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SimpleSTORESimpleSTORESimpleSTORESimpleSTORE２２２２〈〈〈〈シンプルストアシンプルストアシンプルストアシンプルストア２２２２〉〉〉〉利用規約利用規約利用規約利用規約    

 

第第第第１１１１条条条条（（（（目的目的目的目的））））    

SimpleSTORE２利用規約（以下「本規約」という）は、日通キャピタル株

式会社（以下「当社」という）が提供する SimpleSTORE２を利用するた

め当社に申し込み、当社が利用を認めた通信販売事業者に適用され

るものとします。 

 

第第第第２２２２条条条条（（（（用語用語用語用語のののの定義定義定義定義））））    

本規約における次の用語の意味は、以下のとおりとします。 

（１）「SimpleSTORE２」（以下「本サービス」という）とは、インターネット

が接続できる環境において、インターネット上で通信販売広告を行い、

購入者に商品の販売ができるカンタンＷｅｂショップ開設システムをい

います。 

（２）「ショップ」とは、当社が加盟を認めた加盟店および当社が利用を

認めた利用店で、本サービスに適用する本規約を承認したうえ申し込

みをした販売事業者をいいます。 

（３）「商品」とは、ショップが購入者に提供する商品・サービス等をいい

ます 

（４）「購入者」とは、本サービスを通じて、ショップが商品の販売等をす

る相手先である第三者をいいます。 

（５）「アカウント」とは、ユーザ ID、パスワード等、本サービスへのア 

クセス認証に使用される固有の識別子のことをいいます。 

（６）「注文情報」とは、本サービスにより購入者から収集するすべての

情報をいいます 

（７）「購入者個人情報」とは、「注文情報」のうち個人に関する情報で

あって、当該情報に含まれる氏名、住所その他の記述等により特定の

個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照会することがで

き、それにより特定の個人を識別することができるものを含む）をいい

ます。 

（８）「決済サービス」とは、当社がショップへ別途提供する日通キャピ 

タル e-決済サービスおよびクイック e-決済等のシステムを総称してい

います。 

（９）「電子メールサービス」とは、本サービスに付加された注文内容通

知メール等の送信サービスをいいます。 

 

第第第第３３３３条条条条（（（（提供区域提供区域提供区域提供区域））））    

本サービスの提供区域は、日本国内とします。 

 

第第第第４４４４条条条条（（（（本本本本サービスサービスサービスサービスのののの構成構成構成構成））））    

１．本サービスは、ショップが決済サービスを利用するにあたり、ショッ 

プが所有するウェブサイトからハイパーリンク等により連携して、当社

が作成する簡易なオンラインショッピングサイト（以下「本サービスサイ

ト」といいます）と、購入者からの注文を受けるための簡易なショッピン

グカート機能（以下「本サービスカート」といいます）をあわせたシステ

ム、および本サービスカートから収集した情報の照会・管理等を可能

ならしめるショップ管理システムを提供するものとします。 

２．本サービスで収集した注文情報については、ショップが取得・保

有・利用する情報として、一切の権利はショップに帰属します。 

３．本サービスカートを利用するシステム利用料およびショップ管理シ

ステムを利用するシステム利用料については、別途第２１条に規定の

利用料金に含むものとします。 

 

第第第第５５５５条条条条（（（（利用利用利用利用のののの申申申申しししし込込込込みみみみ））））    

１．新たに本サービスの利用を希望する者（以下「開設申込者」という）

は、以下に掲げる書面を当社に提出して新規利用を申請するものとし

ます。 

（１）当社所定の開設申込書 

（２）その他本サービスサイト作成のため当社が要求する資料 

２．開設申込者は以下の条件すべてに該当しているものとします。 

（１）当社の決済サービスの加盟店や利用店であるか、または、当社の

決済サービスの申し込みをした者 

（２）法人、あるいは個人の場合は店舗を有している者 

３．第１項の申請は本サービスの利用を保証するものではないものとし

ます。 

４．当社に提出された第１項の資料はいかなる場合もショップへの返

却はしないものとします。 

 

第第第第６６６６条条条条（（（（本本本本サービスサービスサービスサービスのののの利用利用利用利用））））    

１．当社からの本サービス利用開始承認通知（以下「承認通知」とい

う）にて、ショップは本サービスの利用ができるようになるものであり、承

認通知のショップへの発信日（以下「利用開始日」という）をもって当社

とショップの間で SimpleSTORE２業務委託契約（以下「本契約」という）

が成立するものとします。 

２．本契約は、本サービスが連携している当社の決済サービスの契約

が終了することで当然解除されるものとします。 

ただし、本契約の終了をもって、本サービスが連携している当社の決

済サービスの契約が解除されることはないものとします。 

 

第第第第７７７７条条条条（（（（委託業務委託業務委託業務委託業務のののの内容内容内容内容））））    

１．当社は、本規約の委託業務としてショップから以下の業務を受託

するものとします。 

（１）本規約第４条第 1 項に規定の本サービスカートのシステム運用に

関すること 

（２）ショップ向けのディレクトリー作成とＵＲＬ設定手続き、またはドメイ

ン取得に関すること 

２．当社は、本サービスでショップが自ら収集した注文情報に関する

購入者からの照会業務について委託業務として受託はできないもの

とします。 

３．当社は、ショップの事前の承認を得ることなく本規約の委託業務の

全部または一部を第三者に再委託することができるものとします。 

 

第第第第８８８８条条条条（（（（担当者連絡先担当者連絡先担当者連絡先担当者連絡先））））    

ショップは、本サービスの利用に際し本サービスの運用や照会等に関

する連絡先を、当社所定の手続きにより事前に当社に届け出るものと

します。 

 

第第第第９９９９条条条条（（（（アカウントアカウントアカウントアカウントのののの管理管理管理管理））））    

１．当社は、ショップへの本サービスの提供にあたって、アカウントを貸

与するものとします。 

２．ショップは貸与されたアカウントにより、当社システムへのアクセス 

権が認められたにすぎず、当社からシステムの譲渡や所有権の移転

等の許可をされたものではないことに同意するものとします。 

３．ショップは、貸与されたアカウントを責任を持って管理するものとし、

第三者の不正使用等に起因するすべての損害について責任を負い、

当社は一切の責任を負わないものとします。 

４．ショップは、第三者と本規約に規定する同等以上の内容で契約を

締結する場合に限り、自己の責任においてアカウントを当該第三者に

貸与することができるものとします。 

５．ショップは、第三者に貸与するアカウントについても、第３項同様に

責任を持って管理するものとします。 

６．ショップまたはショップからアカウントの貸与を受けている第三者が

使用するいかなる機器およびソフトウェアについて、当社は一切の動

作保証を行わないものとします。 

７．アカウントは、本契約の終了をもって無効とします。 

 

第第第第１０１０１０１０条条条条（（（（ショップショップショップショップのののの通信設備等通信設備等通信設備等通信設備等））））                

ショップは、本サービスの利用に際して、コンピュータ機器および通信

機器の設置、ソフトウェアおよびインターネット接続業者との契約等、

インターネットを接続するために必要な機器および環境を自己の費用

と責任において準備するものとします。 

また本サービスを利用するために要した電話料金、ショップ側で契約

されている専用線等の利用料および申請料金等は、ショップの負担と

します。 

 

第第第第１１１１１１１１条条条条（（（（禁止禁止禁止禁止されるされるされるされる行為行為行為行為））））    

本サービスにおいて、ショップによる次の各号の行為を禁止します。 

（１）他のショップのアカウントを不正に使用する行為 

（２）当社または第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する

行為 

（３）当社または第三者の財産、プライバシーまたは肖像権等を侵害

する行為 

（４）当社または第三者に対する差別、誹謗中傷または名誉、信用を

毀損する行為 
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（５）公序良俗に反するもの、青少年に有害と思われるもの、ポルノま

たは虐待に関する画像・映像・音声・文字等の掲載および収録媒体

等の物品販売等をする行為 

（６）特定商取引に関する法律・銃刀法・麻薬・ワシントン条約その他

関連条約等の法令の定めに違反するものを販売する行為 

（７）法令で許認可が義務付けられている商品について、必要とされる

許認可なしに販売する行為 

（８）商品券・プリペイドカード・印紙・切手・回数券その他の有価証券

等の金券類を販売する行為 

（９）インターネット上で、商品を販売する画面において、「特定商取引

に関する法律に基づく表示」に関する表示を一切行わない、または虚

偽の内容を表示する行為 

（１０）現金の立替、過去の売掛金の清算等、本サービスを通じての商

品販売に関係のない債権の回収に使用する行為 

（１１）無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘および運営する行為 

（１２）有害なコンピュータプログラムの送信等、当社による本サービス 

の提供または他のショップによる本サービスの利用に支障を生じさせ

る行為 

（１３）当社の利益に反する行為 

（１４）当社が不適当と判断する行為 

（１５）その他法令に反する行為 

 

第第第第１２１２１２１２条条条条（（（（取取取取りりりり扱扱扱扱うううう商品商品商品商品））））    

本サービスを通じておこなうオンラインショッピングにおいて取り扱う商

品は、ショップが当社所定の手続きに基づき届け出たものに限定され

ます。 

ただし、本規約第１１条各号に該当する商品があった場合、該当の商

品を除外しない限り本サービスの利用ができないものとします。また当

社決済サービスにおいて不適当と判断された商品についても、本サ

ービスの利用ができないものとします。 

 

第第第第１３１３１３１３条条条条（（（（販売方法販売方法販売方法販売方法））））    

１．ショップは、本サービスを通じて注文を受ける場合、購入者の氏名

および通知に必要な連絡先を記録するものと 

します。また、当該注文について、商品名称、数量、対価、付帯費用

等、注文内容を特定できる事項を記録するものとします。 

２．ショップは、本サービスを通じて注文されたものについて、安全確

実な方法で商品の提供をするものとします。商品の引渡しが遅延する

場合は、購入者に引渡し時期を通知するものとします。 

 

第第第第１４１４１４１４条条条条（（（（苦情処理等苦情処理等苦情処理等苦情処理等））））    

１．ショップの提供する商品の瑕疵、破損、アフターサービスの苦情ま

たは商品購入の取消、解約等に関するトラブルは、購入者とショップ

の間で解決するものとします。 

２．前項にもかかわらず、当社が購入者とショップ間の紛争に巻き込ま

れ、紛争解決に費用を支出したときは、ショップは、訴訟費用、弁護士

費用、購入者に対して支払った解決金その他当社の支出した一切の

費用につき、当社に支払うべき責めを負うものとします。 

３．本条第１項にもかかわらず、当社が購入者とショップ間の紛争に巻

き込まれた場合、当社はショップに必要な協力を求めることができま

す。 

 

第第第第１５１５１５１５条条条条（（（（権利義務等権利義務等権利義務等権利義務等のののの譲渡等譲渡等譲渡等譲渡等のののの禁止禁止禁止禁止））））    

ショップは、第三者に対し、本サービス上の地位の移転、本サービス

の提供を受ける権利、利用料金支払義務等本サービスに関連して発

生するすべての権利義務の譲渡、売買等の処分、名義変更または利

用上の地位もしくは権利義務に対する質権の設定その他担保提供を

することはできません。 

 

第第第第１６１６１６１６条条条条（（（（開設審査開設審査開設審査開設審査））））    

１．ショップは、本規約第５条の利用の申し込みで当社の審査（以下

「開設審査」といいます）を受けるものとします。 

２．ショップは開設審査の方法を当社に一任するものとし、開設審査

により本サービスが利用できない場合、または利用中に本契約が解

除となった場合でも、不服を申し立てないものとします。 

また、当社は開設審査の方法および理由についてショップまたは第

三者に開示しないものとします。 

３．開設審査において、ショップが申し込み時に提出した書類以外に、

ショップまたは販売商品に関する追加情報、資料または書類等が必

要となった場合、ショップは、当該情報、資料、または書類を提出 

する等当社に協力するものとし、一切の異議申し立て、請求等を行わ

ないものとします。 

４．本サービスの開設審査は、決済サービスの加盟店審査とは一切の

関連を有しませんが、加盟店審査にて決済サービスへの加盟または

利用ができなかった場合には、本サービスの利用もできないものとし、

第２項を準用します。 

 

第第第第１７１７１７１７条条条条（（（（通信利用通信利用通信利用通信利用のののの制限制限制限制限））））    

１．ショップによる行為またはそれに付随する二次的な結果として、当

社のサーバーに過大な負荷を与えた場合、またはおそれがある場合

は、ショップの利用を制限することがあります。 

２．前項に基づく利用の制限に関し、当社は一切の責任を負わないも

のとします。 

 

第第第第１８１８１８１８条条条条（（（（ショップショップショップショップにににに帰属帰属帰属帰属するするするするデータデータデータデータのののの管理管理管理管理））））    

１．当社サーバー内のショップに帰属するデータについては、ショップ

の責任においてショップ自身でバックアップをおこなう等して管理する

ものとします。 

２．本規約第１１条に該当する行為が発覚した場合、当社はショップに

事前に通知することなく、当社サーバー内のデータを削除できるもの

とします。 

３．期間満了、解約等により本契約が終了した場合に、購入者から当

社へショップが収集した注文情報についての削除依頼を受けたときに

は、ショップに事前に通知することなく当社サーバー内のデータを削

除できるものとします。 

４．本条第２項および第３項に基づくデータの削除に関し、当社は一

切の責任を負わないものとし、ショップは一切の異議申し立て、請求

等を行わないものとします。 

 

第第第第１９１９１９１９条条条条（（（（電子電子電子電子メールメールメールメールのののの配信制限配信制限配信制限配信制限））））    

本サービスを通じて送信された電子メールの受信者または通信事業

者各社による迷惑メール対策等により、電子メールサービスとして当

社が配信した電子メールの受信が拒否される場合があることに、ショッ

プは了承するものとし、これについて当社は一切の責任を負わないも

のとします。 

 

第第第第２０２０２０２０条条条条（（（（ドメインドメインドメインドメイン））））    

１．当社は、サービス向上のため、ショップに対する事前の通知なくし

て、ドメインの管理を行っている業者を変更することができるものとしま

す。 

２．前項に伴うドメインの変更が発生した場合、システム変更等の本サ

ービスの改修については、当社の責任と費用負担にて実施するもの

とします。ただし、ハイパーリンク等によりショップのウェブサイトからの

連携にかかわるシステムの改修については、ショップの責任と費用負

担にて実施するものとします。 

３．解約等により本契約が終了した場合、当該ショップのドメインは廃

止され、ディレクトリー等は削除されることとします。 

４．前項に基づくドメインの廃止またはディレクトリー等の削除に関し、 

当社は一切の責任を負わないものとします。 

 

第第第第２１２１２１２１条条条条（（（（利用料金利用料金利用料金利用料金））））    

１．本サービスに関する利用料金および支払方法等については、別

紙 SimpleSTORE２料金規定（以下「料金規定」という）に定めます。 

２．当社は、ショップの事前の承認なく、料金規定の改定または部分

的変更をおこなうことができるものとします。なお、料金規定の改定を

おこなう場合は、事前にショップへ通知するものとします。 

３．ショップから当社に支払われた本サービスに関する一切の料金等

は、当社が別途定めた場合を除いて、返還はしないものとします。 

４．第１項の利用料金および支払方法等については、料金規定と開

設申込書にて金額や条件が相違する場合、開設申込書を優先するこ

ととします。 

 

第第第第２２２２２２２２条条条条（（（（延滞利息延滞利息延滞利息延滞利息））））    

１．ショップが利用料金その他の債務について支払期日を過ぎてもな
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お履行しない場合は、ショップは支払期日の翌日から支払日の前日

までの日数に、年６%の割合で計算される金額を、延滞利息として利

用料金その他の債務と一括して当社が指定した日までに指定する方

法で支払うものとします。 

２．前項に基づく支払いに必要な振込手数料その他の費用は、全て

当該ショップが負担するものとします。 

 

第第第第２３２３２３２３条条条条（（（（申込事項申込事項申込事項申込事項のののの変更変更変更変更））））    

１．ショップは、本規約第５条の利用申し込みののち、開設申込書で

届け出た内容が変更になった場合は、すみやかに所定の手続きによ

り、当社に届け出るものとします。 

２．当社は、前項のショップの届け出が当社に到着しなかった場合に

おける損害については一切責任を負わないものとします。 

３．法人のショップが合併その他の理由により、その地位の承継があっ

たときは、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等

は、承継したことを証明する書類を添えて、承継の日から１箇月以内

にその旨を当社に届け出るものとします。 

４．個人事業者のショップで申込者が死亡した場合等での代表者に

かかる変更はできないものとします。 

 

第第第第２４２４２４２４条条条条（（（（ショップショップショップショップへのへのへのへの通知通知通知通知））））    

当社からショップへの通知は、通知内容を電子メール、書面または当

社の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

行います。 

 

第第第第２５２５２５２５条条条条（（（（提供提供提供提供のののの停止停止停止停止））））    

１．当社は、本サービスの保守のためショップへ事前に通知を行い、

本サービスを一時停止することができるものとします。ただし、保守が

急を要するものであると当社が判断した場合、ショップに事前に通知

することなく、いかなる場合でも本サービスを一時停止することができ

るものとします。 

２．本サービスに関する利用料金の支払いをショップが遅延した場合、

当社は、ショップに事前に通知することなく、直ちに本サービスの提供

を停止することができるものとします。 

３．第１項または第２項に基づく本サービスの一時停止等に関し、当

社は一切の責任を負わないものとします。 

４．不測の事故等のやむを得ない事由により、本サービスの遅延また

は中断、停止等が発生した場合も、当社は一切の責任を負わないも

のとします。 

 

第第第第２６２６２６２６条条条条（（（（当社当社当社当社のののの免責免責免責免責））））            

１．ショップは、オンラインショッピングの内容、質、取引の安全等の一

切について、自己の責任と費用で対処し、当社は、これについて一切

の責任を負わないものとします。 

２．ショップと購入者または第三者の紛争に関し、当社は一切の責任

を負わないものとします。 

３．当社はオンラインショッピング機能を貸与するものとし、そのデータ 

保管を保証するものではありません。 

４．その他当社の責に帰する事項のない結果について、当社は一切

の責任を負わないものとします。 

 

第第第第２７２７２７２７条条条条（（（（契約期間契約期間契約期間契約期間））））    

本契約期間は、本規約第６条第２項に規定する期間とします。 

 

第第第第２８２８２８２８条条条条（（（（本規約本規約本規約本規約のののの範囲範囲範囲範囲およびおよびおよびおよび変更変更変更変更））））    

１．当社がインターネットを通じて随時発表する諸規定は、本規約およ

びその他当社が定める規約等（以下「その他の規約」という）の一部を

構成し、これを優先するものとします。 

２．当社はショップに事前の承諾を得ることなく、いつでも本規約およ

びその他の規約を変更することができるものとします。 

３．本規約に定めのない事項は、その他の規約の記載事項に従うもの

とします。 

４．変更後のサービス規約およびその他の規約については、当社が

別途定める場合を除いて、オンライン上に表示された時点より効力を

発するものとします。 

 

    

第第第第２９２９２９２９条条条条（（（（ショップショップショップショップによるによるによるによる解約解約解約解約））））    

ショップは、解約を希望する月の前月末日までに、当社の定める方法

により、その旨を当社に通知することで本契約を解除できるものとしま

す。 

 

第第第第３０３０３０３０条条条条（（（（当社当社当社当社によるによるによるによる解約解約解約解約））））    

１．ショップまたはショップからアカウントの貸与を受けている第三者が

次の各号の一に該当する場合、当社はショップに催告なく本契約を

解除できるものとします。 

（１）ショップにかかる本サービスの申し込み内容が事実に反する場合 

（２）ショップが本サービスにおいて本規約第１１条に該当する行為を

した場合 

（３）購入者または第三者から当社に苦情があり、当社が不適切と判

断した場合 

（４）本規約の条項、当社からの指導のいずれかに違反した場合 

（５）当社サービスの運営を妨害した場合 

（６）自らの債務不履行により、差押、仮差押、仮処分等強制執行を受

けた場合 

（７）任意整理手続が開始された場合、または破産手続開始、民事再

生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算の申立がなされた

場合 

（８）解散、分割または営業の全部または重要な一部の譲渡を決議し

た場合 

（９）監督官庁から営業取消、営業停止等の処分を受けた場合 

（１０）利用料金等の支払い債務の履行を遅滞し、または支払いを拒

否した場合 

（１１）当社に届け出た連絡先に対し、当社からの電話、ファクシミリ、 

電子メール等による連絡が取れない場合 

２．前項による本契約の解除は、当社のショップへの損害賠償の請求

を妨げないものとします。 

３．第１項による本契約の解除に関し、当社は一切の責任を負わない

ものとします。 

 

第第第第３１３１３１３１条条条条（（（（秘密保持秘密保持秘密保持秘密保持））））    

１．ショップおよび当社は、本サービスを利用または提供する上で知り

得た、相手方の営業上の情報、技術情報、ノウハウ、経営情報（名称、

住所等）等の一切の情報（以下「秘密情報」という）を保持し、本規約

第２７条に規定する契約期間中はもとより、同期間終了後においても、

相手方の書面による事前の承諾なくして、他のショップまたは第三者

に開示、漏洩、もしくは、本サービスを利用または提供する以外のい

かなる目的のためにも使用してはならないものとします。 

２．前項の規定にかかわらず、次の情報は、秘密情報にあたらないも

のとします。 

（１）相手方より開示を受ける際に、すでに自ら所有していたことを立証

できるもの 

（２）第三者から適法に秘密保持義務を負わずに入手したことを立証

できるもの 

（３）相手方より開示を受ける際に、すでに公知公用であったもの 

（４）相手方より開示を受けた後、自己の故意または過失によらず公知

公用となったもの 

（５）相手方より開示された情報によらず、独自に創作、開発したもの 

３．ショップおよび当社は、刑事訴訟法もしくは通信傍受法等の法令

に基づく強制処分、また裁判所の命令による場合等法令上開示義務

が認められる場合には、第１項の秘密保持の義務を負わないものとし

ます。 

 

第第第第３２３２３２３２条条条条（（（（購入者個人情報購入者個人情報購入者個人情報購入者個人情報のののの保護保護保護保護））））    

１．ショップは、個人情報の保護を図るため、本サービスにて収集した

購入者個人情報を、適正に取り扱わなければならないものとします。 

２．購入者個人情報は、ショップの責任において収集し、決済サービ

スに連携するものとします。 

３．当社は、前項に規定のとおり、決済サービスに連携される注文情

報を、本サービスの運用をする目的のために利用・保有するものとし

ます。 

４．ただし、当社は、利用・保有する注文情報を、本サービスの契約期

間内においては、ショップからの要請により削除するものとします。 

 



4 

第第第第３３３３３３３３条条条条（（（（ショップショップショップショップ個人情報個人情報個人情報個人情報のののの収集収集収集収集、、、、利用利用利用利用、、、、提供提供提供提供にににに関関関関するするするする同意同意同意同意））））    

１．ショップは、次の内容に同意するものとします。 

（１）当社が、ショップに本サービスを提供するため、ショップの代表者

等に関する個人情報（以下「ショップ個人情報」という）を収集し利用

すること 

（２）当社が、本サービスを提供するうえで、ショップ個人情報が事実と

相違ないことを確認するために調査をおこなうこと 

（３）当社および当社の関係会社がショップへの本サービスの提供に

必要な範囲で、ショップ個人情報を相互に利用・保有すること 

（４）当社が、新サービスの案内、メンテナンス（障害情報含む）のお知 

らせ等、ショップに有益かつ必要と思われる情報の提供のためにショ

ップ個人情報を利用すること 

（５）当社が、本契約の解除後、業務の遂行上必要となる提供者から

の問合せ、確認およびサービス向上にむけた意見収集のためにショ

ップ個人情報を利用すること 

（６）当社が、ショップへ本サービスを提供するうえで、当社が提携する

委託先に対して、ショップ個人情報を提供する場合があること 

（７）当社が、当社の実施するキャンペーン等のイベントのお知らせ、

アンケート依頼、統計資料の作成等を目的として、ショップ個人情報

を利用すること 

２．ショップは、当社が国の機関または地方公共団体等から要求され

た場合で当社が相当と認める場合には、ショップ個人情報等を当該

機関に当社が開示する場合があることに同意するものとします。 

 

第第第第３４３４３４３４条条条条（（（（ショップショップショップショップ個人情報個人情報個人情報個人情報のののの利用利用利用利用、、、、提供提供提供提供のののの中止中止中止中止のののの申申申申しししし出出出出））））    

ショップは、当社に対し本規約第３３条第１項第７号の利用について、

所定の手続に従い利用の停止を申し出ることができるものとします。な

お、ショップは、本規約第３３条第１項第１号および第６項の同意事項

について、本サービスの提供を維持するために必要不可欠な情報で

あることに鑑み、当社に対して個人情報の利用や提供の中止の申し

出をおこなうことはできないものとします。 

 

第第第第３５３５３５３５条条条条（（（（ショップショップショップショップ個人情報等個人情報等個人情報等個人情報等のののの開示開示開示開示、、、、訂正訂正訂正訂正、、、、削除削除削除削除））））    

１．ショップは当社に対して、所定の手続をとることにより、当社に登録 

された自己の個人情報を開示するよう請求することができるものとしま

す。 

２．ショップは当社に対して、前項の開示請求に基づき、登録された個

人情報に誤りがあった場合、情報の訂正または削除ができるものとし

ます。 

３．当社はショップから前項の削除によって、ショップへの本サービス

提供に支障をきたす恐れのある場合には、本契約を解除することがで

きるものとします。 

 

第第第第３６３６３６３６条条条条（（（（知的財産権知的財産権知的財産権知的財産権のののの権利帰属権利帰属権利帰属権利帰属））））    

本サービスに関連して提供される教材およびマニュアル等に関する

著作権その他一切の知的財産権は、当社に帰属するものとします。

ショップは、当社の書面による承認なく、複製、転載、編集等できない

ものとし、本契約の解除後はすみやかに返却または廃棄するものとし

ます。また、ショップによる第三者への提供もできないものとします。 

 

第第第第３７３７３７３７条条条条（（（（法令遵守法令遵守法令遵守法令遵守））））    

ショップおよび当社は、本規約に関連する法令を遵守するものとしま

す。 

 

第第第第３８３８３８３８条条条条（（（（準拠法準拠法準拠法準拠法））））    

本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものと

します。 

 

第第第第３９３９３９３９条条条条（（（（合意管轄裁判所合意管轄裁判所合意管轄裁判所合意管轄裁判所））））    

本サービスの利用に関してショップと当社の間に係争が発生し、訴訟

により解決する必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の

専属合意管轄裁判所とします。 

 

第第第第４０４０４０４０条条条条（（（（協議協議協議協議））））    

本規約に規定のない事項その他条項に関し、疑義を生じた場合には、

双方が協議のうえ円満に解決にあたることとします。 

 

    

別紙別紙別紙別紙    SimpleSTORESimpleSTORESimpleSTORESimpleSTORE２２２２〈〈〈〈シンプルストアシンプルストアシンプルストアシンプルストア〉〉〉〉料金規定料金規定料金規定料金規定    

 

SimpleSTORE２料金規定（以下「本規定」という）は、日通キャピタル株

式会社（以下「当社」という）が提供する SimpleSTORE２（以下「本サー

ビス」という）の利用にあたり、SimpleSTORE２利用規約（以下「本規

約」という）第２１条の利用料金について以下のとおり定めるものとしま

す。 

 

第第第第１１１１条条条条（（（（利用料金利用料金利用料金利用料金））））    

利用料金は以下の各号とします。 

（１）初期費用 

（２）月額利用料 

（４）随時費用 

 

第第第第２２２２条条条条（（（（初期費用初期費用初期費用初期費用））））    

１．初期費用は以下の金額とします。 

初期費用 15,750 円 

２．第１項の費用は消費税相当額を含むものとします。 

 

第第第第３３３３条条条条（（（（月額利用料月額利用料月額利用料月額利用料））））    

１．月額利用料は以下の金額とします。 

月額利用料 7,350 円 

２．前項の費用は消費税相当額を含むものとします。 

 

第第第第４４４４条条条条（（（（随随随随時費用時費用時費用時費用））））    

随時費用として、本規定第２条第２項に規定の範囲を超えるものにつ

いては、当社は事前に通知のうえ、ショップに見積り書等での提示を

するものとします。 

 

第第第第５５５５条条条条（（（（費用費用費用費用のののの請求請求請求請求））））    

１．初期費用は、本サービスの利用開始日の帰属する月の翌月末日

までに支払ができるように、当社はショップに請求するものとします。 

２．月額利用料は、本サービスの利用開始日の帰属する月の翌月分

より、当月末日までに支払ができるように当社はショップへ請求するも

のとします。 

３．随時費用は、発生の都度請求するものとします。 

 

第第第第７７７７条条条条（（（（支払支払支払支払））））    

１．ショップは当社からの請求月の末日までに、当社の指定する口座

に振り込みにより支払うものとします。 

２．前項の振り込みにかかる銀行振込手数料はショップの負担としま

す。 

３．本サービスの停止や解除等ショップが本サービスを利用しない場

合であっても、一旦当社に支払われた利用料金については、ショップ

への返金はしないものとします。 

 

第第第第８８８８条条条条（（（（本規定本規定本規定本規定のののの適用適用適用適用））））    

本規定は、本規約利用開始日をもって適用するものとします。 

 

第第第第９９９９条条条条（（（（準拠法準拠法準拠法準拠法））））    

本規定に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものと

します。 

 

第第第第１０１０１０１０条条条条（（（（協議協議協議協議））））    

本規定に定めのない事項に関しては、当社からショップに提示する本

規約やその他の規約、請求書、見積書等によるものとし、疑義が生じ

た場合には、双方が協議のうえ円満に解決にあたることとします。 

 

 


