グループウェアサービス 利用規約
この「グループウェアサービス利用規約」（以下、「本規約」といいます。）は、ソニーネットワークコミュニケーションズ株
式会社（以下、「当社」といいます。）が提供するグループウェアサービスを利用する際に適用される条件を定めるもの
です。このサービスを利用される場合は、本規約を必ずお読みのうえご同意ください。

第１条（定義）
本規約における用語を、以下の通り定義します。
１） 「本サービス」とは、当社が提供する「グループウェアサービス」と称する Web ベースのグループウェアをい
います。
２）「契約者」とは、本規約に同意のうえ、本サービスを利用する法人若しくはそれに準じる団体又は営利を目
的とする個人事業主をいいます。
３）「利用契約」とは、契約者が本規約に同意することで当社との間で成立する本サービスに関する利用契約を
いいます。
４）「desknet’s 約款」とは、株式会社ネオジャパンが提供する「desknet’s クラウドサービス利用約款」及びこれ
に付随する一切の個別規約等をいいます。
第２条（本サービスの利用の前提条件）
本サービスの利用にあたっては、desknet’s 約款の定めを準用するものとし、契約者はこれをあらかじめ承諾するも
のとします。ただし、これらの約款等と本規約との内容に矛盾又は齟齬等がある場合は、本規約の定めが優先して
適用されるものとします。
第３条（本サービスの利用申込）
本サービスの利用申込は、当社所定の申込用紙に必要事項を記入し、申込者にて、記名、捺印をした上で、当社
指定の提出先に提出することによりなされるものとします。かかる申込は、当社受領日から起算して当社の 10 営業
日の間有効とします。
第４条（利用契約の成立）
１． 前条に基づく利用申込について、当社は、自己の裁量で承諾を決定します。
２． 当社は、前条に基づく利用申込を承諾する場合、その旨を記載した電子メールを、当該利用申込の際に当社に通
知した申込者の電子メールアドレスに送信します。当社が当該電子メールを送信した時点を以って、申込者と当社
との間に、当該申込の対象である本サービスに関する利用契約が成立するものとします。
第５条（本サービス利用開始日）
１． 本サービスの利用開始日は、前条第２項に基づき利用契約が成立した日から起算して 10 営業日以内の範囲で、
当社が定めるものとします。
２． 前項に定める本サービスの利用開始日を、当社は、前条第２項に定める申込承諾通知と併せて申込者に対して
通知するものとします。
第６条（本規約の変更）
当社は、当社の Web サイトに掲載することにより、いつでも本規約の内容を変更することができるものとし、契約者
は、当該変更後 10 日以内に利用契約の解約を行わない場合、当該変更に同意したものとみなします。
第７条（問い合わせ窓口）
desknet’s 約款の定めにかかわらず、本サービス又は個人情報の取り扱いに関する問い合わせ窓口及び窓口受
付時間は、別途当社が定めるものとします。
第８条（契約者による個別契約の解約）
１． 本サービスの利用を終了する場合、desknet’s 約款の定めにかかわらず、契約者は、利用契約の解約を希望する
日の２ヶ月前までに当社指定の方法により、当社に通知するものとします。
２． 前項の通知の当社到達日から利用契約の解約を希望する日までの期間が２ヶ月に満たない場合、当該通知の当
社到達日の翌々月末日を利用契約の解約日とみなします。
第９条（本サービスの利用料金）
１． 契約者は、本サービスの利用の対価として、別紙に定める金額を、別紙に定める支払条件に従って、当社に支払

うものとします。なお、一度当社に支払われた対価について、当社は如何なる場合でも返還する義務を負わないも
のとします。
２． 契約者は、本サービスの利用開始日が属する暦月から起算して、利用契約の終了日が含まれる暦月までの期間
において、暦月単位で本サービスの利用料金を支払うものとします。
３． 本サービスの利用の対価の計算において、計算の結果１円未満の端数が生じた場合は、当該端数は切り捨てる
ものとします。
４． 契約者から当社への金銭支払があった場合で、本サービスの対価の内訳が不明瞭であった場合には、当社は、
当社の裁量により定める部分の対価に充て、その結果をすみやかに契約者に対して通知するものとします。
第１０条（本サービスの終了）
１． desknet’s 約款の定めにかかわらず、当社は、４５日前までに契約者に通知することにより、当社の裁量にて本サ
ービスの一部又は全部を終了させることができるものとします。
２． 前項に基づき当社が契約者に対して本サービスの全部の終了を通知した場合で、当該通知の中で当社が定める
本サービス終了日までに契約者が第７条第１項に従って個別契約の解約の申込をなさない場合には、個別契約
は、何れの当事者の通知、同意その他何らの手続も要することなく自動的に、当該本サービス終了日を以って終
了するものとします。
３． 前項に基づく本サービスの一部又は全部の終了により契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社によ
るその予見の有無にかかわらず、当社は一切の責任を負わないものとします。
第１１条（通知）
１． 個別契約に関連する契約者から当社への通知は、本規約で別途定めがある場合を除き、当社 Web サイトに定め
る当社通知受付連絡先に対して行うものとします。
２． 個別契約に関連する当社から契約者への通知は、本規約で別途定めがある場合を除き、当社に登録されている
電子メールアドレスに対して行うものとします。当該電子メールアドレスの抹消、取消、障害等又は当該電子メール
アドレスの変更懈怠に起因する契約者の不利益は、契約者が負うものとします。
第 1２条（当社からの債権譲渡）
１． 当社は、個別契約に関連して発生する全ての債権について、個々の債権の発生と同時に、SFI リーシング株式会
社に対して譲渡することができるものとし、契約者には、予めこれに同意するものとします。
２． 当社及び SFI リーシング株式会社は、前項に定める債権譲渡についての契約者への個別の通知又は譲渡承認の
請求を省略するものとします。
第１３条（分離性）
desknet’s 約款、本規約又は個別契約の何れかの条項が無効又は執行力がないとされた場合であっても、
その他の条項は引き続き完全な効力を有するものとします。

付則
（実施期日）
本規約は、２０１５年８月３日より実施します。
附則
（実施期日）
本規約は、２０１６年６月１日より実施します。
附則
（実施期日）
本規約は、２０１６年７月１日より実施します。
附則
（実施期日）
本規約は、２０１８年１月２３日より実施します。

別紙１：本サービスの内容・料金
１． サービス内容
1) 基本サービス
サービス種類
desknet's NEO
desknet's DB
2) オプションサービス
サービス種類
クライアント認証
クライアント認証/
例外 IP 設定
ディスク増設
Sync for Smartphone
交通費・経費精算
BASIC 認証
IP 接続制限
セキュアブラウザ（端末
認証なし）

セキュアブラウザ（端末
認証あり）

AppSuite
２． 料金（月額利用料）
1) 基本サービス
サービス種類
desknet's NEO
desknet's DB
2) オプションサービス
サービス種類
クライアント認証
クライアント認証/
例外 IP 設定
ディスク増設
Sync for Smartphone
交通費・経費精算

（必須）
サービス内容
グループウェア desknet’s NEO の 1 ユーザ月額ライセンス（1GB）
Web データベース desknet’s DB の 1 ユーザ月額ライセンス（1GB）
（任意）
サービス内容
端末を認証するための電子証明書の 1 デバイスあたりの月額サービス 。
クライアント認証利用時、クライアント認証以外から例外的にアクセスを認める IP を
設定するサービス。クライアント認証のライセンス分の契約が必要。
ハードディスク増設 20GB あたりの月額サービス。（増設上限は基本サービスと合わせ
て 1TB まで）
Google カレンダーでスケジュールデータを連携するサービス。本サービスとスマート
フォンのカレンダーアプリの双方向で同期します。
スケジュールから経路検索、交通費の登録が行え、ワークフローと連携し精算まで行
える月額サービス。desknet's NEO と同数のライセンス数が必要。
基本サービス接続の際に BASIC 認証を行います。
特定の IP アドレス以外は接続を制限します。
※クライアント認証との併用は不可。
社外利用をセキュアブラウザがインストールされた端末のみに制限できる月額サービ
ス。desknet's NEO と同数のライセンス数が必要。
※BASIC 認証、IP 接続制限、クライアント認証、Sync for Smartphone との併用は不
可。
社外利用をセキュアブラウザと証明書がインストールされた端末のみに制限できる月
額サービス。社外からセキュアブラウザを利用するデバイス数の契約が必要。
※BASIC 認証、IP 接続制限、クライアント認証、Sync for Smartphone との併用は不
可。
業務アプリ作成ツールサービス。

（必須）
料金／契約単位
1 ユーザ・1 暦月につき 400 円（税抜） ※最小利用ユーザは 5 ユーザから。
1 ユーザ・1 暦月につき 400 円（税抜） ※最小利用ユーザは 5 ユーザから。

（任意）
料金／契約単位
1 端末・1 暦月につき 200 円（税抜）
1 端末・1 暦月につき 50 円（税抜）
※クライアント認証と同数の契約が必要。
20GB・1 暦月につき 1000 円（税抜）
1 ユーザ・1 暦月につき 200 円（税抜）
1 ユーザ・1 暦月につき 100 円（税抜）
desknet's NEO と同数のライセンス数が必要。
BASIC 認証
無料
IP 接続制限
無料
セキュアブラウザ（端末 1 端末・1 暦月につき 100 円（税抜）
認証なし）
desknet's NEO と同数のライセンス数が必要。
セキュアブラウザ（端末 1 端末・1 暦月につき 350 円（税抜）
認証あり）
※最小利用ユーザは 5 ユーザから。
AppSuite
1 ユーザ・1 暦月につき 320 円（税抜）
※最小利用ユーザは 5 ユーザ、最大利用ユーザは desknet's NEO 契約ユーザー数
まで

3) 支払条件
毎月２７日までに（２７日が銀行休日の場合はその翌銀行営業日）、同月分のご請求金額を現金振込又は指定
口座からの振替にてお支払いいただきます。
※契約者へのご請求は、当社より債権譲渡を受ける SFI リーシング株式会社が代行いたします。
※基本設定費用は、月額利用料の初回請求時に併せてご請求させていただきます。
３. その他
区分
①最低利用期間
②随時メンテナンス

内容
12 ヶ月
ソフトウェアバージョンアップ、設備の老朽化、増設などの理由により、弊社の判断でメ
ンテナンスを行う場合があります。また、メンテナンスの間、サービスを中断することが
あります。

