関連してお客様の故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社が被っ

た損害（直接、間接を問わない）の一切を賠償するものとします。 

 

第２９条 利用契約終了による措置 

１. お客様は、利用契約が終了した場合、利用契約終了日をもって、本サービスを利用することができなく

なります。利用契約終了日までに、保存が必要なデータ等を自らの責任で保存等するものとします。 

２. 利用契約終了日をもって、配信中のアプリの配信を終了します。 

 

第３０条 全般 

１．本規約の準拠法は日本法とします。 

２．本サービスの利用にあたり、本規約および当社の指導により解決できない問題が生じた場合、お客様

と当社との間で誠意を持って話し合い、これを解決するものとします。 

３．本サービスまたは本規約に関し、訴訟の必要が生じた場合、当社の本店所在地を管轄する地方裁判

所を専属的合意管轄裁判所とします。 

以上 

2019年3月1日改訂 

株式会社テンプラス  
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