
インフォテクニカ株式会社 宛 

FAX : 0776-52-7356 

    申込日：   年  月  日 
 

eshoptool 利用申込書 （It’s eShop ユーザー様用） 

 

私（当社）は利用約款に同意し、下記のサービスについて申込をします。 

 

（個人でお申込の場合は、会社名は空欄、申込責任者およびご担当者をご記入ください。） 

It’s eShop シリアル No： 

会社名 ： 

申込責任者 ：                 （印） 

ご担当者： 

住 所 ： 〒 

       

ＴＥＬ ：                 ＦＡＸ ： 

E-Mail ：  

取扱商品： 

 

利用機能： ご利用希望の機能にチェックを入れ、コース、金額を記入してください。 

 

利

用 

ご利用機能 コース 月額単価 

（税込） 

月額利用料金 

（基本料金） 

□ ウェブ日記 画像あり・画像なし 画像なし 400 円

画像あり 700 円

円

□ 郵便番号検索  500 円 円

□ フォームメール  200 円 円

□ 上記３つのセット 画像あり 1,000 円 円

月額利用金額計 円

６ヶ月分ご利用金額合計 円

 

ご利用開始希望日：    年   月   日から 

（2006 年 6 月 30 日までは、無料でご利用いただけます。） 

 

お支払方法： 

□ クレジットカード カード会社（     ）クレジット番号（              ） 

□ 口座振替     別途、用紙を郵送いたします。 

運営会社： 

 インフォテクニカ株式会社 

 〒918-8205  福井県福井市北四ツ居 1-2-10 林ビル 2F 

 TEL : 0776-52-7355  FAX : 0776-52-7356 

 E-Mail : info@infotechnica.co.jp



2006 年 2 月 28 日現在 

eshoptool サービス料金表 （It’s eShop ユーザー様向け） 

 

インフォテクニカ株式会社 

〒918-8205 

福井市北四ツ居 1-2-10 林ビル 2F 

TEL : 0776-52-7355 FAX : 0776-52-7356 

E-Mail : info@infotechnica.co.jp 

 

①ウェブ日記                               金額：税込み 

 画像なし（テキストのみ） 画像あり 

月額基本費用（通常価格） 400 円 700 円 

画像で 20MB 以上、ご利用の場合、古い画像をさせていただく削除する場合があります。 

 

②郵便番号検索                               金額：税込み 

 10,000 アクセス／月まで 10,000 アクセスにつき 

月額基本費用（通常価格） 500 円 500 円 

10,000 アクセス（利用）を超えた場合、メールにてご連絡します。 

 

③フォームメール                               金額：税込み 

 10,000 アクセス／月まで 10,000 アクセスにつき 

月額基本費用（通常価格） 200 円 200 円 

10,000 アクセス（利用）を超えた場合、メールにてご連絡します。 

 

④ウェブ日記、郵便番号、フォームメールのセット  金額：税込み                   

  

月額基本費用（通常価格） 1,000 円 

 

初期費用（税込み） 

無料 

（It’s eShop ユーザー様は初期費用 無料です。） 

 

その他 

2006 年 6 月 30 日までは It’s eShop ユーザーの場合、初期費用・月額費用とも無料とします。 

ご利用開始月は無料で、翌月分から課金対象となります。 

６か月分を前払いでクレジットカードまたは口座振替でお支払いただきます。 

 



eshoptool サービス利用約款 

 

インフォテクニカ株式会社      

福井県福井市北四ツ居 1-2-10    

TEL : 0776-52-7355        

E-Mail : info@infotechnica.co.jp 

 

第１条 （目的） 

本約款はインフォテクニカ株式会社（以下、「弊社」と称します。）が提供するインターネットサービス

「eshoptool」（以下、「eshoptool」と称します。）の使用条件および各種手続きなどに関する基本事項を定める

ことを目的といたします。 

 

第２条 （同意） 

利用者は「eshoptool」の利用をもって、本約款を同意したものとみなします。 

 

第３条 （本約款の効力及び変更）  

本約款は、弊社サイト内への掲示等、弊社の定める方法による告示をもって効力を生ずるものとします。 

弊社は、利用者に事前に告知することなく本約款を弊社のみの判断により変更できるものとします。 

 

第４条 （約款の適用）  

本約款に定めのない事項については関係法令や関連諸規定などの趣旨に則って対処するものとします。  

 

第５条 （紛争の処理）  

本約款の準拠法は日本法とします。また、「eshoptool」の利用または本約款などの関連諸規定に関して弊社

と利用者との間で生じた紛争については福井地方裁判所を管轄裁判所とします。 

 

第６条 （利用者の責務）  

利用者は、本約款で規定される全ての責務を負うものとします。  

「eshoptool」の利用について、必要な法的権利を有しているか否かの判断、著作権、秘密保持、名誉毀損、

品位保持および輸出に関する法令、その他の法令上の義務に従うことなど、利用者自身の責任において行

うものとします。  

 

第７条 （補償）  

故意、過失を問わず、「eshoptool」の利用によって、または本約款の違反によって生じたすべてのクレームや

請求については、当該利用者の費用と責任で解決するものとします。また、当該クレームや請求への対応に

関連して弊社に発生した一切の費用(弁護士費用や諸経費を含む)については、当該利用者が負担するもの

とします。 

 

第８条 （利用申請・開始） 



本サービスの利用を希望する方は、本利用規約に同意し、弊社が指定する申請書に必要事項を記入し、申

請することとします。弊社は申請の後、審査して上で利用開始を認めます。 

 

第９条 （利用の終了） 

会員が本サービスの利用を終了する場合は、終了期間１ヶ月前までに、弊社の定める方法に従い、弊

社に申請するものとします。 

 

第１０条 （禁止事項）  

(1)弊社は、利用者が「eshoptool」の利用にあたり、以下の行為を行うことを禁止します。  

1. 故意、過失を問わず、法令に違反すること、他の利用者を不快にさせること、公序良俗に反すること、他人

の権利を侵害すること、脅迫的行為、他人の名誉やプライバシーを侵害すること、他人に経済的・精神的損

害を与えること、ストーキングを行うこと、などを「eshoptool」を通じて実現する、もしくは実現しようと試みること。

また、猥褻・猥雑な情報または倫理的に問題のある情報などを、「eshoptool」を通じて掲載、開示、もしくは他

人に提供または送付 (送信) すること。  

2. 弊社または第三者の各種設備の機能を妨害、破壊、制限するようにデザインされたコンピュータウイルス

プログラムなどのデータ類を、「eshoptool」を通じて掲載、開示、もしくは他人に提供または送付 (送信) する

こと。  

3. 弊社及び第三者の知的財産権 (特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権など) を侵害するような

内容を、「eshoptool」を通じて掲載、開示、もしくは他人に提供または送付（送信）したり、弊社及び第三者の

知的財産権（特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権など）たる情報を複製すること。  

4. 故意、過失を問わず、利用者が本人以外の人物や組織を名乗ったり、または他の人物や組織と提携、協

力関係にあると偽ったりすること。  

5. 法律上、送信（発信）する権利を有していない情報を、「eshoptool」を通じて掲載、開示、もしくは他人に提

供または送付 (送信) すること。  

6. 他の利用者の個人情報を収集または蓄積すること、もしくはこれらの行為を試みること。  

７. ジャンクメール、スパムメール、チェーンレター、無限連鎖講、その他不当な勧誘、などを目的とするコン

テンツを、「eshoptool」を通じて掲載、開示、もしくは他人に提供または送付 (送信) すること。  

８.未成年者を害するような行為や、児童ポルノなどを、「eshoptool」を通じて掲載、開示、もしくは他人に提供

または送付 (送信) すること。  

９. 「eshoptool」を通じて配信されたコンテンツの発信元を隠したり、偽装するために、データに手を加えること。  

10. 方法のいかんを問わず、第三者が弊社の提供するあらゆるサービスを享受することを妨げたり、第三者

の利用するネットワークを妨害・混乱させたりすること。  

11. 方法のいかんを問わず、弊社の「eshoptool」の提供を妨害したり、本約款または弊社の定めた使用条件

や操作手順などに従わないこと。  

12. 弊社の提供するあらゆるサービスのうち、未成年の利用を制限しているサービスを、未成年であることを

偽って利用すること。  

13. 別途弊社が禁止する行為。  

14. その他、サービスの本来の目的と異なる不適切な方法であると弊社が判断した方法による「eshoptool」の

利用。 



 

第１１条 （個人情報の保護）  

(1)「eshoptool」の利用に関する利用者の情報は、関連法令及び弊社のプライバシーポリシーなどの内部規

定に則って使用され、弊社は利用者の個人情報の保護に努めます。したがって、関連法令及び弊社のプラ

イバシーポリシーなどの内部規定で示されること以外で開示されることは原則としてありません。但し、法律の

定めにより開示が必要な場合や、法律手続の中で開示が必要な場合、利用者が事前に同意した場合、弊社

が開示を必要と判断した場合等はこの限りではありません 

 

第１２条 （不可抗力）  

弊社は、火災やその他の事故、地震その他の自然災害、戦争や政変に類する非常事態、基幹通信事業者

などに起因する障害の発生、法令・監督官庁による指示、第三者による行為、利用者の故意もしくは過失・誤

用等が発生した場合やこれらの状況の発生が見込まれる場合、その他弊社が必要と判断した場合には、

「eshoptool」の全部または一部の提供の中止もしくは制限ができるものとします。  

(2)第 1 項の規定に該当する場合には、弊社はかかる事情について告知する義務を負わないものとします。  

 

第１３条 （サービス提供の拒否及び中止・制約） 

弊社は「eshoptool」に関して以下の各号のいずれかに該当する場合には、弊社の提供するサービスの全て

または一部の提供の中止もしくは制限を行う事をできるものとします。  

1. 設備上の問題がある場合  

2. 技術上の問題がある場合  

3. 「eshoptool」の提供が不適当であると弊社が判断した場合  

(2)第 1 項の規定に該当する場合には、弊社はかかる事情について告知する義務を負わないものとします。  

(3)利用者が未成年者である場合には、弊社は「eshoptool」の全てまたは一部の提供の中止もしくは制限を行

えるものとします。  

(4)弊社は、利用者に告知することなく、弊社が必要と判断した場合には、任意に「eshoptool」の内容を変更・

停止または中止できるものとし、かかる変更・停止または中止について、ユーザーに対し一切に責任を負わ

ないものとします。  

 

第１４条 （サービス提供の中断・再開） 

(1)弊社は「eshoptool」に関して以下の各号のいずれかに該当する場合は「eshoptool」の提供を中断・再開す

る事ができることとします。 

1. 設備上、保守または点検を必要とする場合 

2. セキュリティ上、保守または点検を必要とする場合 

3. ソフトウェア上、保守または点検を必要とする場合 

4. その他、弊社が必要と考える場合 

(2)第１項の規定に該当するには、その中断期間について発生した損害については一切責任を負わないもの

とします。ただし、中断期間が１ヶ月の内、１６時間を越える場合は基本料金より比例して基本料金の一部を

返金または次回の請求金額から減額することとします。 

 



第１５条 （サービス提供の中止・制限）  

弊社は利用者による「eshoptool」の利用方法が以下の各号のいずれかに該当する場合、当該利用者の作成

したデータ等の削除・編集や、当該利用者に対する「eshoptool」の全てまたは一部の提供の中止もしくは制

限を行えるものとします。  

1. 本約款、弊社の定めた使用条件や操作手順などに従わない場合 

2. 「eshoptool」の有料サービスの利用において、1 ヶ月以上未払いがある場合  

3. 安定的なサービスの運営を妨げると弊社が判断する場合  

4. 「eshoptool」の提供が不適当であると弊社が判断した場合 

第 1 項の規定に該当する場合には、弊社はかかる事情について告知する義務を負わないものとします。 

第１項の規定により、当該利用者の作成したデータ等の削除・編集や、当該利用者に対する「eshoptool」の

全てまたは一部の提供の中止もしくは制限を行う場合の方法や期間などの詳細については、別途弊社が定

めるものとします。 

 

第１５条 （免責事項） 

利用者が「eshoptool」から、期待した利益が得られなかった場合や、「eshoptool」の利用によって損害や費用

が生じた場合、弊社の一切の責任は免除されるものとします。 

理由のいかんに関わらず、「eshoptool」について、障害の発生やサービスの停止・変更・追加・削除、またサ

ービスにおいて発生した欠陥、もしくはかかるサービスの障害や停止・変更・追加・削除、欠陥などが原因で

発生した損失や損害などについては、弊社の一切の責任は免除されるものとします。 

「eshoptool」の中で、提供される情報の内容や、サービスの品質、検索の結果などについて、弊社はいかなる

保証も行いません。またかかる情報に関する弊社の一切の責任は免除されるものとします。 

「eshoptool」を媒介とした、利用者相互間または利用者と第三者間の一切の取引に関する弊社の一切の責

任は免除されるものとします。 

利用者が弊社の提供する「eshoptool」を通じて掲載、開示、もしくは他人に提供または送付 (送信)した情報

の保存、伝送やその損失に関する弊社の一切の責任は免除されるものとします。  

 直接的・間接的を問わず、弊社が提供した情報によって利用者に生じた不利益について、弊社の一切の責

任は免除されるものとします。  

利用者は、弊社の提供するサービスを利用するために、自らの責任と負担で電子計算機、通信回線、インタ

ーネット接続サービス等を必要な機器やソフトウェア、通信手段などを準備するものとします。弊社は弊社の

指定する方法でサービスを提供する以上のサービスを行なう義務を負わないものとし、利用者が本サービス

にアクセスするための準備、方法などについては、一切関与しません。 

本約款に定めのない事項については、弊社の一切の責任は免除されるものとします。 

 

附則  

・2004 年 10 月 18 日施行 

 


