
□

□

□

□

□

※2　ユーザー数は、1ユーザーから無制限までの数字をご記入下さい。

※3　最低期間は12ヶ月となりますので、12ヶ月以上の月数をご記入下さい。

※4　対象とされる利用者ユーザー様のIDをご記入下さい。IDとは端末管理の数字となります。ユーザー数が多い

場合や無制限の場合は別紙もしくはメールドメインでも結構です。

※5　消費税率が変更の場合は、該当月より追加請求を行う場合もあります。

※　お申込み及びご注文は下記もしくは裏面のフレマップコントロールセンターご利用規約に同意されたものと致します。

※　価格については価格表または弊社お見積にてご確認下さい。

※　納品物品はユーザーライセンス証を、ご契約者様宛てに電子メールにてお届けします。

※　期間満了日まで、更新のご依頼がない場合はライセンスが消滅します。

※　期間途中での解約の場合でも、ご返金は致しません。

※1　弊社お見積にてご注文の際は、お見積番号をご記入下さい。

小　　　　計

消費税（8%)（※5）

合　　　　計

201   年 　 月～

201   年 　 月～

201   年 　 月～

フレマップコントロールセンター　Professional版 201   年 　 月～

フレマップコントロールセンター　Standard版 201   年 　 月～

電子メール

■　申込み・ご注文商品  お見積番号（※1）：

製品名（ライセンス名） ユーザー数（※2) 開始年月 期間(※ 3) 金　　額 利用者ID（※4）

フリガナ

印　

TEL

ご担当者名 FAX

貴社・貴団体名

ご住所 〒

部署名

支払条件 　銀行振り込み（振込み手数料はお客様負担）

振込み先

■　ご契約者情報（納品請求その他連絡先ご担当者様）

事業区分 　□　企業　　　□　自治体・教育　　　□　個人　　　□　その他

請求その他 　ご請求書は納品後にお送りします。振込み先等は請求書をご確認下さい。

■　お客様が個人の場合

指定伝票 　　□　なし　（本書を注文書とする）　　　　□　有　（本書を申込&見積依頼書とする）

納　　期 　入金確認後10営業日以内

指定伝票 　　□　なし　（本書を注文書とする）　　　　□　有　（本書を申込＆見積依頼書とする）

納　　期 　受注後　10営業日以内

支払条件 　納入月末締翌月末現金振込み（振込み手数料はお客様負担）

フレマップ　コントロールセンター　利用申込書（注文書）

株式会社　安城電機
ICT事業部　ソフトウェアエンジニアリング部　宛

TEL：0566-75-5515 FAX：0566-74-3578

E-Mail　：　info-fremap@anjyo.co.jp

■　お客様が法人の場合 申込日　：　　　　　　年　　　月　　　日



 

 

フレマップ・フレマップコントロールセンター利用規約 
 

第 1 条 総則 

フレマップ及びフレマップコントロールセンター利用規約（以下「本規約」といいます。）は、株式会社安城電機（以下「当社」といいま

す。）が提供するサービス『フレマップ及びフレマップコントロールセンター』（以下「本サービス」といいます。）の利用における、利

用者（以下「ユーザー」といいます。）と当社との関係を定めるものです。本規約は、本サービスに関して生ずるすべての関係に適用され

ます。 

2.本サービスの利用は、本規約の内容に対する承諾、並びに本サービス及び本サービスに関して提供するアプリケーションソフトウェア

（以下「本ソフトウェア」といいます。）の利用に対して本規約が適用されることについての承諾を前提とし、本サービスを利用すること

によって、本規約を承諾したものとみなされます。 

 

第 2 条 利用契約の締結等 

利用契約は、本サービスの利用申込者が、当社所定の利用申込書を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発

信したときに成立するものとします。なお、本サービスの利用申込者は利用規約の内容を承諾の上、かかる申込を行うものとし、本サービ

スの利用申込者が申込を行った時点で、当社は、本サービスの利用申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみなします。 

２．利用契約の変更は、契約者が利用内容の変更を当社に提出し、当社がこれに対し当社所定の方法により承諾の通知を発信したときに成

立するものとします。 

３．当社は、前各項その他利用規約の規定にかかわらず、本サービスの利用申込者及び契約者が次の各号のいずれかに該当する場合には、

利用契約又は利用変更契約を締結しないことができます。 

（１）本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約等に違反したことを理由として利用契約を解除されたことがあるとき 

（２）利用申込書又は利用変更申込書に虚偽の記載、誤記があったとき又は記入もれがあったとき 

（３）金銭債務その他利用契約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき 

（４）その他当社が不適当と判断したとき 

 

第 3 条 利用期間 

本サービスの利用期間は、利用契約に定めるものとします。ただし、当社が定める方法により期間満了 1 ヶ月前までに契約者又は当社から

別段の意思表示がないときは、利用契約は期間満了日の翌日からさらに１年間自動的に更新されるものとし、以後もまた同様とします。 

２．当社は、本サービスの利用期間満了の 1 ヶ月前までに、契約者に利用契約の変更内容を通知することにより、更新後における本サービ

スの種類、内容及び利用料金その他利用契約内容を変更することができるものとします。 

 

第 4 条 通知 

当社から契約者への通知は、利用契約等に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は当社のホームページに掲載するなど、

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、当社から契約者への通知を電子メールの送信又は当社のホームページへの掲載の方法により行う場合には、契約

者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページ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。 

 

第 5 条 ユーザーID 及びパスワード 

利用者に対して利用契約等に基づき開示する場合を除きユーザーＩＤ及びパスワードを第三者に開示、貸与、共有しないとともに、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含みます。）するものとします。ユーザーＩＤ及びパスワードの管理不

備、使用上の過誤、第三者の使用等により契約者自身及びその他の者が損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとします。契

約者のユーザーＩＤ及びパスワードによる利用その他の行為は、全て契約者による利用とみなすものとします。 

２．第三者が契約者のユーザーＩＤ及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は契約者の行為とみなされるものと

し、契約者はかかる利用についての利用料金の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により当社が損害を被った

場合契約者は当該損害を補填するものとします。ただし、当社の故意又は過失によりユーザーＩＤ及びパスワードが第三者に利用された場

合はこの限りではありません。 

 

第 6 条 データのバックアップ 

利用者は、利用者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等については、利用者は自らの責任で同一のデータ等をバックアップとし

て保存しておくものとし、当社はかかるデータ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。 

 

第 7 条 文章等の投稿 

ユーザーは、投稿する文章、画像その他のデータ等（以下「投稿データ」といいます。）が、不特定多数の人たちに公開されることをよく

理解したうえで本サービスを利用するものとし、ユーザー自身の責任において投稿データを投稿するものとします。 

 

第 8 条 著作権等 

投稿データに係る著作権は、当該投稿データを作成したユーザー（著作権者が別にいる場合には当該著作権者）に帰属しますが、ユーザー

は、投稿データを本サービスに投稿した時点で、当社に対し、当社、本サービス及び当社の他のサービスの広告・宣伝、利用促進の目的の

範囲内で、当該投稿データを日本の国内外において、本サービスの内外・媒体の如何を問わず、無償かつ非独占的かつ無期限で利用（複

製、翻訳、翻案、公衆送信、頒布、譲渡、貸与等の権利を含みますが、これに限られません。二次的著作物の利用も含みます。）する権利

（サブライセンス権を含みます。）を許諾したものとみなします。また、ユーザーは、本サービスに投稿した投稿データについて、当社及

び当社が再許諾した者による本サービス等の広告・宣伝、利用促進等の目的の範囲内での使用に対し、著作者人格権を行使しないものと

し、当該投稿データの著作者が別にいる場合には、当該著作者から、当社及び当社が再許諾した者による本サービス等の広告・宣伝、利用

促進等の目的の範囲内での使用に対し著作者人格権が行使されないことを保証するものとします。 

2.前項の場合を除き、本サービスに関連する一切の情報及び本ソフトウェア上で表示される情報についての著作権及びその他知的財産権は

すべて、当社又は当社にその利用を許諾した権利者に帰属し、ユーザーは無断で利用（複製、翻訳、翻案、公衆送信、頒布、譲渡、貸与等

の権利を含みますが、これに限られません。二次的著作物の利用も含みます。）してはならないものとします。 

 

第 9 条 禁止行為 

本サービスの利用にあたり、ユーザーに対し以下の行為を禁止します。 

1.暴力的、猟奇的表現やわいせつ、児童ポルノ又は児童虐待等に相当する表現、又それらを意図した表現を使用する行為 

2.法令、公序良俗に反する行為及びそれらに反する内容を含む表現を使用する行為 

3.アダルトサイト、無修正ビデオ映像のダウンロードサイト、児童買春・ポルノサイト、その他これらに類し問題があると当社が判断した

サイトへのリンクを掲載する行為 

4.性行為やわいせつな行為を目的とする行為、又はその誘引に結びつくおそれのある行為、並びに、売買春行為の幇助行為、勧誘行為 

5.法令に違反し、又は違反するおそれのある行為、及び違法行為を請負、仲介し、又は誘引する行為 

6.詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく、又はその恐れのある行為 

7.他のユーザー又は第三者、もしくは当社に著しく迷惑をかける行為 

8.他のユーザー又は第三者になりすまして本サービスを利用する行為 

9.ねずみ講などに代表される、無限連鎖講に類する行為等に第三者を勧誘する行為 

10.他のユーザー又は第三者の事前の承諾なしに、これらの個人情報を本人の許可なく使用、掲載、提供する行為 

11.他のユーザー又は第三者、もしくは当社の著作権、商標権などの知的財産所有権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 

12.他のユーザー又は第三者、もしくは当社の財産、プライバシー、肖像権もしくはパブリシティ権、その他の権利・利益を侵害する行為又

は侵害するおそれのある行為 

13.誹謗中傷する行為、又は脅迫・恐喝・ストーカー行為等特定の実在する人物への精神的にあるいは肉体的に苦痛を与える行為、又はそれ

らを誘発させる行為 

14.不適切、不必要に攻撃的、冒涜的な文言を掲載する等の行為により、全てのユーザーが楽しくサービスを使用することを妨げる行為やそ

れを冗長する行為 

15.自殺、自傷行為、薬物乱用等を美化・誘発・助長する恐れのある言葉、その他の表現を掲載する行為、又は、自殺を行う方法を掲載する

行為 

16.虚偽又は誤解を招くような内容を含む情報等を掲載する行為、又は事実に反する情報を送信・掲示する行為 

17.大量に広告や記事を生成したり、それらを自動的に投稿したりするツール等の使用 

18.ウイルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信又は書き込む行為 

19.当社ネットワークやサーバー設備等に不正にアクセスする行為 

20.当社サーバーに極端に負荷を与え、又はセキュリティーの低下を招く行為、それらのおそれのある行為 

21.投稿データを投稿する際、当該投稿データと無関係のウェブサイトの URL を、当該投稿データと関連するウェブサイトの URL であるか

のように登録する行為 

22.本サービス自体の技術研究を目的としての申込み及び利用 

23.本サービスの信頼を失墜させる内容を掲載する行為 

24.本サービス及び当社の運営するその他各種サービスの管理・運営を妨げる目的での利用 

25.本規約に違反する行為 

26.その他、当社が本サービスのユーザーとして適切でないと判断する行為 

 

第 10 条 投稿データの削除、本サービスの停止等 

当社は、ユーザーが以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、ユーザーに事前又は事後に通知することなく、投稿データの一部又は

全部の削除、もしくは本サービスの利用の終了その他当社が適切と判断する措置を講ずることができるものとします。 (1)故意・過失を問わ

ず、ユーザーの行為が第 9 条各号に定める禁止行為、又は本規約のいずれかの条項に違反する、またはそのおそれがあると当社が判断した

場合。(2)その他、当社が、当該ユーザーが本サービスの利用を継続することが適当でないと判断した場合。 

2.当社は、本条に基づいて講じた措置によりユーザーに生じた損害について一切の責任を負いません。 

3.本条に基づいて講じた措置について、ユーザーはその理由の開示を求めることができないものとし、措置及びその理由等について争わな

いものとします。 

 

第 11 条 個人情報及び位置情報について 

当社は、ユーザーの個人情報を取得したときは、別途当社ウェブサイト上に掲示するプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱うもの

とします。 

2.本サービスは、GPS 機能を利用しています。ユーザーは、当社に対し、本サービスを使用するユーザーの端末から位置情報を送信するこ

とに同意するものとします。 

 

第 12 条 ユーザーに関する情報等の開示 

当社は、以下の各号に該当する場合、アクセスログ等のユーザーに関する情報（個人情報を取得した場合には個人情報も含みます。）を第

三者に対し開示することがあります｡ 

1.ユーザーが開示に同意した場合 

2.裁判所の発する令状その他裁判所の決定、命令、判決又は法令に基づき開示する場合 

3.検察・警察・監督官庁からの適法・適式な情報の照会があった場合 

4.特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（平成 13 年法律第 137 号。いわゆるプロバイダ責任制

限法）第 4 条第 1 項に基づく請求があった場合 

5.前各号のほか法令・ガイドライン等に基づき開示を請求された場合で、当社において当該請求が合理的と判断した場合 

 

第 13 条 当社の免責その他 

当社は、投稿データの内容に関し、その正確性、確実性、有用性、完全性について、保証いたしません。また、当社は、ユーザーの行為

が、第三者の権利を侵害しないこと等についていかなる保証も行いません。 

2.本サービスの利用によって、ユーザーと、他のユーザー又は第三者との間で生じた取引、連絡、紛争等について、当社は一切責任を負い

ません。 

3.ユーザーは、本サービスを利用するための利用者側設備（通信機器、それらの付属サービス等を含みますが、これに限られません。）と

して必要なもの全てを自己の費用と責任において用意するものとします。ユーザーは、当該利用者側設備等を自己の費用と責任において維

持管理するものとし、当社は当該利用者側設備について一切関与せず、また一切の責任を負いません。 

4.当社は、本サービス及び本ソフトウェアの維持管理について商業的事業として合理的範囲における努力をする責任を負いますが、それに

より本サービス及び本ソフトウェアの提供に関する不都合及び障害等が生じないことや、ユーザーの満足度を保証するものではありませ

ん。 

5.当社は、本ソフトウェアにいかなる不備があってもこれを訂正する義務を負わないものとします。 

6.投稿データその他一切のデータの保管、管理、アクセス等の不具合及びこれらデータの消失等には一切責任を負いません。 

7.当社は、当社の都合により、本サービスの内容を変更し、又は提供を終了することができます。当社が本サービスの提供を終了する場

合、当社はユーザーに本サービス内において掲載する方法で通知するものとします。この場合において、ユーザーに生じた損害について一

切の責任を負いません。 

8.当社は、本サービスの一部又は独立したサービスとして、開発中のサービス又はアプリケーションソフトウェアを提供することができる

ものとします。ユーザーは、当該開発中のサービス又はアプリケーションソフトウェアがその性質上、バグや瑕疵、誤作動等、正常に動作

しない症状等の不具合を含み得るものとして提供されることに了承するものとします。 

9.当社は、ユーザーによる本サービスの利用により生じる一切の損害（精神的苦痛、又はその他の金銭的損失を含む一切の不利益）につき

責任を負わないものとします。ただし、当該損害の発生について、当社に故意又は重過失が存在する場合はこの限りでないものとします。 

10.本サービス内からリンクされた第三者が有するウェブサイトは、当社の管理下にはありません。当社は、本サービス内からリンクされた

第三者が有するウェブサイトの内容、セキュリティー、ユーザー情報の使用等に関していかなる保証もせず、一切の責任を負わず、いかな

る問い合わせやクレームに対しても当社が回答する義務はないものとします。 

11.前各項に定める場合のほか、いかなる場合であろうとも、当社はユーザーに生じた損害に対し責任を負わないものとします。ただし、当

該損害の発生について、当社に故意又は重過失が存在する場合はこの限りでないものとします。 

12.法令の適用その他の理由により、本条その他当社の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず当社がユーザーに対して損害賠償を負う場

合において、当社は当該ユーザーが直接かつ現実に被った通常損害に限り（予見可能性があっても特別損害は除きます。）損害賠償責任を

負うものとします。 

 

第 14 条 本規約等の変更 

本規約は、ユーザーの同意なしに変更・改定されることがあります。本規約を変更・改定した場合には、変更・改定後の本規約は、本サー

ビス内において掲載された時点（ただし、当社が効力発生時を特に指定した場合には、その時点。）から効力を生じます。当該変更・改定

後の規約が掲載された後、ユーザーが本サービスを利用した場合にはユーザーは、本規約の変更・改定に同意したものとみなします。な

お、当社は、かかる本規約の変更・改定の内容についてユーザーに対して個別に通知することはいたしかねますので、ユーザーは、随時、

本規約を参照するものとします。 

 

第 15 条 利用規約の分離可能性 

本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令の適用その他の理由により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの

条項、及び一部が無効又は執行不能と判断された条項の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 

 

第 16 条 準拠法及び管轄裁判所 

本規約及び本サービスの利用契約の準拠法は、日本法とします。 

2.本規約もしくは本サービスの利用契約に起因又は関連して生じた一切の紛争は、名古屋簡易裁判所又は名古屋地方裁判所を第一審の専属

的合意管轄裁判所とします。 


