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第１章

総則

（本規約の目的）目的）
第１条

本規約は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンラインという。）の目的）提供するオンラインするオンラインオンライン

サービス利用規約｢オリアル｣という。）の提供するオンライン（以下｢本サービス利用規約｣という。）の提供するオンラインという。）について定めるものとしま定めるものとしまめるオンラインもの目的）としま
す。
（用語の定義）の目的）定めるものとしま義）
第２条

本規約におけるオンライン用語の定義）の目的）定めるものとしま義は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン以下の目的）とおりとします。
(1)

｢利用契約｣という。）の提供するオンラインとは、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本規約に基づき当社と契約者との間に締結される本サーづき当社と契約者との間に締結される本サー当社と契約者との目的）間に締結される本サーに締結される本サーされるオンライン本サー

ビス利用規約の目的）提供するオンラインに関する契約をいいます。するオンライン契約をいいます。
(2)

｢申込者｣という。）の提供するオンラインとは、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社に本サービス利用規約の目的）提供するオンラインを申込む法人、団体等をいいます法人、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン団体等をいいますをいいます。

(3)

｢契約者｣という。）の提供するオンラインとは、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン利用契約を当社と締結される本サーし、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約の目的）提供するオンラインを受ける法人けるオンライン法人 、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン

団体等をいいますをいいます。
(4)

｢契約者設備｣という。）の提供するオンラインとは、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約の目的）提供するオンラインを受ける法人けるオンラインため契約者が設置するコン設置するコンするオンラインコン

ピュータ、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン電気通信設備その目的）他の機器及びソフトウェアの目的）機器及びソフトウェアびソフトウェアソフトウェア
(5)

｢利用ユーザ｣という。）の提供するオンラインとは、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン契約者が設置するコン承認し、本サービスを利用する者をいいますし、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約を利用するオンライン者をいいます。

(6)

｢ユーザ ID｣という。）の提供するオンラインとは、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン契約者又は当社は当社が設置するコン指定めるものとしまするオンライン利用ユーザを識別するためにするオンラインために

用いられるオンライン符号をいいます。をいいます。
（本規約の目的）適用）
第３条

当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン利用契約の目的）内容に従って本サービスの提供を行い、契約者は利用契に従って本サービスの提供を行い、契約者は利用契って定めるものとしま本サービス利用規約の目的）提供するオンラインを行い、契約者は利用契い、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン契約者は利用契

約に従って本サービスの提供を行い、契約者は利用契いこれを利用するオンラインもの目的）とします。
２

本サービス利用規約の目的）詳細は、当社ホームページ上に掲載するものとし、利用契約のは、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社ホームページ上に掲載するものとし、利用契約の上に掲載するものとし、利用契約のに掲載するものとし、利用契約のするオンラインもの目的）とし、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン利用契約の目的）

一部を構成するものとします。を構成するものとします。するオンラインもの目的）とします。
（通知）
第４条

本サービス利用規約に関する契約をいいます。するオンライン通知その目的）他の機器及びソフトウェア本規約に定めるものとしまめるオンライン当社から契約者に対する通知するオンライン通知

は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン電子メール、書面又は本サービスのウェブページ上に掲載するなど、当社メール、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン書面又は当社は本サービス利用規約の目的）ウェブページ上に掲載するものとし、利用契約の上に掲載するものとし、利用契約のに掲載するものとし、利用契約のするオンラインなど、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社
が設置するコン適当と判断する方法により行います。するオンライン方法により行い、契約者は利用契います。
２

前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は本 の目的） 規定めるものとしまに基づき当社と契約者との間に締結される本サー づ き当社と契約者との間に締結される本サー 、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン 当 社から契約者への目的）通知を電子メール、書面又は本サービスのウェブページ上に掲載するなど、当社 メ ールの目的）送信又は当社は本

サービス利用規約の目的）ウェブページ上に掲載するものとし、利用契約の上に掲載するものとし、利用契約のへの目的）掲載するものとし、利用契約のの目的）方法により行い、契約者は利用契う場合には、契約者に対すには、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン契約者に対する通知す
るオンライン当該通知は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン電子メール、書面又は本サービスのウェブページ上に掲載するなど、当社メールの目的）送信又は当社は本サービス利用規約の目的）ウェブページ上に掲載するものとし、利用契約の上に掲載するものとし、利用契約のへの目的）掲載するものとし、利用契約のが設置するコン
なされた時点から効力を生じるものとします。から効力を生じるものとします。を生じるものとします。じるオンラインもの目的）とします。
（本規約の目的）変更）
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第５条

当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン契約者の目的）事前の目的）承諾を得ることなく、本規約を随時変更できるものを得ることなく、本規約を随時変更できるものるオンラインことなく、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本規約を随時変更でき当社と契約者との間に締結される本サーるオンラインもの目的）

とします。なお、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本規約が設置するコン変更された後のサービスの提供条件は、変更後の新の目的）サービス利用規約の目的）提供するオンライン条件は、変更後の新は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン変更後のサービスの提供条件は、変更後の新の目的）新
利用規約に従って本サービスの提供を行い、契約者は利用契うもの目的）とします。
２

当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は本の目的）変更を行い、契約者は利用契う場合には、契約者に対すは、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン14 日以上に掲載するものとし、利用契約のの目的）予告期間に締結される本サーをおいて定めるものとしま、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン変更後のサービスの提供条件は、変更後の新の目的）

新利用規約の目的）内容に従って本サービスの提供を行い、契約者は利用契を契約者に通知又は当社は本サービス利用規約上に掲載するものとし、利用契約のに表示するものとします。するオンラインもの目的）とします。
ただし、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン変更が設置するコン軽微で契約者に特に不利益にならないと当社が判断した場合はで契約者に特に不利益にならないと当社が判断した場合はに不利益にならないと当社が判断した場合はにならないと当社が設置するコン判断する方法により行います。した場合には、契約者に対すは、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン
通知しないもの目的）とします。
（提供するオンライン区域）
第６条

本サービス利用規約の目的）提供するオンライン区域は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン特に不利益にならないと当社が判断した場合はに定めるものとしまめるオンライン場合には、契約者に対すを除き、日本国内に限るものとしき当社と契約者との間に締結される本サー、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン日本国内に限るものとしるオンラインもの目的）とし

ます。

第２章

サービス利用規約利用契約

（利用契約の目的）成するものとします。立）
第７条

利用契約は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン申込者が設置するコン当社所定めるものとしまの目的）書類を当社に郵送又は電子メールを送信すを当社に郵送又は当社は電子メール、書面又は本サービスのウェブページ上に掲載するなど、当社メールを送信す

るオンライン方法で提出し、当社に到達したときに成立するものとします。なお、申込者し、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社に到達したときに成立するものとします。なお、申込者したとき当社と契約者との間に締結される本サーに成するものとします。立するオンラインもの目的）とします。なお、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン申込者
は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本規約の目的）内容に従って本サービスの提供を行い、契約者は利用契を承諾を得ることなく、本規約を随時変更できるものの目的）上に掲載するものとし、利用契約の、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当該書類を当社に郵送又は電子メールを送信すを提出し、当社に到達したときに成立するものとします。なお、申込者するオンラインもの目的）とし、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン申込者が設置するコン提出し、当社に到達したときに成立するものとします。なお、申込者し
た書類を当社に郵送又は電子メールを送信すが設置するコン当社に到達したときに成立するものとします。なお、申込者した時点から効力を生じるものとします。で、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン申込者が設置するコン本規約の目的）内容に従って本サービスの提供を行い、契約者は利用契を承諾を得ることなく、本規約を随時変更できるものして定めるものとしまい
るオンラインもの目的）とみなします。
２

当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は本の目的）規定めるものとしまにかかわらず、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン申込者が設置するコン次の各号のいずれかに該当するの目的）各号をいいます。の目的）いずれかに該当するオンライン

場合には、契約者に対すには、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン利用契約を遡及びソフトウェアして定めるものとしま取り消すことがあります。り消すことがあります。すことが設置するコンあります。
(1)

申込者が設置するコン実在しない場合しない場合には、契約者に対す

(2)

申込者が設置するコン虚偽の事実を申告した場合の目的）事実を申告した場合には、契約者に対す

(3)

申込者が設置するコン過去に本サービスの代金支払を遅延し、又は不正に免れようとしに本サービス利用規約の目的）代金支払を遅延し、又は不正に免れようとしを遅延し、又は不正に免れようとしし、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン又は当社は不正に免れようとしに免れようとしれようとし

たことが設置するコンあるオンライン場合には、契約者に対す
(4)

本サービス利用規約の目的）利用目的が設置するコン、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン評価、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン解析その他本来の目的と異なるものであその目的）他の機器及びソフトウェア本来の目的と異なるものであの目的）目的と異なるものであなるオンラインもの目的）であ

るオンラインと疑われる場合われるオンライン場合には、契約者に対す
(5)

申込者又は当社はその目的）代表者、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン役員において、反社会的勢力（暴力団、暴力団員において定めるものとしま、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン反社会的勢力を生じるものとします。（暴力を生じるものとします。団、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン暴力を生じるものとします。団員において、反社会的勢力（暴力団、暴力団員

等をいいますをいう。）に該当するオンラインとき当社と契約者との間に締結される本サー又は当社はその目的）おそれが設置するコンあるオンラインとき当社と契約者との間に締結される本サー
(6)
３

その目的）他の機器及びソフトウェア当社が設置するコン不適当と判断する方法により行います。するオンライン相当の目的）理由がある場合が設置するコンあるオンライン場合には、契約者に対す

前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は本に従って本サービスの提供を行い、契約者は利用契い、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社が設置するコン利用契約を取り消すことがあります。り消すことがあります。す場合には、契約者に対すは、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンラインその目的）旨を申込者に通知しまを申込者に通知しま

す。ただし、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン利用契約を取り消すことがあります。り消すことがあります。したことによるオンライン責任は負いません。は負いません。いません。
４

当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン利用契約の目的）成するものとします。立後のサービスの提供条件は、変更後の新、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン申込者に対する通知し、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約の目的）利用にかかるオンライン URL

を発行い、契約者は利用契します。
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（ユーザ登録手続き）き当社と契約者との間に締結される本サー）
契約者は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン前条第４項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は本に基づき当社と契約者との間に締結される本サーづき当社と契約者との間に締結される本サー発行い、契約者は利用契された URL から当社所定めるものとしまの目的）入力を生じるものとします。フォーム

第８条

に必要事項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は本を入力を生じるものとします。し、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンラインユーザ登録手続き）き当社と契約者との間に締結される本サーを行い、契約者は利用契うもの目的）とします。
（変更の目的）届出し、当社に到達したときに成立するものとします。なお、申込者）
第９条

契約者は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社への目的）登録内容に従って本サービスの提供を行い、契約者は利用契に変更が設置するコンあった場合には、契約者に対す、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン 速やかに当社所定の手続やかに当社所定めるものとしまの目的）手続き）

き当社と契約者との間に締結される本サーに基づき当社と契約者との間に締結される本サーづき当社と契約者との間に締結される本サー登録内容に従って本サービスの提供を行い、契約者は利用契の目的）変更を行い、契約者は利用契うもの目的）とします。
２

当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は本の目的）変更手続き）き当社と契約者との間に締結される本サーが設置するコンなされなかったことにより生じるものとします。じた損害についてについて定めるものとしま

は一切責任は負いません。を負いません。わないもの目的）とします。
（利用契約の目的）期間に締結される本サー）
第 10 条

利用契約の目的）契約期間に締結される本サーは、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社及びソフトウェアびソフトウェア契約者の目的）協議によって別途定めるものとしによって定めるものとしま別するために途定めるものとしまめるオンラインもの目的）とし
ます。

（契約者からの目的）解約）
第 11 条

契約者は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社に対する通知し、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン電子メール、書面又は本サービスのウェブページ上に掲載するなど、当社メールを送信するオンライン方法により、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン解約の目的）申込みを行い、契約者は利用契
うことにより、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンラインいつでも利用契約を解約するオンラインことが設置するコンでき当社と契約者との間に締結される本サーます。

２

契約者からの目的）解約の目的）効力を生じるものとします。は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社が設置するコン契約者からの目的）解約の目的）申込みを受ける法人領した日した日

に生じるものとします。じるオンラインもの目的）とします。
（当社からの目的）解約）
第 12 条

当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン契約者が設置するコン次の各号のいずれかに該当するの目的）各号をいいます。の目的）いずれかに該当するオンラインと判断する方法により行います。した場合には、契約者に対す、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン契約者への目的）
催告を要するオンラインことなく利用契約の目的）全部を構成するものとします。若しくは一部を解約することができるものしくは一部を構成するものとします。を解約するオンラインことが設置するコンでき当社と契約者との間に締結される本サーるオンラインもの目的）
とします。
(1)

当社の目的）事業に支障を与える行為を行った場合に支障を与える行為を行った場合を与える行為を行った場合えるオンライン行い、契約者は利用契為を行った場合を行い、契約者は利用契った場合には、契約者に対す

(2)

重要な財産に対する差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公に対する通知するオンライン差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公え、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン仮差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公え、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン仮処分、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン租税滞納処分、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンラインその目的）他の機器及びソフトウェア公

権力を生じるものとします。の目的）処分を受ける法人け、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン又は当社は破産に対する差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公手続き）開始、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン民事再生じるものとします。手続き）開始、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン会社更正に免れようとし手続き）開
始若しくは一部を解約することができるものしくは特に不利益にならないと当社が判断した場合は別するために清算開始の目的）申立て定めるものとしまが設置するコン行い、契約者は利用契われた場合には、契約者に対す
(3)

解散若しくは一部を解約することができるものしくは事業に支障を与える行為を行った場合の目的）全部を構成するものとします。を譲渡し、又はその決議がなされた場合し、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン又は当社はその目的）決議によって別途定めるものとしが設置するコンなされた場合には、契約者に対す

(4)

自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停り出し、当社に到達したときに成立するものとします。なお、申込者し若しくは一部を解約することができるものしくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停き当社と契約者との間に締結される本サー受ける法人けた手形又は当社は小切手が設置するコン不渡し、又はその決議がなされた場合りとなるオンライン等をいいます支払を遅延し、又は不正に免れようとし停

止状態に至った場合に至った場合った場合には、契約者に対す
(5)

監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受から営業に支障を与える行為を行った場合停止又は当社は営業に支障を与える行為を行った場合免れようとし許若しくは一部を解約することができるものしくは営業に支障を与える行為を行った場合登録の目的）取り消すことがあります。消すことがあります。しの目的）処分を受ける法人

けた場合には、契約者に対す
(6)
２

第７条第２項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は本各号をいいます。に掲げるオンライン事由がある場合の目的）一つが設置するコンあるオンライン場合には、契約者に対す

当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン 契 約者が設置するコン利用契約に違反し、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン 又は当社 は契約者の目的）責めに帰すべき事由にすべき当社と契約者との間に締結される本サー 事 由がある場合に
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よって定めるものとしま本サービス利用規約の目的）提供するオンラインを継続き）し難い重大な事由が発生し（以下｢違反等｣といい重大な事由が発生し（以下｢違反等｣といな事由がある場合が設置するコン発生じるものとします。し（以下｢違反等をいいます｣という。）の提供するオンラインとい
う。）、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当該違反等をいいますについて定めるものとしま、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン是正に免れようとしの目的）催告をしたにもかかわらず 14 日以内にこ
れを是正に免れようとししないとき当社と契約者との間に締結される本サーは、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン利用契約の目的）全部を構成するものとします。若しくは一部を解約することができるものしくは一部を構成するものとします。を解約するオンラインことが設置するコンでき当社と契約者との間に締結される本サーるオンライン
もの目的）とします。
（利用制限るものとし）
第 13 条

本サービス利用規約は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン契約者自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停身の利用を目的として提供されるものであり、商業目の目的）利用を目的として定めるものとしま提供するオンラインされるオンラインもの目的）であり、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン商業に支障を与える行為を行った場合目
的で使用（第三者に対する通知し有償と無償の別にかかわらず、第三者に対してサービスと無償と無償の別にかかわらず、第三者に対してサービスの目的）別するためににかかわらず、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン第三者に対する通知して定めるものとしまサービス利用規約
等をいいますを提供するオンラインするオンラインことなど）するオンラインことはでき当社と契約者との間に締結される本サーません。
契約者によるオンライン本サービス利用規約の目的）利用は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン端末機器から当社指定めるものとしまの目的） URL へ接続き）するオンライン

２

ことにより行い、契約者は利用契われるオンラインもの目的）とし、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約を構成するものとします。するオンラインソフトウェア自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停体をダウ
ンロード、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンラインコピーするオンライン等をいいますの目的）方法により本サービス利用規約を構成するものとします。するオンラインソフトウェアを入
手するオンラインことはでき当社と契約者との間に締結される本サーません。
３

契約者は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン利用ユーザに対する通知し、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン契約者の目的）責任は負いません。において定めるものとしま本規約に定めるものとしまめるオンライン条件は、変更後の新を

周知し、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンラインこれに従って本サービスの提供を行い、契約者は利用契わせるオンラインもの目的）とします。
（本サービス利用規約の目的）変更）
第 14 条

当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約の目的）機能追加又は当社は改善を目的として、当社の裁量により本を目的として定めるものとしま、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社の目的）裁量により本により本
サービス利用規約の目的）一部を構成するものとします。の目的）追加・変更を行い、契約者は利用契うことが設置するコンあります。ただし、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当該追加・変更
によって定めるものとしま、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン変更前の目的）本サービス利用規約の目的）全て定めるものとしまの目的）機能・性能が設置するコン維持されることを保証すされるオンラインことを保証すす
るオンラインもの目的）ではありません。

（本サービス利用規約の目的）休止）
第 15 条

当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン定めるものとしま時に又は当社は必要に応じて、保守作業のために本サービスを一時的に休じて定めるものとしま、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン保守作業に支障を与える行為を行った場合の目的）ために本サービス利用規約を一時的に休
止するオンラインことが設置するコンでき当社と契約者との間に締結される本サーるオンラインもの目的）とします。

２

当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン保守作業に支障を与える行為を行った場合を行い、契約者は利用契う場合には、契約者に対すには、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン事前に契約者に対する通知して定めるものとしまその目的）旨を申込者に通知しまを通知するオンライン

もの目的）とします。ただし、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン緊急の場合には、事前の通知をすることなく本サービの目的）場合には、契約者に対すには、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン事前の目的）通知をするオンラインことなく本サービ
ス利用規約を休止し、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン事後のサービスの提供条件は、変更後の新速やかに当社所定の手続やかに契約者に通知するオンラインもの目的）とします。
３

当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン第１項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は本に定めるものとしまめるオンラインほか、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン第三者によるオンライン妨害について行い、契約者は利用契為を行った場合等をいいますにより本サービス利用規約の目的）

継続き）が設置するコン契約者に重大な事由が発生し（以下｢違反等｣といな支障を与える行為を行った場合を与える行為を行った場合えるオンラインおそれが設置するコンあるオンラインと判断する方法により行います。されるオンライン場合には、契約者に対す、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンラインその目的）他の機器及びソフトウェアや
む法人、団体等をいいますを得ることなく、本規約を随時変更できるものない事由がある場合が設置するコンあるオンライン場合には、契約者に対すにも、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約を一時的に休止するオンラインことが設置するコンでき当社と契約者との間に締結される本サーるオンライン
もの目的）とします。
４

当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本条に基づき当社と契約者との間に締結される本サーづいて定めるものとしまなされた本サービス利用規約の目的）休止によって定めるものとしま契約者に生じるものとします。じた

不利益にならないと当社が判断した場合は若しくは一部を解約することができるものしくは損害についてについて定めるものとしまは一切の目的）責任は負いません。を負いません。わないもの目的）とします。
（本サービス利用規約の目的）廃止）
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第 16 条

当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約の目的）一部を構成するものとします。又は当社は全部を構成するものとします。をいつでも廃止でき当社と契約者との間に締結される本サーるオンラインもの目的）とします。

２

本サービス利用規約の目的）一部を構成するものとします。又は当社は全部を構成するものとします。を廃止するオンライン場合には、契約者に対す、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社は廃止するオンライン１か月以上に掲載するものとし、利用契約の前に

本サービス利用規約の目的）契約者に対する通知して定めるものとしま通知を行い、契約者は利用契います。
３

当社が設置するコン予期し得ることなく、本規約を随時変更できるものない事由がある場合又は当社は法令・規則の目的）制定めるものとしま・改廃、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン天災等をいいますの目的）やむ法人、団体等をいいますを得ることなく、本規約を随時変更できるものな

い事由がある場合で、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンラインサービス利用規約を廃止するオンライン場合には、契約者に対すにおいて定めるものとしま、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン１か月以上に掲載するものとし、利用契約の前の目的）通知が設置するコン不可能な
場合には、契約者に対すであって定めるものとしまも、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社は可能な限るものとしり速やかに当社所定の手続やかに契約者に対する通知して定めるものとしま通知を行い、契約者は利用契います。
４

本条に定めるものとしまめるオンライン手続き）き当社と契約者との間に締結される本サーに従って本サービスの提供を行い、契約者は利用契って定めるものとしま通知が設置するコンなされたとき当社と契約者との間に締結される本サーは、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社は本サービス利用規約の目的）廃

止の目的）結される本サー果について一切の責任を負わないものとします。について定めるものとしま一切の目的）責任は負いません。を負いません。わないもの目的）とします。
（契約終了後のサービスの提供条件は、変更後の新の目的）処理）
第 17 条

契約者は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン理由がある場合の目的）如何を問わず利用契約が終了した場合、直ちに本サービスを問わず利用契約が終了した場合、直ちに本サービスわず利用契約が設置するコン終了した場合には、契約者に対す、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン直ちに本サービスちに本サービス利用規約
の目的）利用を終了し、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン以後のサービスの提供条件は、変更後の新、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約を利用するオンラインことはでき当社と契約者との間に締結される本サーません。

２

当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン理由がある場合の目的）如何を問わず利用契約が終了した場合、直ちに本サービスを問わず利用契約が終了した場合、直ちに本サービスわず利用契約が設置するコン終了した場合には、契約者に対す、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約に格納さ

れた一切の目的）データを速やかに当社所定の手続やかに当社の目的）責任は負いません。で消すことがあります。去に本サービスの代金支払を遅延し、又は不正に免れようとしするオンラインもの目的）とします。
３

当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本条に基づき当社と契約者との間に締結される本サーづいて定めるものとしまデータを消すことがあります。去に本サービスの代金支払を遅延し、又は不正に免れようとししたことによって定めるものとしま契約者に生じるものとします。じた損害について

を賠償と無償の別にかかわらず、第三者に対してサービスするオンライン義務を負わないものとします。を負いません。わないもの目的）とします。
（再委託）
第 18 条

当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約の目的）提供するオンラインに関する契約をいいます。するオンライン業に支障を与える行為を行った場合務を負わないものとします。の目的）全部を構成するものとします。又は当社は一部を構成するものとします。を契約者の目的）承諾を得ることなく、本規約を随時変更できるものなしに、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン
第三者に再委託するオンラインことが設置するコンでき当社と契約者との間に締結される本サーます。ただし、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンラインその目的）場合には、契約者に対す、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社は責任は負いません。をもって定めるものとしま委
託先を管理するものとします。を管理するオンラインもの目的）とします。

（知的財産に対する差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権）
第 19 条

本サービス利用規約を構成するものとします。するオンライン有形・無形の目的）構成するものとします。物に関する著作権を含む一切の知的財に関する契約をいいます。するオンライン著作権を含む一切の知的財む法人、団体等をいいます一切の目的）知的財
産に対する差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンラインその目的）他の機器及びソフトウェアの目的）権利は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社又は当社は当社に許諾を得ることなく、本規約を随時変更できるものした第三者に帰すべき事由に属します。します。

（侵害についての目的）場合には、契約者に対すの目的）責任は負いません。）
第 20 条

本サービス利用規約の目的）利用に関する契約をいいます。して定めるものとしま、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン第三者から契約者に対する通知して定めるものとしま知的財産に対する差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権にかかるオンラインク
レーム、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンラインその目的）他の機器及びソフトウェアの目的）請求が発生した場合、契約者は速やかに当社に通知するものとが設置するコン発生じるものとします。した場合には、契約者に対す、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン契約者は速やかに当社所定の手続やかに当社に通知するオンラインもの目的）と
し、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社はその目的）責任は負いません。と負いません。担においてかかるクレーム等を処理するものとします。において定めるものとしまかかるオンラインクレーム等をいいますを処理するオンラインもの目的）とします。
ただし、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンラインかかるオンラインクレーム等をいいますの目的）発生じるものとします。が設置するコン契約者自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停身の利用を目的として提供されるものであり、商業目の目的）責めに帰すべき事由にすべき当社と契約者との間に締結される本サー事由がある場合に基づき当社と契約者との間に締結される本サーづく場
合には、契約者に対す及びソフトウェアびソフトウェア契約者が設置するコン当社にクレーム等をいいますの目的）発生じるものとします。を速やかに当社所定の手続やかに通知しない等をいいますの目的）事由がある場合により当
社が設置するコン適切な防御を行う機会を逸することになった場合は、この限りではありませを行い、契約者は利用契う機会を逸することになった場合は、この限りではありませするオンラインことになった場合には、契約者に対すは、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンラインこの目的）限るものとしりではありませ
ん。

オリアルサービス利用規約利用規約

第３章

利用料金

（本サービス利用規約の目的）利用料金、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン算定めるものとしま方法等をいいます）
第 21 条

本サービス利用規約の目的）利用料金、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン算定めるものとしま方法等をいいますは、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社ホームページ上に掲載するものとし、利用契約の上に掲載するものとし、利用契約のに掲載するものとし、利用契約のするオンライン料
金表又は当社はシミュレータを使用して定めるものとしま算出し、当社に到達したときに成立するものとします。なお、申込者した金額を参考にし、速やかに契約者を参考にし、速やかに契約者にし、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン速やかに当社所定の手続やかに契約者
に対する通知して定めるものとしま見積書を発行い、契約者は利用契して定めるものとしま通知するオンラインもの目的）とします。なお、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン 見積金額を参考にし、速やかに契約者に変更が設置するコン
あるオンライン場合には、契約者に対すも同様とします。とします。

２

当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン利用料金の目的）確定めるものとしま後のサービスの提供条件は、変更後の新、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン速やかに当社所定の手続やかに契約者に対する通知して定めるものとしま請求が発生した場合、契約者は速やかに当社に通知するものと書を発行い、契約者は利用契して定めるものとしま通知
するオンラインもの目的）とします。

（利用料金の目的）支払を遅延し、又は不正に免れようとし方法）
第 22 条

契約者は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン利用契約が設置するコン成するものとします。立した日から起算して定めるものとしま利用契約の目的）終了日までの目的）期間に締結される本サー
について定めるものとしま、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約の目的）利用料金及びソフトウェアびソフトウェアこれにかかるオンライン消すことがあります。費税等をいいます（以下｢利用料金
等をいいます｣という。）の提供するオンラインという。）を支払を遅延し、又は不正に免れようとしうもの目的）とします。

２

利用契約の目的）契約期間に締結される本サー中において、本サービスの提供の休止、中止その他の事において定めるものとしま、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約の目的）提供するオンラインの目的）休止、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン中において、本サービスの提供の休止、中止その他の事止その目的）他の機器及びソフトウェアの目的）事

由がある場合により本サービス利用規約を利用するオンラインことが設置するコンでき当社と契約者との間に締結される本サーない状態に至った場合が設置するコン生じるものとします。じたとき当社と契約者との間に締結される本サーであって定めるものとしまも、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン
契約者は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン契約期間に締結される本サー中において、本サービスの提供の休止、中止その他の事の目的）利用料金等をいいますを支払を遅延し、又は不正に免れようとしうもの目的）とします。
３

契約者は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約の目的）利用料金等をいいますを、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン次の各号のいずれかに該当するの目的）各号をいいます。の目的）いずれかの目的）方法で支払を遅延し、又は不正に免れようとしう

もの目的）とします。なお、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン次の各号のいずれかに該当するの目的）各号をいいます。の目的）支払を遅延し、又は不正に免れようとしに 必要な振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停込手数料その目的）他の機器及びソフトウェアの目的）費用は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン契
約者の目的）負いません。担においてかかるクレーム等を処理するものとします。とします。
(1)

請求が発生した場合、契約者は速やかに当社に通知するものと書により決済する場合、当社からの請求書に従い当社が指定する期日するオンライン場合には、契約者に対す、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社からの目的）請求が発生した場合、契約者は速やかに当社に通知するものと書に従って本サービスの提供を行い、契約者は利用契い当社が設置するコン指定めるものとしまするオンライン期日

までに、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社指定めるものとしまの目的）金融機関する契約をいいます。に支払を遅延し、又は不正に免れようとしうもの目的）とします。
(2)

その目的）他の機器及びソフトウェア当社が設置するコン定めるものとしまめるオンライン方法により支払を遅延し、又は不正に免れようとしうもの目的）とします。

（遅延し、又は不正に免れようとし損害について金）
第 23 条

契約者が設置するコン、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約の目的）利用料金等をいいますを所定めるものとしまの目的）支払を遅延し、又は不正に免れようとし期日を過ぎて定めるものとしまもなお支払を遅延し、又は不正に免れようとしわな
い場合には、契約者に対す、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン 契 約者は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン 所 定めるものとしまの目的）支払を遅延し、又は不正に免れようとし期日の目的）翌日から支払を遅延し、又は不正に免れようとし日の目的）前日までの目的）日数に年
14.6％の利率で計算した金額を遅延損害金として支払うものとします。ただし、の目的）利率で計算した金額を遅延損害金として支払うものとします。ただし、で計算した金額を参考にし、速やかに契約者を遅延し、又は不正に免れようとし損害について金として定めるものとしま支払を遅延し、又は不正に免れようとしうもの目的）とします。ただし、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン
契約者が設置するコン当社に対する通知して定めるものとしま、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン事前に利用料金等をいいますの目的）支払を遅延し、又は不正に免れようとしいが設置するコン遅延し、又は不正に免れようとしするオンライン旨を申込者に通知しまの目的）通知をし、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当
社が設置するコン了承した場合には、契約者に対すには、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン遅延し、又は不正に免れようとし損害について金を請求が発生した場合、契約者は速やかに当社に通知するものとしないこととするオンラインことが設置するコンでき当社と契約者との間に締結される本サーます。

第４章

契約者の目的）義務を負わないものとします。等をいいます

（自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停己責任は負いません。の目的）原則）
第 24 条

契約者は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約の目的）利用、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約内におけるオンライン一切の目的）行い、契約者は利用契為を行った場合（情報の登録の目的）登録、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン
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閲覧、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン編集、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン削除き、日本国内に限るものとし、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン送信等をいいます）及びソフトウェアびソフトウェアその目的）結される本サー果について一切の責任を負わないものとします。について定めるものとしま、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン一切の目的）責任は負いません。を負いません。うもの目的）と
します。
２

本サービス利用規約を利用して定めるものとしま契約者が設置するコン提供するオンライン又は当社は伝送するオンライン情報の登録（コンテンツ）につい

て定めるものとしまは、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン契約者の目的）責任は負いません。で提供するオンラインされるオンラインもの目的）であり、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社はその目的）内容に従って本サービスの提供を行い、契約者は利用契等をいいますについて定めるものとしまいか
なるオンライン保証すも行い、契約者は利用契わず、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンラインまたそれに起因する損害についてもいかなる責任も負わなするオンライン損害についてについて定めるものとしまもいかなるオンライン責任は負いません。も負いません。わな
いもの目的）とします。
３

契約者は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約の目的）利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者にい、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停己の目的）責めに帰すべき事由にすべき当社と契約者との間に締結される本サー事由がある場合で第三者に

対する通知して定めるものとしま損害についてを与える行為を行った場合えた場合には、契約者に対す又は当社は第三者からクレーム等をいいますの目的）請求が発生した場合、契約者は速やかに当社に通知するものとが設置するコンなされた場合には、契約者に対すには、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン
自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停己の目的）責任は負いません。と費用をもって定めるものとしま処理、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン解決するオンラインもの目的）とします。契約者が設置するコン本サービス利用規約
の目的）利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者にい、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン第三者から損害についてを被った場合又は第三者に対してクレーム等のった場合には、契約者に対す又は当社は第三者に対する通知して定めるものとしまクレーム等をいいますの目的）
請求が発生した場合、契約者は速やかに当社に通知するものとを行い、契約者は利用契う場合には、契約者に対すにおいて定めるものとしまも同様とします。とします。
４

契約者は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン契約者が設置するコンその目的）故意又は当社は過失により当社に損害を与えた場合、当社により当社に損害についてを与える行為を行った場合えた場合には、契約者に対す、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社

に対する通知して定めるものとしま、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当該損害についての目的）賠償と無償の別にかかわらず、第三者に対してサービスを行い、契約者は利用契うもの目的）とします。
（本サービス利用規約利用の目的）ための目的）設備設定めるものとしま・維持されることを保証す）
第 25 条

契約者は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停己の目的）費用と責任は負いません。において定めるものとしま、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社が設置するコン定めるものとしまめるオンライン条件は、変更後の新にて定めるものとしま契約者設備を設
定めるものとしまし、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン契約者設備及びソフトウェアびソフトウェア本サービス利用規約利用の目的）ための目的）環境を維持するものとします。を維持されることを保証すするオンラインもの目的）とします。

２

契約者は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約を利用するオンラインにあたり自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停己の目的）責任は負いません。と費用をもって定めるものとしま、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン電気

通信事業に支障を与える行為を行った場合者等をいいますの目的）電気通信サービス利用規約を利用して定めるものとしま契約者設備をインターネットに接
続き）するオンラインもの目的）とします。
３

契約者設備、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は本に定めるものとしまめるオンラインインターネット接続き）及びソフトウェアびソフトウェア本サービス利用規約利用の目的）ための目的）

環境を維持するものとします。に不具合には、契約者に対すが設置するコンあるオンライン場合には、契約者に対す、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン契約者に対する通知して定めるものとしま、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約の目的）提供するオンラインの目的）義務を負わないものとします。
を負いません。わないもの目的）とします。
４

当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社が設置するコン本サービス利用規約に関する契約をいいます。して定めるものとしま保守、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン運用上に掲載するものとし、利用契約の又は当社は技術上に掲載するものとし、利用契約の必要であるオンラインと判

断する方法により行います。した場合には、契約者に対す、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン契約者が設置するコン本サービス利用規約において定めるものとしま提供するオンライン又は当社は伝送するオンラインデータ等をいいますについて定めるものとしま、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン
監視、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン分析その他本来の目的と異なるものであ、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン調査等をいいます必要な行い、契約者は利用契為を行った場合を行い、契約者は利用契うことが設置するコンでき当社と契約者との間に締結される本サーます。
（ユーザ ID 及びソフトウェアびソフトウェアパス利用規約ワード）
第 26 条

契約者は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンラインユーザ ID 及びソフトウェアびソフトウェアパス利用規約ワードを第三者に開示するものとします。、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン貸与える行為を行った場合及びソフトウェアびソフトウェア共有しないと

ともに、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン第三者に漏洩することのないよう厳重に管理（パスワードの適宜変更をするオンラインことの目的）ないよう厳重に管理（パス利用規約ワードの目的）適宜変更を
含む一切の知的財みます。）するオンラインもの目的）とします。
ユーザ ID 及びソフトウェアびソフトウェアパス利用規約ワードの目的）管理不備、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン使用上に掲載するものとし、利用契約のの目的）過誤、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン第三者の目的）使用等をいいますにより

２

契約者自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停身の利用を目的として提供されるものであり、商業目及びソフトウェアびソフトウェアその目的）他の機器及びソフトウェアの目的）者が設置するコン損害についてを被った場合又は第三者に対してクレーム等のった場合には、契約者に対す、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社は一切の目的）責任は負いません。を負いません。わない
もの目的）とします。契約者の目的）ユーザ ID 及びソフトウェアびソフトウェアパス利用規約ワードによるオンライン利用その目的）他の機器及びソフトウェアの目的）行い、契約者は利用契為を行った場合は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン
全て定めるものとしま契約者によるオンライン利用とみなすもの目的）とします。
３

第三者が設置するコン契約者の目的）ユーザ ID 及びソフトウェアびソフトウェアパス利用規約ワードを用いて定めるものとしま本サービス利用規約を利用した場
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合には、契約者に対す、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当該行い、契約者は利用契為を行った場合は契約者の目的）行い、契約者は利用契為を行った場合とみなされるオンラインもの目的）とし、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン契約者はかかるオンライン利用につ
いて定めるものとしまの目的）利用料金の目的）支払を遅延し、又は不正に免れようとしその目的）他の機器及びソフトウェアの目的）債務を負わないものとします。一切を負いません。担においてかかるクレーム等を処理するものとします。するオンラインもの目的）とします。また、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当該
行い、契約者は利用契為を行った場合により当社が設置するコン損害についてを被った場合又は第三者に対してクレーム等のった場合には、契約者に対す、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン契約者は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当該損害についてを補填するものとしするオンラインもの目的）とし
ます。ただし、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社の目的）故意又は当社は過失により当社に損害を与えた場合、当社によりユーザ ID 及びソフトウェアびソフトウェアパス利用規約ワードが設置するコン第三者に
利用された場合には、契約者に対すはこの目的）限るものとしりではありません。
（バックアップ）
第 27 条

契約者は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン契約者が設置するコン本サービス利用規約において定めるものとしま提供するオンライン又は当社は伝送するオンラインデータ等をいいますについて定めるものとしま
は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン契約者は自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停らの目的）責任は負いません。で同一の目的）データ等をいいますをバックアップとして定めるものとしま保存しておくして定めるものとしまおく
もの目的）とし、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン利用契約に基づき当社と契約者との間に締結される本サーづき当社と契約者との間に締結される本サー当社が設置するコンデータ等をいいますの目的）バックアップに関する契約をいいます。するオンラインサービス利用規約
を提供するオンラインするオンライン場合には、契約者に対すを除き、日本国内に限るものとしき当社と契約者との間に締結される本サー、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社はかかるオンラインデータ等をいいますの目的）保管、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン保存しておく、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンラインバックアップ等をいいます
に関する契約をいいます。して定めるものとしま、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン一切の目的）責任は負いません。を負いません。わないもの目的）とします。

（禁止事項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は本）
第 28 条

契約者は本サービス利用規約の目的）利用に関する契約をいいます。して定めるものとしま、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン以下の目的）行い、契約者は利用契為を行った場合を行い、契約者は利用契わないもの目的）とします。
(1)

当社若しくは一部を解約することができるものしくは第三者の目的）著作権、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン商標権等をいいますの目的）知的財産に対する差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権その目的）他の機器及びソフトウェアの目的）権利を侵害について

するオンライン行い、契約者は利用契為を行った場合又は当社は侵害についてするオンラインおそれの目的）あるオンライン行い、契約者は利用契為を行った場合
(2)

本サービス利用規約の目的）内容に従って本サービスの提供を行い、契約者は利用契や本サービス利用規約により利用し得ることなく、本規約を随時変更できるものるオンライン情報の登録を改ざん又は当社は消すことがあります。去に本サービスの代金支払を遅延し、又は不正に免れようとしす

るオンライン行い、契約者は利用契為を行った場合
(3)

利用契約に違反して定めるものとしま、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン第三者に本サービス利用規約を利用させるオンライン行い、契約者は利用契為を行った場合

(4)

法令若しくは一部を解約することができるものしくは公序良俗に違反し、又は当社若しくは第三者に不利益を与えに違反し、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン又は当社は当社若しくは一部を解約することができるものしくは第三者に不利益にならないと当社が判断した場合はを与える行為を行った場合え

るオンライン行い、契約者は利用契為を行った場合
(5)

他の機器及びソフトウェア者を差別するために若しくは一部を解約することができるものしくは誹謗中において、本サービスの提供の休止、中止その他の事傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行し、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン又は当社はその目的）名誉若しくは一部を解約することができるものしくは信用を毀損するオンライン行い、契約者は利用契

為を行った場合
(6)

詐欺等をいいますの目的）犯罪に結びつく又は結びつくおそれがある行為に結される本サーびソフトウェアつく又は当社は結される本サーびソフトウェアつくおそれが設置するコンあるオンライン行い、契約者は利用契為を行った場合

(7)

わいせつ、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載又は当社は児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載虐待にあたる画像、文書等を送信又は掲載にあたるオンライン画像、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン文書等をいいますを送信又は当社は掲載するものとし、利用契約の

するオンライン行い、契約者は利用契為を行った場合
(8)

第三者になりすまして定めるものとしま本サービス利用規約を利用するオンライン行い、契約者は利用契為を行った場合

(9)

ウィルス利用規約等をいいますの目的）有害についてなコンピュータプログラム等をいいますを送信又は当社は掲載するものとし、利用契約のするオンライン行い、契約者は利用契為を行った場合

(10)
２

本サービス利用規約の目的）提供するオンラインを妨害についてするオンライン行い、契約者は利用契為を行った場合又は当社はその目的）おそれが設置するコンあるオンライン行い、契約者は利用契為を行った場合
契約者は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は本各号をいいます。の目的）いずれかに該当するオンライン行い、契約者は利用契為を行った場合が設置するコンなされたことを知った場合には、契約者に対す 、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン

又は当社は該当するオンライン行い、契約者は利用契為を行った場合が設置するコンなされるオンラインおそれが設置するコンあるオンラインと判断する方法により行います。した場合には、契約者に対すは、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン 直ちに本サービスちに当社に通
知するオンラインもの目的）とします。
３

当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約の目的）利用に関する契約をいいます。して定めるものとしま、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン契約者の目的）行い、契約者は利用契為を行った場合が設置するコン第１項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は本各号をいいます。の目的）いずれか

に該当するオンラインもの目的）であるオンラインこと又は当社は契約者の目的）提供するオンラインした情報の登録が設置するコン第１項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は本各号をいいます。の目的）いずれか
の目的）行い、契約者は利用契為を行った場合に関する契約をいいます。連する情報であることを知った場合には、事前に契約者に通知するするオンライン情報の登録であるオンラインことを知った場合には、契約者に対すには、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン事前に契約者に通知するオンライン
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ことなく、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約の目的）全部を構成するものとします。又は当社は一部を構成するものとします。の目的）提供するオンラインを一時停止し、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン又は当社は第１項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は本各号をいいます。に
該当するオンライン行い、契約者は利用契為を行った場合に関する契約をいいます。連する情報であることを知った場合には、事前に契約者に通知するするオンライン情報の登録を削除き、日本国内に限るものとしするオンラインことが設置するコンでき当社と契約者との間に締結される本サーるオンラインもの目的）とします。ただし、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン
当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン契約者の目的）行い、契約者は利用契為を行った場合又は当社は契約者が設置するコン提供するオンライン又は当社は伝送するオンラインデータ等をいいますを監視するオンライン義務を負わないものとします。
を負いません。うもの目的）ではありません。

第５章

当社の目的）義務を負わないものとします。等をいいます

（善を目的として、当社の裁量により本管注意義務を負わないものとします。）
第 29 条

当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約の目的）利用期間に締結される本サー中において、本サービスの提供の休止、中止その他の事、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン善を目的として、当社の裁量により本良なるオンライン管理者の目的）注意をもって定めるものとしま本サービス利用規約
を提供するオンラインするオンラインもの目的）とします。ただし、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン利用契約に別するために段の定めがあるときはこの限りの目的）定めるものとしまめが設置するコンあるオンラインとき当社と契約者との間に締結される本サーはこの目的）限るものとしり
でないもの目的）とします。

（個人情報の登録の目的）管理）
第 30 条

当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン 本 サービス利用規約に入力を生じるものとします。されるオンラインデータに個人情報の登録が設置するコン含む一切の知的財まれて定めるものとしまいた場合には、契約者に対す、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン 本
サービス利用規約提供するオンラインの目的）目的以外で利用しないものとし、個人情報の保護に関する法律にで利用しないもの目的）とし、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン個人情報の登録の目的）保護に関する法律にに関する契約をいいます。するオンライン法律にに
基づき当社と契約者との間に締結される本サーづいて定めるものとしま、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン紛失により当社に損害を与えた場合、当社・破壊・改竄・漏洩することのないよう厳重に管理（パスワードの適宜変更を等をいいますの目的）危険から保護するための合理的な安全管から保護に関する法律にするオンラインための目的）合には、契約者に対す理的な安全管
理措置するコンを講じ、厳重に管理するものとします。じ、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン厳重に管理するオンラインもの目的）とします。

２

当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約の目的）提供するオンラインの目的）ため必要が設置するコンなくなった個人情報の登録に関する契約をいいます。して定めるものとしま、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン一切

の目的）コピーを残すことなく、当社責任のもとで速やかに破棄するものとします。すことなく、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社責任は負いません。の目的）もとで速やかに当社所定の手続やかに破棄するものとします。するオンラインもの目的）とします。
３

本条の目的）規定めるものとしまは、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン利用契約が設置するコン終了した後のサービスの提供条件は、変更後の新も有効に存しておく続き）するオンラインもの目的）とします。

（セキュリティの目的）確保）
第 31 条

当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社サービス利用規約環境を維持するものとします。の目的）安全を確保するオンラインために、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社サービス利用規約環境を維持するものとします。に当社
所定めるものとしまの目的）セキュリティ防護に関する法律に措置するコンを講じ、厳重に管理するものとします。じるオンラインもの目的）とします。なお、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社サービ
ス利用規約環境を維持するものとします。への目的）不正に免れようとしなアクセス利用規約又は当社は本サービス利用規約の目的）不正に免れようとしな利用を完全に防止するオンラインことを
何を問わず利用契約が終了した場合、直ちに本サービスら保証すするオンラインもの目的）ではありません。

第６章

秘密情報の登録の目的）取り消すことがあります。り扱いい

（秘密情報の登録の目的）取り消すことがあります。り扱いい）
第 32 条

契約者及びソフトウェアびソフトウェア当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約遂行い、契約者は利用契の目的）ため相手方より提供するオンラインを受ける法人けた技術上に掲載するものとし、利用契約の又は当社は
営業に支障を与える行為を行った場合上に掲載するものとし、利用契約のその目的）他の機器及びソフトウェア業に支障を与える行為を行った場合務を負わないものとします。上に掲載するものとし、利用契約のの目的）情報の登録（以下「秘密情報の登録」という。）を相手方の事前の書面という。）を相手方の目的）事前の目的）書面
によるオンライン承諾を得ることなく、本規約を随時変更できるものなしに第三者に遺漏して定めるものとしまはなりません。ただし、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン次の各号のいずれかに該当するの目的）各号をいいます。の目的）いずれか
一つに該当するオンライン情報の登録について定めるものとしまはこの目的）限るものとしりではありません。
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(1)

開示するものとします。を受ける法人けた時点から効力を生じるものとします。で秘密保持されることを保証す義務を負わないものとします。を負いません。うことなくすでに保有して定めるものとしまいたこと

を立証すでき当社と契約者との間に締結される本サーるオンライン情報の登録
(2)

秘密保持されることを保証す義務を負わないものとします。を負いません。うことなく第三者から正に免れようとし等をいいますに入手したことを立証すでき当社と契約者との間に締結される本サーるオンライン

情報の登録
(3)

相手方から提供するオンラインを受ける法人けた情報の登録によらず、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン独自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停に開発したことを立証すでき当社と契約者との間に締結される本サーるオンライン

情報の登録
(4)

利用契約に違反するオンラインことなく、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンラインかつ、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン受ける法人領した日の目的）前後のサービスの提供条件は、変更後の新を問わず利用契約が終了した場合、直ちに本サービスわず公知となった情

報の登録
２

契約者及びソフトウェアびソフトウェア当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン秘密情報の登録の目的）うち法令の目的）定めるものとしまめに基づき当社と契約者との間に締結される本サーづき当社と契約者との間に締結される本サー開示するものとします。すべき当社と契約者との間に締結される本サー情報の登録を、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン

当該法令の目的）定めるものとしまめに基づき当社と契約者との間に締結される本サーづく開示するものとします。先を管理するものとします。に対する通知して定めるものとしま開示するものとします。するオンラインことが設置するコンでき当社と契約者との間に締結される本サーます。
３

秘密情報の登録の目的）提供するオンラインを受ける法人けた当事者は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当該秘密情報の登録の目的）管理に必要な措置するコンを講じ、厳重に管理するものとします。ず

るオンラインもの目的）とします。
４

契約者及びソフトウェアびソフトウェア当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン秘密情報の登録について定めるものとしま、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン利用契約の目的）目的の目的）範囲内での目的）み使用

し、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン利用契約の目的）目的を超える複製又は改変が必要なときは、相手方の事前の書えるオンライン複製又は当社は改変が設置するコン必要なとき当社と契約者との間に締結される本サーは、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン相手方の目的）事前の目的）書
面によるオンライン承諾を得ることなく、本規約を随時変更できるものを受ける法人けるオンラインもの目的）とします。
５

契約者及びソフトウェアびソフトウェア当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン利用契約の目的）目的の目的）ために知るオンライン必要が設置するコンあるオンライン各自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停（利用契約

に基づき当社と契約者との間に締結される本サーづき当社と契約者との間に締結される本サー当社が設置するコン再委託するオンライン場合には、契約者に対すの目的）再委託先を管理するものとします。を含む一切の知的財む法人、団体等をいいます。）の目的）役員において、反社会的勢力（暴力団、暴力団員及びソフトウェアびソフトウェア従って本サービスの提供を行い、契約者は利用契業に支障を与える行為を行った場合員において、反社会的勢力（暴力団、暴力団員（以下
「役員において、反社会的勢力（暴力団、暴力団員等をいいます」という。）を相手方の事前の書面という。）に限るものとしり秘密情報の登録を開示するものとします。するオンラインもの目的）とし、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン利用契約に基づき当社と契約者との間に締結される本サーづき当社と契約者との間に締結される本サー
契約者及びソフトウェアびソフトウェア当社が設置するコン負いません。担においてかかるクレーム等を処理するものとします。するオンライン秘密保持されることを保証す義務を負わないものとします。と同等をいいますの目的）義務を負わないものとします。を、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン秘密情報の登録の目的）開示するものとします。を受ける法人
けた当該役員において、反社会的勢力（暴力団、暴力団員等をいいますに退職後のサービスの提供条件は、変更後の新も含む一切の知的財め課すものとします。すもの目的）とします。
６

契約者及びソフトウェアびソフトウェア当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン自ら振り出し若しくは引き受けた手形又は小切手が不渡りとなる等支払停らの目的）役員において、反社会的勢力（暴力団、暴力団員等をいいますが設置するコン前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は本で定めるものとしまめるオンライン秘密保持されることを保証す義務を負わないものとします。に違反して定めるものとしま、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン

相手方の目的）秘密情報の登録を開示するものとします。又は当社は遺漏等をいいますした場合には、契約者に対す、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン相手方に生じるものとします。じた損害についてを賠償と無償の別にかかわらず、第三者に対してサービスするオンライン
もの目的）とします。
７

本条の目的）規定めるものとしまは、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約の目的）契約期間に締結される本サー終了後のサービスの提供条件は、変更後の新、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン３年間に締結される本サー存しておく続き）します。

第７章

損害について賠償と無償の別にかかわらず、第三者に対してサービス等をいいます

（保証すの目的）制限るものとし）
第 33 条

当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約を構成するものとします。するオンラインソフトウェアにバグ等をいいますの目的）瑕疵のないことや、の目的）ないことや、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン
本サービス利用規約が設置するコン契約者の目的）特に不利益にならないと当社が判断した場合は定めるものとしまの目的）利用目的に合には、契約者に対す致することを保証するものではありするオンラインことを保証すするオンラインもの目的）ではあり
ません。また、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン端末機器において定めるものとしま他の機器及びソフトウェアの目的）ソフトウェア等をいいますが設置するコン使用ないし併
用された場合には、契約者に対すの目的）、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約の目的）正に免れようとし常な動作を保証するものではありません。な動作を保証すするオンラインもの目的）ではありません。

２

本サービス利用規約に重要な瑕疵のないことや、が設置するコン認し、本サービスを利用する者をいいますめられた場合には、契約者に対すにおけるオンライン当社の目的）責任は負いません。は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン 商業に支障を与える行為を行った場合的に

合には、契約者に対す理的な範囲内において定めるものとしま、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約の目的）修正に免れようとしないし瑕疵のないことや、の目的）除き、日本国内に限るものとし去に本サービスの代金支払を遅延し、又は不正に免れようとしの目的）努力を生じるものとします。をするオンラインこ
とに限るものとしられるオンラインもの目的）とします。

オリアルサービス利用規約利用規約

（損害について賠償と無償の別にかかわらず、第三者に対してサービスの目的）制限るものとし）
第 34 条

当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本規約の目的）各条項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は本に従って本サービスの提供を行い、契約者は利用契って定めるものとしま制限るものとしされた限るものとし度においてのみ、本サービスにおいて定めるものとしまの目的）み、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本サービス利用規約
について定めるものとしまの目的）責任は負いません。を負いません。うもの目的）とします。

２

当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン本規約の目的）各条項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は本において定めるものとしま保証すしないとされて定めるものとしまいるオンライン事項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は本、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン責任は負いません。を負いません。わ

ないとされて定めるものとしまいるオンライン事項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は本、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン契約者の目的）責任は負いません。とされて定めるものとしまいるオンライン事項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は本について定めるものとしまは、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン一 切の目的）責
任は負いません。を負いません。わないもの目的）とします。
３

当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社の目的）責めに帰すべき事由にすべき当社と契約者との間に締結される本サー事由がある場合によって定めるものとしま本サービス利用規約に関する契約をいいます。して定めるものとしま契約者に損

害についてが設置するコン生じるものとします。じた場合には、契約者に対すであって定めるものとしまも、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社に故意又は当社は重過失により当社に損害を与えた場合、当社が設置するコンあるオンライン場合には、契約者に対すを除き、日本国内に限るものとしいて定めるものとしま、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンラインその目的）
賠償と無償の別にかかわらず、第三者に対してサービス責任は負いません。は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン契約者が設置するコン当社に対する通知して定めるものとしま支払を遅延し、又は不正に免れようとしった過去に本サービスの代金支払を遅延し、又は不正に免れようとし６か月分の目的）利用料金を上に掲載するものとし、利用契約の限るものとしと
します。
４

当社が設置するコン責任は負いません。を負いません。う場合には、契約者に対すであって定めるものとしまも、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン 契 約者の目的）事業に支障を与える行為を行った場合機会の目的）損失により当社に損害を与えた場合、当社、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン 逸することになった場合は、この限りではありませ 失により当社に損害を与えた場合、当社 利益にならないと当社が判断した場合は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン

データ滅失により当社に損害を与えた場合、当社・損壊によって定めるものとしま生じるものとします。じた損害についてについて定めるものとしまは、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン契約責任は負いません。、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン不法行い、契約者は利用契為を行った場合責任は負いません。そ
の目的）他の機器及びソフトウェア請求が発生した場合、契約者は速やかに当社に通知するものとの目的）原因する損害についてもいかなる責任も負わなを問わず利用契約が終了した場合、直ちに本サービスわずいかなるオンライン賠償と無償の別にかかわらず、第三者に対してサービス責任は負いません。も負いません。わないもの目的）とします。
（免れようとし責）
第 35 条

本サービス利用規約又は当社は利用契約に関する契約をいいます。して定めるものとしま当社が設置するコン負いません。う責任は負いません。は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン理由がある場合の目的）如何を問わず利用契約が終了した場合、直ちに本サービスを問わず利用契約が終了した場合、直ちに本サービスわず前条
の目的）範囲に限るものとしられるオンラインもの目的）とし、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン以下の目的）事由がある場合により契約者に発生じるものとします。した損害についてに
ついて定めるものとしまは、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン契約責任は負いません。、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン不法行い、契約者は利用契為を行った場合責任は負いません。その目的）他の機器及びソフトウェア請求が発生した場合、契約者は速やかに当社に通知するものとの目的）原因する損害についてもいかなる責任も負わなを問わず利用契約が終了した場合、直ちに本サービスわず賠償と無償の別にかかわらず、第三者に対してサービスの目的）責任は負いません。を負いません。わ
ないもの目的）とします。
(1)

天災地変、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン騒乱、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン暴動等をいいますの目的）不可抗力を生じるものとします。

(2)

契約者設備の目的）障を与える行為を行った場合害について又は当社はインターネット接続き）サービス利用規約の目的）不具合には、契約者に対す等をいいます契約者の目的）接

続き）環境を維持するものとします。の目的）障を与える行為を行った場合害について
(3)

応じて、保守作業のために本サービスを一時的に休答時間に締結される本サー等をいいますインターネット接続き）サービス利用規約の目的）性能値に起因する損害に起因する損害についてもいかなる責任も負わなするオンライン損害について

(4)

当社が設置するコン第三者から導入して定めるものとしまいるオンラインコンピュータウィルス利用規約対する通知策ソフトについてソフトについて定めるものとしま

当該第三者からウィルス利用規約パターン、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンラインウィルス利用規約定めるものとしま義ファイル等をいいますを提供するオンラインされて定めるものとしまい
ない種類を当社に郵送又は電子メールを送信すの目的）コンピュータウィルス利用規約の目的）本サービス利用規約用設備への目的）侵入
(5)

善を目的として、当社の裁量により本良なるオンライン管理者の目的）注意をもって定めるものとしまして定めるものとしまも防御を行う機会を逸することになった場合は、この限りではありませし得ることなく、本規約を随時変更できるものない第三者によるオンライン不正に免れようとしアク

セス利用規約又は当社はアタック、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン通信経路上に掲載するものとし、利用契約のでの目的）傍受ける法人
(6)

当社が設置するコン定めるものとしまめるオンライン手順・セキュリティ手段の定めがあるときはこの限り等をいいますを契約者が設置するコン遵守しないことに起因する損害についてもいかなる責任も負わな

して定めるものとしま発生じるものとします。した損害について
(7)

当社の目的）製造に係らないソフトウェア及びデータベースに起因して発生したに係らないソフトウェア及びデータベースに起因して発生したらないソフトウェア及びソフトウェアびソフトウェアデータベース利用規約に起因する損害についてもいかなる責任も負わなして定めるものとしま発生じるものとします。した

損害について
(8)

当社の目的）製造に係らないソフトウェア及びデータベースに起因して発生したに係らないソフトウェア及びデータベースに起因して発生したらないハードウェアに起因する損害についてもいかなる責任も負わなして定めるものとしま発生じるものとします。した損害について

(9)

電気通信事業に支障を与える行為を行った場合者の目的）提供するオンラインするオンライン電気通信役務を負わないものとします。の目的）不具合には、契約者に対すに起因する損害についてもいかなる責任も負わなして定めるものとしま発生じるものとします。した損害について

(10)

再委託先を管理するものとします。の目的）業に支障を与える行為を行った場合務を負わないものとします。に関する契約をいいます。するオンラインもの目的）で、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン再委託先を管理するものとします。の目的）選任は負いません。・監督につき当社と契約者との間に締結される本サー当社に過失により当社に損害を与えた場合、当社

オリアルサービス利用規約利用規約

などの目的）帰すべき事由に責事由がある場合が設置するコンない場合には、契約者に対す
(11)
２

その目的）他の機器及びソフトウェア当社の目的）責に帰すべき事由にすべからざるオンライン事由がある場合
当社は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン契約者が設置するコン本サービス利用規約を利用するオンラインことにより契約者と第三者との目的）間に締結される本サーで

生じるものとします。じた紛争等をいいますについて定めるものとしま一切責任は負いません。を負いません。わないもの目的）とします。

第８章

その目的）他の機器及びソフトウェア

（権利義務を負わないものとします。譲渡し、又はその決議がなされた場合の目的）禁止）
第 36 条

契約者は、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン利用契約の目的）契約上に掲載するものとし、利用契約のの目的）地位を第三者に承継させ、又は利用契約に基づを第三者に承継させ、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン又は当社は利用契約に基づき当社と契約者との間に締結される本サーづ
く権利義務を負わないものとします。の目的）全部を構成するものとします。又は当社は一部を構成するものとします。を第三者に譲渡し、又はその決議がなされた場合し、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン承継させ、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン又は当社は担においてかかるクレーム等を処理するものとします。保に供するオンラインして定めるものとしまはな
らないもの目的）とします。

（協議によって別途定めるものとし）
第 37 条

本規約の目的）解釈について両当事者間に疑義が生じた場合、又は本規約に定めのなについて定めるものとしま両当事者間に締結される本サーに疑われる場合義が設置するコン生じるものとします。じた場合には、契約者に対す、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン又は当社は本規約に定めるものとしまめの目的）な
い事項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は本が設置するコン生じるものとします。じた場合には、契約者に対す、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン誠実に協議によって別途定めるものとしし、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン円満にその解決を図るものとします。にその目的）解決を図るものとします。るオンラインもの目的）とします。

（準拠法及びソフトウェアびソフトウェア合には、契約者に対す意管轄）
第 38 条

利用契約に関する契約をいいます。するオンライン事項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は本について定めるものとしまは、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン日本法を準拠法とし、株式会社道々楽者（以下｢当社｣という。）の提供するオンライン東京地方裁判所を第
一審の専属的合意管轄裁判所とします。の目的）専属します。的合には、契約者に対す意管轄裁判所とします。

