
保険代理店向け利用規約 
 
この規約（以下「本規約」といいます。）は SEIMEI 株式会社（以下「当社」といいます。）
が提供する「ソリシター君」（以下「本サービス」といいます。）の利用に関して、保険代理 
店（本店及び支店を含み、以下、総称して「代理店」といいます。）向けの利用条件を定め
るものであり、本サービスをご利用いただく全てのお客様（個人、法人及び団体の全てを含
みます。）に適用されます。お客様は、本サービスをご利用いただく前に、本規約をよくお
読みください。  
 
第１条 （本サービスの概要）  
本サービスは、音声及びテキスト等の認識プログラムによる保険関連情報の効率的かつ最 
適な検索、及び業務情報管理等を可能とする、自己利用を目的とした業務用アプリケーショ 
ンです。  
 
第２条 （本規約への同意）  
１ お客様は、本規約に従って本サービスを利用するものとし、本規約に同意しない限り本 
サービスを利用できません。本サービスに関して当社とお客様との間で別途合意した契約 
及び当社が配布、配信若しくは掲示する文書等（以下、総称して「個別利用規約等」といい 
ます。）に規定する内容は、当該お客様との間で本規約の一部を構成するものとします。個 
別利用規約等の内容が、本規約の内容に抵触する場合には、個別利用規約等の内容が優先す
るものとします。  
２ 個別利用規約等において別段の定めのない限り、本サービスのユーザー登録が完了した 
時点をもって、お客様と当社の間で、本規約に従った本サービス利用契約（以下「本利用契 
約」といいます。）が成立します。  
３ お客様は、本サービスを利用する募集人及び使用人（使用人には従業員等を含むものと 
し（以下、同じとします。）、募集人及び使用人について、第４条において定義します。）に 
対し、本規約に従った利用をさせるものとし、募集人及び使用人が本規約に反する行為を行
った場合には、当社の指示に従い、自己の責任をもって対処するものとします。  
 
第３条 （本規約の改訂・変更）  
１ 当社は、以下の場合に、当社の裁量により、本規約を変更できるものとします。  
(1) 利用規約の変更がユーザーの一般の利益に適合するとき  
(2) 利用規約の変更が本利用契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容 
の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき  
２ 当社は、本規約を変更する場合には、変更後の利用規約の効力発生日の１ヶ月前までに、
ユーザーに当該変更内容を当社の運営するウェブサイト（http://seimei.co/seimei/ ｛理由

http://seimei.co/seimei/


の如何を問わず、当該ウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後の
ドメイン等を含みます。｝以下「当社ウェブサイト」といいます。）又は本サービスの利用画
面に表示するものとし、変更後の本規約の効力発生日以降にユーザーが本サービスを利用
した場合、又は当社の定める期間内に当社指定の方法による本サービスの退会手続きをと
らなかった場合には、ユーザーは、本規約の変更に同意したものとみなします。  
 
第４条 （定義）  
１ 「ユーザー」とは、当社が指定する方法により、第５条に基づきユーザーとしての登録 
申請をし、当社が当該申請を承認した代理店たる個人、法人及び団体をいいます。  
２ 「募集人及び使用人」とは、ユーザーたる代理店に所属し又は契約関係を有する個人で 
あって、当社及びユーザーの承諾のもと本サービスの利用、閲覧をすることができる者をい
います。  
３ 「コンテンツ」とは、ユーザー及び募集人及び使用人が本サービスにおいて、アクセス 
することのできる情報（文章、画像、動画、音声その他サウンド、イメージ、ソフトウェア、
プログラム、コードその他のデータを含みますが、これに限られません。）をいいます。  
４ 「アカウント」とは、ユーザー及び募集人及び使用人が本サービスを利用するための資
格又は権利をいいます。  
 
第５条 （ユーザー登録）  
１ ユーザー登録を希望するお客様は、本規約を遵守することに同意し、当社の定める方法 
に従い、募集人及び使用人の承諾を得た上で、本サービスを利用し得る自己に所属又は契約
関係を有する募集人及び使用人の数、当該募集人及び使用人が保有する一般社団法人生命
保険協会に登録する募集人登録番号及び一般社団法人日本損害保険協会に登録する募集人
ID（当該募集人及び使用人が当該募集人登録番号及び当該募集人 ID の双方を保有される場
合には双方を指すものとします。以下同じ。）その他当社が求める一切の情報（以下「お客
様情報」といいます。）を当社に提供することにより、ユーザー登録の申請（以下「登録申
請」といいます。）をすることができます。また、お客様は、かかる情報の提供に必要な一
切の手続き（個人情報保護法その他関係法令に従い、情報主体の同意を要する場合には、か
かる同意の取得もこれに含みます。）を、自己の責任で行うものとします。かかる申請があ
った場合、当社は、別途当社の定める審査基準に従って審査し、当該申請を承認する場合に
は、その旨の通知を行い別途合意した数のアカウントを発行します。  
２ お客様は、前項の登録申請をするに際し、当社に対して、真実かつ正確な情報を提供し 
なければならず、かかる情報に変更があった場合、自己の責任において速やかに情報を修正 
又は変更するものとします。また、次条に定める電子機器情報等に変更があった場合には、
速やかに当社に申し出るものとします。お客様情報の内容に虚偽、誤り、記載漏れないし通 
知懈怠があったことによりお客様に損害が生じたとしても、当社は一切責任を負わず、これ 



らにより当社に損害が生じた場合、お客様は当社に対して、その損害を賠償するものとしま 
す。  
３ 第１項の募集人及び使用人の数やアカウント数を変更する必要が生じた場合、当社及び 
お客様はかかる変更の申し出をすることができ、誠実に協議するものとします。かかる申し
出時の他、募集人及び使用人の数やアカウント数に関して疑義が生じた場合、当社はお客様 
に対して、合理的に必要とされる資料の提出を求めることができ、お客様は当社の指示に従 
ってこれを提出するものとします。  
４ 当社は、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合には、登録申請を承諾しないこと 
があります。  
(1) 登録申請にあたって当社に提供された情報の全部又は一部につき、虚偽、誤り又は記載 
漏れがあった場合  
(2) 申請者が、当社の定める方法により、申請者のウェブサイト上で取扱保険会社の掲載を
していない場合  
(3) 申請者が、本サービスにつき、本サービスの利用停止措置を受けたことがあり又は現在 
受けている場合  
(4) 過去に、本利用契約その他当社との間で締結した契約上の義務の履行を怠ったことがあ
る場合  
(5) 第１５条第１項第６号に該当すると当社が判断した場合  
(6) その他、当社が申請を適当でないと判断した場合  
 
第６条 （アカウントの管理）  
１ お客様は、ユーザー登録後、自己の責任において ID 及びパスワードを厳重に管理・保
管するものとし、これを第三者に利用させ、又は共有、貸与、譲渡、名義変更、売買等をし
てはならないものとします。当社は、ID 及びパスワードの組み合わせの一致を確認した場 
合、当該 ID を保有するものとして登録されたお客様が本サービスを利用したものとみな 
します。  
２ お客様は、自己に所属する募集人及び使用人に対してのみ、自己のアカウントを用いて、 
本サービスを利用、閲覧させることができるものとします。なお、当該アカウントを用いて 
本サービスを利用できる電子機器は、お客様が募集人及び使用人に対して業務上貸与ない 
し利用させる特定の電子機器に限るものとし、お客様は前条の登録申請時に該当の電子機 
器の型番及びその他当社が求める機器に関する一切の情報及び資料（以下「電子機器情報等」 
といいます。）を、当社が定める方法に従って提出するものとします。  
３ お客様は、募集人及び使用人が業務を停止した場合、他の別の法人又は団体に移籍した 
場合、他の代理店を設立した場合又は別の本店ないし支店に移籍した場合、自己との契約関 
係が終了した場合、その他アカウントを利用させることが適当でないと当社が判断する場 
合において、自己の責任で募集人及び使用人がアカウントを利用できないための必要な一 



切の措置（アクセス制御、アカウントの廃止手続き等を含むがこれらに限られません。）を 
とるものとします。  
４ 前項の措置に疑義が生じた場合は、当社は、お客様に対し、当社が事実確認のために合 
理的に必要と判断する資料の提出を求めることができ、お客様はこれに従うものとします。  
５ アカウントの管理不十分又は第三者の使用等による損害の責任は、お客様が負うものと 
し、当社は一切の責任を負いません。  
６ お客様は、アカウントが盗用され又は第三者に使用されていることが判明した場合には、 
直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。  
７ お客様は、登録申請時の事由に変更が生じた場合、当社の判断によりアカウントが停止 
される可能性があることを、あらかじめ承諾するものとします。  
８ 募集人及び使用人は、ユーザーに所属する限りにおいて、アカウントを用いて、ユーザ
ーから貸与ないし利用を認められる特定の電子機器により、本サービスを利用、閲覧するこ
とができるものとし、お客様は、募集人及び使用人が当該特定の電子機器以外の電子機器に
てアカウントを用いて本サービスを利用することができないよう、適切な措置をとるもの 
とします。  
９ 募集人及び使用人が業務を停止した場合、他の別の法人又は団体に移籍した場合、他の 
代理店を設立した場合又は別の本店ないし支店に移籍した場合には、募集人及び使用人は、 
所属していたユーザーのアカウントを用いて本サービスの閲覧その他一切の利用をするこ
とができなくなります。  
１０ 当社は、お客様が本条に反し又は反するおそれがあると当社が判断した場合には、当 
社の裁量により、何らの通知を行うこともなく、お客様、募集人及び使用人に対して、本サ
ービスの利用の一時停止若しくは制限、アカウントの削除又は本利用契約の解除等の措置 
（以下「利用停止等」といいます。）を講じることができるものとします。なお、利用停止 
等の後も、お客様は、当社に対する一切の義務及び債務（損害賠償債務を含むが、これに限 
られない。）を免れません。  
１１ 当社は、利用停止等によってお客様に損害が生じた場合であっても、かかる責任を負 
わず、お客様が、本条に反し、当社に損害が生じた場合（当該行為が原因で、当社が第三者 
から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含みます。）には、お客様は当社に対し、全
ての損害を賠償するものとします。  
 
第７条 （情報の第三者提供）  
１ お客様は、お客様情報、本サービスの利用に際して入力又は提供した一切の情報、本サ
ービス内での操作履歴の情報や利用状況に関する情報及びその他行動ログ等並びにこれら 
の統計情報（以下これらを総称して「利用情報等」といいます。）を、当社が、当社と本サ
ービスに関し契約を締結し、かつお客様と取引関係のある保険会社（以下「契約保険会社」
といいます。）に対して提供すること、及び契約保険会社の親会社、子会社、兄弟会社及び



関連会社（以下、契約保険会社と併せて「契約保険会社等」といいます。）に対して提供す
ることがあることを、あらかじめ承諾するものとします。なお、当社は、契約保険会社等以
外の第三者に対し利用情報等を提供することはありません。  
２ 契約保険会社等及び当社は、前項の利用情報等を、契約保険会社等及び当社が提供する
サービス及び商品等の提供、お客様に対する広告配信及び広告効果の分析等のみを目的と
して、利用します。 
３ お客様は、第１項の利用情報等を、前項の目的のために契約保険会社等及び当社が利用
することを、あらかじめ承諾するものとします。  
４ 前三項の規定は、募集人及び使用人にも適用されるものとし、お客様は自己に所属する
募集人及び使用人に対し、あらかじめ当該事項について承諾させるものとします。  
 
第８条 （本サービスの利用等）  
１ お客様は、本規約に定める目的の範囲内で、自己の責任をもって、保険関連情報及び自 
己の業務情報のアップロード及び更新等を行い、又は、契約保険会社等が任意に提供する限
りにおいて、保険会社からアップロードされた情報の提供を受けるものとします。また、お
客様は、自己の責任をもって、アップロードする保険関連情報及び自己の業務情報が最新の
内容となるようにし、保険会社からアップロードされた最新の情報の提供を受けるものと
します。  
２ 前項の他、お客様は本規約に定める目的の範囲内で、当社が提供する状態でのみ本サー
ビスを利用するものとし、本サービスの複製、修正、変更、改変又は翻案を行ってはなりま
せん。  
３ お客様は、本サービスを自己のために利用し、又は当社の認める範囲内で募集人及び使 
用人に利用させることができ、当社と合意した場合を除き、販売、配布、開発、商業目的そ
の他自己利用（当社が認める範囲で募集人及び使用人に利用させることも含みます。）以外 
の目的で利用してはなりません。  
４ 前各項の他、当社が本サービスの利用方法について個別に定める場合、お客様はこれに 
従うものとします。なお、本サービス上に表示される各種コンテンツの種類、内容及び分量 
については、保険会社その他のコンテンツ提供元との約定条件、お客様が締結している契約 
関係によって異なるものとし、お客様は、これらの事情によって表示されるコンテンツが随 
時変更され得ることを、あらかじめ承諾するものとします。  
５ 本サービスの各種機能及び関連オプション機能等について、当社は個別の通知等をする 
ことなく、変更、開発、拡張することができるものとします。本サービスの最新の機能等に 
ついては、本サービス又は当社ウェブサイト上において確認するものとします。  
６ 当社は、お客様が本サービスを利用することに付随して、当社が別途指定する方法に従
い利用可能なポイントを無償で付与することがあります。お客様は、当該ポイントを受ける
に当たり、当該ポイントが当社による保険契約者又は被保険者に対する利益供与ではない



ことを予め確認するとともに、いかなる方法であるかを問わず、保険契約者又は被保険者に
対し、当該ポイント（当該ポイントを通じて取得した物品その他の財産的価値を有する物を
含みます。）を提供するその他の利益供与を行わないことを確認するものとします。 
７ 当社は、お客様との個別の定めに基づき、本サービスの導入支援その他本サービスの導 
入及び利用に関する各種サポートを行うことができます。  
８ お客様は、自己の責任で、本サービスを利用して取得する各種情報に関し、データのバ
ックアップを取る等必要な措置を講じるものとし、当社はお客様の情報に関するデータの
バックアップを取る義務等を一切負わないものとします。ただし、情報の保管管理について、 
別段の契約を締結した場合は、この限りではありません。  
 
第９条 （表明保証）  
１ お客様は、本サービスの利用に際し、法令、規約及び保険会社その他第三者との契約及
び合意内容を遵守するものとします。  
２ 前各号について疑義が生じた場合、当社はお客様に対して、事実確認のために合理的に 
必要と判断する資料の提出を求めることができ、お客様はこれに従うものとします。  
 
第１０条 （募集人及び使用人への説明義務等）  
お客様は、募集人及び使用人に対し、本サービス及び本規約の内容について十分説明を行っ
た上で、本規約上の自己と同等の義務を遵守させるものとします。  
 
第１１条 （権利の帰属）  
本サービスのコンテンツに関する一切の著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その 
他の知的財産権（それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を 
含みます。）は、当社又は当社に権利を許諾する第三者に帰属します。お客様は、当該権利 
が帰属する者の個別の許諾を得ることなく、本サービスの目的の範囲を超えてコンテンツ 
を使用し又は公開してはなりません。  
 
第１２条 （情報の取扱い）  
１ 当社は、お客様より提供を受けたお客様情報及びその他の情報について、本規約第７条 
及びプライバシーポリシーその他の規程に従い、適切に取り扱うものとします。  
２ 当社は、お客様が提供した情報等に基づき生成された統計情報を、本サービスの提供及
び運用、本サービス内容の改良及び向上、並びにこれらに付随関連する業務等の目的のため 
に利用し、又は個人を特定できない形での統計的な情報として利用することができるもの 
とし、お客様はあらかじめこれを承諾し、また募集人及び使用人にも承諾させるものとしま
す。  
３ 当社は、お客様が提供した情報及び統計情報を運営上一定期間保存していた場合であっ



ても、これらの情報を半永久的に保存する義務を負わないものとし、当社は当社の裁量に従 
って、当該情報を削除することができるものとします。かかる削除によって、お客様に損害 
が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。  
４ お客様は、自己の責任で、自己に所属する募集人及び使用人に対し、本条の内容につい
て承諾させるものとします。  
 
第１３条 （禁止行為）  
お客様は、本サービスの利用にあたり、自ら又は第三者をして、以下の各号のいずれかに該
当する行為をしてはならず、また、以下の各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易に 
してはなりません。  
(1) 同一アカウントで同時にログインする行為（二重ログイン行為）  
(2) 保険会社の引受目安を第三者に提示、開示等する行為（募集資料への掲載及び利用を含 
むが、この限りでありません。）  
(3)当社又は他のお客様その他の第三者の知的財産権、名誉、その他の権利若しくは利益を 
侵害する行為又はそのおそれのある行為  
(4) 本サービスの誤作動を誘引する行為  
(5) 虚偽報告その他これに準ずる行為  
(6) 本サービスが通常意図しないバグを利用する動作又は通常意図しない効果を及ぼす外 
部ツールの利用、作成又は頒布を行う行為  
(7) 本サービス又は当社サーバー等に過度の負担をかける行為  
(8) 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する 
行為及びこれらを助長する行為又はそのおそれのある行為  
(9) 当社又はその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為  
(10)当社又はその他の第三者対し虚偽の事実を申告する行為  
(11)公序良俗に反し又は善良な風俗を害するおそれのある行為  
(12)本サービスに接続されたシステムに権限なく不正にアクセスし又は当社設備に蓄積さ
れた情報を不正に書き換え若しくは消去する行為  
(13)本サービス及びコンテンツを複製、譲渡、貸与又は改変する行為  
(14)本規約及び本サービスの趣旨・目的に反する行為  
(15)その他、当社が禁止する行為  
 
第１４条 （情報提供） 
１ ユーザーは、第５条に定めるほか、当社が求める場合、本サービスを利用し得る自己に
所属又は契約関係を有する募集人及び使用人が保有する一般社団法人生命保険協会に登録
する募集人登録番号及び一般社団法人日本損害保険協会に登録する募集人 ID を含むお客
様情報その他当社が指定する情報を、当社に提供する義務を負うものとします。 



２ 当社は、お客様が前項の義務に違反した場合、当該お客様に対し、利用停止等を講じる
ことができるものとします。 
 
第１５条（規約違反の場合の措置等）  
１ 当社は、民法５４２条に定めるものの他、お客様が次の各号の一に該当し又は該当する 
おそれがあると当社が判断した場合には、当社の裁量により、何らの通知も行うことなく、 
当該お客様に対し、利用停止等を講じることができるものとします。  
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合  
(2) 当社に提供された情報の全部又は一部につき虚偽の事実があることが判明した場合  
(3) 登録申請時の情報ないし事由等に変更が生じ、本サービスの運営に支障が生じると当社
が判断した場合  
(4) 業務を停止ないし廃止等した場合  
(5) 当社からの問い合わせ、本規約に定める情報や資料の開示提出要求その他の回答を求め
る連絡に対して３０日又は別途当社が指定した期間を超えて応答がない場合  
(6) 反社会的勢力等であるか、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若 
しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を 
行っていると当社が判断した場合  
(7) 本サービスの運営、保守管理上必要であると当社が判断した場合  
(8) 当社又はその他の第三者に対する業務妨害、名誉毀損ないし信用毀損  
(9) その他前各号に類する事由がある場合  
２ お客様は、利用停止等の後も、当社に対する本利用契約上の一切の義務及び債務（損害 
賠償債務を含みますが、これに限りません。）を免れるものではありません。  
３ 当社は、本条に基づき当社が行った行為によりお客様に損害が生じた場合であっても、 
かかる責任を負わず、利用停止等後も、当該お客様及び募集人及び使用人に関し当社が取得 
した情報を保有・利用することができるものとし、お客様はこれを承諾し、また募集人及び 
使用人に承諾させるものとします。  
４ 当社は、お客様が第１項各号に該当し又は該当するおそれがあると当社が判断した場合 
その他当社が必要と認める場合には、お客様に対し、違反行為の中止を求めることがあり、 
お客様は、当社が定める期間内に当該求めに応じるものとします。  
 
第１６条 （利用終了）  
１ お客様は、当社の定める方法により、いつでも本サービスを退会することができます。  
２ 誤ってアカウントを削除した場合その他理由の如何を問わず、ユーザーとしての権利を 
失った場合、かかるユーザーは、アカウント、閲覧履歴等の情報を利用することができなく 
なることをあらかじめ承諾するものとします。  
３ お客様は、本サービス退会後も、当社及び第三者に対する本利用契約上の一切の義務及



び債務（損害賠償債務を含みますが、これに限りません。）を免れるものではありません。  
４ 当社は、お客様がユーザーとしての利用を終了し又は本サービスを退会した後も、当該 
お客様に関し当社が取得した情報を保有・利用することができるものとします。  
５ ユーザーが本サービスを退会した場合、当社は、当社の裁量により、事前に通知するこ
となく当該ユーザーのアカウントを削除することができるものとし、お客様は、終了時に残 
存している本サービス内の一切の情報が消滅することに同意するものとします。  
 
第１７条 （本サービスの変更・中断・終了等）  
１ 当社は、お客様に事前に通知することなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更又 
は追加することができるものとします。  
２ 当社は、事前に、本サービス上又は当社の運営するウェブサイト上への掲示その他当社 
が適当と判断する方法でお客様に通知することにより、当社の裁量で、本サービスを終了す
ることができるものとします。ただし、緊急の場合はお客様への通知を行わない場合があり 
ます。  
３ 当社は、以下各号の事由が生じた場合には、お客様に事前に通知することなく、本サー 
ビスの一部又は全部を一時的に中断することができるものとします。  
(1) 本サービス用の通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う 
場合  
(2) アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合  
(3) ユーザーのセキュリティを確保する必要が生じた場合  
(4) 電気通信事業者の役務が提供されない場合  
(5) 天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合  
(6) 火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サ
ービスの提供が困難な場合  
(7) 法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合  
(8) その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合  
４ 当社は、本条に基づき当社が行った措置によりお客様に生じた損害について一切の責任 
を負いません。ただし、当社に故意又は重過失があった場合を除きます。  
 
第１８条 （ロゴ・事例等の活用）  
１ 当社は、お客様からの申し入れがない限り、本サービスの利用紹介事例として、お客様 
の法人名、ロゴ、商標、導入事例その他関連情報（お客様が当社に送信したメール、メッセ 
ンジャーその他電磁的方法を用いたメッセージのうち、個人を特定できないように加工し
たものを含みます。）等を、当社ホームページ、LP、フライヤー、プレスリリース、営業資
料及びその他これらに準ずる媒体に無償で利用（以下「事例活用」といいます。）できるも
のとします。  



２ 前項の事例活用は、本利用契約期間中及び本利用契約終了後、お客様が当社に利用中止 
の通知をするまでの間とします。  
３ お客様が前二項の事例活用を許諾しない場合には、当社からの事例活用の申し出に対し、 
当社が指定する期間内に適宜の方法で通知するものとします。  
 
第１９条 （損害賠償）  
１ お客様による本規約違反行為その他本サービスの利用に起因して、当社に直接又は間接 
の損害が生じた場合（当該行為が原因で、当社が第三者から損害賠償請求その他の請求を受 
けた場合を含みます。）、お客様は、当社に対し、その損害を賠償しなければなりません。  
２ 当社は、本サービスの利用に関連してお客様が被った損害について、当社に故意又は重 
大な過失があった場合に限り損害賠償責任を負うものとし、その損害賠償の範囲は、お客様 
に現実に生じた直接かつ通常の損害に限られ、弁護士費用その他専門家費用、人件費相当額 
及び逸失利益を除くものとします。  
 
第２０条 （秘密保持）  
１ お客様は、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、本サービスに関連して当社 
が秘密である旨指定して開示した非公知の情報を秘密に取り扱うものとします。  
２ お客様は、当社から求められた場合はいつでも、当社の指示に従い、遅滞なく、前項の 
情報及び当該情報を記載又は記録した書面その他の記録媒体物並びにその全ての複製物等 
を返却又は廃棄しなければなりません。  
 
第２１条 （保証の認否及び免責）  
１ 当社は、本サービス及び本サービスを通じて提供されるコンテンツその他一切の情報に 
つき、お客様の特定の目的への適合性、商品的価値、正確性、完全性、適法性、お客様に適 
用のある団体の内部規則等への適合性を有すること、及びセキュリティ上の欠陥、エラー、 
バグ又は不具合が一切存しないこと、並びに第三者の権利を侵害しないことについて、如何 
なる保証も行うものではありません。  
２ お客様は、本サービスが業務情報等（保険会社の引受目安を含みますが、これに限られ 
ません。）公開のためのプラットフォームサービスではないこと、及び本サービス及び本サ
ービスを通じて提供されるコンテンツその他一切の情報の種類、内容及び分量については、 
第三者との関係によって変更されるものであることを、あらかじめ理解した上承諾するも 
のとします。  
３ 当社は、本サービスが全ての情報端末に対応していることを保証するものではなく、本 
サービスの利用に供する情報端末のＯＳのバージョンアップ等に伴い、本サービスの動作 
に不具合が生じる可能性があることにつき、お客様はあらかじめ承諾するものとします。当 
社は、かかる不具合が生じた場合に当社が行うプログラムの修正等により、当該不具合が解 



消されることを保証するものではありません。  
４ 本サービスに関し、お客様同士又はお客様と第三者との間で紛争が生じた場合、お客様 
は、直ちにその旨を当社に通知するとともに、自己の責任と費用においてこれを解決するも 
のとし、当社はこれに一切関与せず、何ら責任を負わないものとします。 
 
第２２条 （連絡方法）  
１ 本サービスに関する当社からお客様への連絡（本規約の変更又は追加に関する通知を含 
みますが、これらに限りません。）は、本サービス内若しくは当社が運営するウェブサイト 
内の適宜の場所への掲示又は電子メールの送信、その他当社が適当と判断する方法により 
行うものとします。  
２ 当社が電子メールの送信による通知を行った場合、当社からの通知は、お客様が登録し
たメールアドレスにメールを送信することをもって、当該メールが通常到達すべきときに 
到達したものとみなします。  
３ 本サービスに関する問い合わせその他お客様から当社に対する連絡又は通知は、当社ウ
ェブサイト上のお問い合わせフォームへの送信その他当社が指定する方法により行うもの 
とし、その他の方法による連絡又は通知に対しては、当社は対応義務を負わないものとしま 
す。  
 
第２３条 （権利義務の譲渡禁止）  
１ お客様は、当社の書面による事前の承諾がある場合を除き、本利用契約に基づくお客様 
の権利若しくは義務、又は本利用契約上の地位について、第三者への譲渡、承継、担保設定、 
その他一切の処分をすることはできません。  
２ 当社が、本サービスにかかる事業を第三者に譲渡し、又は当社が消滅会社若しくは分割 
会社となる合併若しくは会社分割等により本サービスにかかる事業を包括承継させたとき
は、当社は、当該事業譲渡等に伴い、本サービスに関する利用契約上の地位、権利及び義務
並びにお客様情報その他のお客様に関する情報を当該事業譲渡等の譲受人又は承継人に譲
渡することができるものとし、お客様は、あらかじめこれに同意するものとします。  
 
第２４条 （分離可能性）  
１ 本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令により無効又は執行不能と判断された場 
合であっても、当該無効又は執行不能と判断された条項又は部分（以下「無効等部分」とい 
います。）以外の部分は、継続して完全に効力を有するものとします。当社及びお客様は、 
無効等部分を適法とし、執行力をもたせるために必要な範囲で修正し、無効等部分の趣旨及
び法律的・経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。  
２ 本規約のいずれかの条項又はその一部が、あるお客様との関係で無効又は執行不能と判
断された場合であっても、他のお客様との関係における有効性等には影響を及ぼさないも 



のとします。  
 
第２５条 （準拠法・合意管轄）  
本規約は日本法に準拠するものとし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、 
訴額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所としま 
す。  
 
制定：2018 年 11 月 14 日  
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改定：2020 年 8 月   3 日 
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