
セキュアメールサービス（Ｗｅｂ＠Ｐｏｓｔｍａｎ)契約者約款 
 

第１章 総則 

第１条 約款の適用 

当社は、セキュアメールサービス（Ｗｅｂ＠Ｐｏ

ｓｔｍａｎ)契約者約款（以下「本約款」といいま

す)を定め、これにより「セキュアメールサービス

（Ｗｅｂ＠Ｐｏｓｔｍａｎ) 」のサービス（以下

「本サービス」といいます)を提供します。 

２ 当社が別途定める諸規定は、それぞれ本約款

を構成するものとします。 

 

第２条 約款の変更 

当社は、本約款を変更することがあります。この

場合の料金等その他の提供条件は、変更後の本約

款を適用するものとします。 

２ 本約款の変更にあたっては、当社はあらかじ

め変更後の本約款の内容およびその効力発生日

を書面にて送付またはホームページに掲載する

等、当社が適当と判断する方法により通知するも

のとします。 

 

第２章 本サービスの内容 

第３条 本サービスの利用 

契約者は、当社が設置する本サービス用のサーバ

を経由してデータを送信することができます。 

２ 本サービスは、契約者およびデータ送信先が

インターネットに接続できることを前提にして

います。従って、本サービスをご利用頂くには、

インターネットに接続するために任意のプロバ

イダとの間で契約が必要となります。 

 

第４条 アカウントおよびパスワード 

当社は、本サービス利用のためのアカウントおよ

びパスワードを契約者に提供します。 

２ 契約者はパスワードを自ら変更することがで

きます。 

３ アカウントおよびパスワードの管理および使

用は契約者の責任とし、使用上の過誤または、第

三者による不正使用等について当社では一切責

任を負わないものとします。 

４ 当社は契約者その他の者からのパスワード失

念・紛失による問い合わせには一切応じられませ

ん。パスワードを失念・紛失した場合には当社指

定の手続きにより再発行するものとします。 

 

第３章 契約 

第５条 申込方法 

当社は、本約款を了承された方と本サービスに係

る契約（以下「契約」といいます)を締結します。 

２ 契約の申込をする場合は、本約款に同意のう

え、申込書に必要事項を記入し、申込いただきま

す。 

３ 当社は、前項の手続きに従って申込がなされ、

次条に基づき契約が成立したときは、申込者に対

して本サービスを利用するためのアカウントお

よびパスワードを交付します。このアカウントお

よびパスワードは、第４条の規定を準用します。 

 

第６条 契約申込の承諾 

契約は、前条に定める方法による申込に対し、当

社が承諾したときに成立します。 

２ 次の場合には、申込を承諾しないことがあり

ます。また、当社は、契約成立後であっても、次

の各号の一に該当する場合には、直ちに契約を解

除することができるものとします。 

(１) 契約の申込時に虚偽の事項を通知したこと

が判明した場合 

(２) 契約の申込をした方が本サービスの料金支

払を現に怠り、または怠る恐れがあると当社が判

断した場合 

(３) 契約の申込をした方が、過去に不適切な行為

などにより契約の解除または本サービスの利用

停止を受けたことが判明した場合 

(４) その他契約の申込を承諾することが、技術上

または当社の業務遂行上著しく支障があると当

社が判断した場合 

 

第７条 変更の通知 

契約者は、その氏名、住所等の申込時の記載内容

に変更が生じた場合は、すみやかに当社所定の方

法により当社に通知するものとします。 

 

第８条 権利等の譲渡 

契約者は、本サービスを受ける権利等を譲渡する

ことはできません。 

 

第９条 契約者が行う契約の解約 

契約者が契約を解約するときは、当社所定の方法

により当社に解約の通知をします。この場合、毎

月１５日までに当社に通知が到着したものにつ

いては、当月末日付けで契約の解約があったもの

とします。 

２ 前項の場合においてその利用中に係る契約者

の債務は、契約の解約があった後においてもその

債務が履行されるまで消滅しません。 

 

第１０条 当社が行う契約の解約 

当社は、第１２条の規定により本サービスの利用

停止をされた契約者が、その事由を是正しない場

合は、契約を解約することがあります。また、そ

の事由が当社の業務遂行に支障を及ぼすと当社

が判断したときは、事前の催告を要せずに契約を

解約します。 

２ 前項の規定により契約を解約された場合、契

約者はその利用中に発生した一切の債務を直ち

に支払うものとします。 

３ 当社は、本条第１項の規定により契約を解約

するときは、あらかじめその旨を契約者に通知し

ます。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限り

ではありません。 

 

第４章 利用中断および利用停止 

第１１条 利用中断 

当社は、次の場合には、本サービスの提供を中断

することがあります。 

(１) 当社の本サービス用設備の保守上または工

事上やむを得ない場合 

(２) 第一種電気通信事業者が電気通信サービス

を中止した場合 

２ 当社は、前項の規定により本サービスの提供

を中断するときは、あらかじめその旨を契約者に

通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、

この限りではありません。 

 

第１２条 提供停止 

当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、

本サービスの提供を停止することがあります。 

(１) 契約の申込時に虚偽の事項を通知したこと

が判明した場合  

(２) 契約者が支払いを停止した場合 

(３) 契約者が本サービスを利用しない期間が６

ヶ月以上に及んだ場合  

(４) 第２１条（契約者の義務)の規定に違反した

場合 

(５) その他当社が不適切と判断する行為のあっ

た場合 

２ 当社は、前項の規定により本サービスの提供

を停止するときは、あらかじめその旨を契約者に

通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこ

の限りではありません。 

 

第５章 料金等 

第１３条 料金 

当社が提供する本サービスの料金については、別

途定めるものとします。 

 

第１４条 料金の計算方法  

前条の本サービスの料金の計算方法は次のとお

りとします。 

(１) 本サービスの課金体系は従量制とします。 

(２) 料金の請求対象期間は暦月（一日から末日ま

で)を基準とし翌月に請求するものとします。 

２ 当社は、当社の業務遂行上やむを得ない場合

は、前項の請求対象期間を変更することがありま

す。 

 

第１５条 料金の支払 

契約者は、本サービスの利用料金を当社からの請

求書に基づき銀行振込により支払うものとしま

す。 

２ 契約者は、本サービスの利用料金を請求書に

記載されている支払期日までに当社の指定する

預金口座へ支払うものとします。 

 

第６章 損害賠償 

第１６条 損害賠償  

当社は、当社の故意または重大な過失による場合

を除き、契約者が本サービスを利用することによ

り生じた、いかなる損害および逸失利益に対して

も一切の責任を負わないものとします。 

２ 第一種電気通信事業者または他の電気通信事

業者の責に帰すべき事由により、契約者が損害を

被った場合は、当社は、一切その責任を負わない

ものとします。 

３ 天災、事変その他の不可抗力により、本サー

ビスを提供できなかったときは、当社は、一切そ

の責任を負わないものとします。 

４ 送信した内容（プログラムを含みます)に起因

する損害等、契約者が本サービスの利用に伴い、

他の契約者または第三者に対して損害を与えた

ものとして、当該契約者または第三者から当社に

対して何らかの請求、あるいは訴訟が提起された

場合には、契約者自らの費用と責任において問題

を解決するものとし、当社は、一切その責任を負

わないものとします。 

 

第７章 保守 

第１７条 当社の保守 

当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害

が生じたとき、あるいは当該設備が滅失したこと

を知ったときは、すみやかに修理または復旧しま

す。 

２ 契約者は、本サービスを利用することができ

なくなったときは、その旨を通知するものとしま

す。 

 

第１８条 契約者の維持責任  

契約者は、本サービスの提供に支障を与えないた

めに、契約者の使用する機器を正常に稼動するよ

うに維持するものとします。 

 

第８章 利用上の注意 

第１９条 契約者への通知 

当社から契約者への通知は、本条の定めにより行

われるものとします。 

２ 当社は、次の各号に定める事由が生じた時は、

その旨を契約者に通知します。 

(１) 本約款の変更 

(２) 新たなサービスおよび機能の追加 

(３) 料金等の変更 

(４) 本サービスの提供中断 

(５) その他の本サービスの提供条件の変更 

３ 当社から契約者への通知は、前項に基づきそ

の内容が契約者向けに通知された日に効力を生

じるものとします。ただし、前項第１号、第３号

および第５号は、第２条（約款の変更)に準じるも

のとします。 

 

第２０条 送信ファイルの管理と消失 

契約者は、送信するファイルについてウイルス等

が感染しないように、その予防に十分な注意を払

うものとします。契約者が送信したファイルによ

り本サービスが損害を被った場合には、その送信

を行った契約者に対して損害賠償請求をするこ

とがあります。 

２ 本サービス用設備の故障により契約者の送信

ファイルが消失したため発生した損害について、

当社は一切の責任を負わないものとします。 

 

第２１条 契約者の義務 

契約者は、本サービスを利用するにあたり、次の

行為を行わないものとします。 

(１) 有害なコンピュータプログラム等を送信ま

たは書き込む行為 

(２) 他の契約者のアカウントおよびパスワード



を不正に使用する行為 

(３) 他の契約者あるいは第三者の著作権その他

の知的財産権を侵害する行為 

(４) 他の契約者あるいは第三者を誹謗または中

傷したり名誉を傷つけるような行為 

(５) 他の契約者あるいは第三者の財産、プライバ

シーを侵害する行為 

(６) 選挙の事前運動またはこれに類似する行為 

(７) 公序良俗に反する内容その他若年者にとっ

て不適当な内容の情報、文章および図形等を他人

に公開する行為 

(８) 本サービスの運営を妨げるような行為 

(９) 法令に違反する行為 

(10) その他、前各号に該当するおそれのある行為

またはこれに類する行為 

２ 当社は、前項各号に掲げる内容のファイルそ

の他当社が本サービスの運営上不適切と判断し

たファイル等を削除することがあります。 

 

第９章 雑則 

第２２条 秘密保持 

当社は、本サービスの提供に関連して知り得た契

約者の秘密情報を第三者に漏洩しないものとし

ます。ただし、裁判所の発行する令状に基づく場

合はこの限りではないものとします。 

 

第２３条 反社会的勢力の排除 

契約者は、自らが暴力団、暴力団員またはこれら

に準ずる者等の反社会的勢力に該当しないこと

を表明し、保証します。 

２ 契約者は、自らまたは第三者を利用して、暴

力、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的な要求行為、詐

欺的な行為、業務を妨害する行為、名誉、信用等

を毀損する行為、その他これらに準ずる行為を行

わないことを表明し、保証します。 

３ 当社は、契約者が本条に違反した場合、催告、

通知その他の何らの手続きを要することなく即

時に契約の全部または一部を解除することがで

きるものとします。なお、解除権の行使は、当社

から契約者に対する損害賠償の請求を妨げるも

のではありません。 

 

第２４条 紛争の処理 

契約者と当社との間における一切の訴訟につい

ては、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合

意管轄裁判所とします。 

 

以上 


