
使いやすいECサイトなら
ECスクエア

拡張機能で

カスタマイズ
が簡単！ 変更しやすい

整備された

ソースコード

レスポンシブ
でモバイルに

強い高速表示！

運用しやすい
管理画面

ECシステム パッケージ



悩み
こんなお悩みに答えます。

◆サイト集客

◆新規顧客獲得

◆運用リソース不足

◆困った時のサポート

◆マーケティングの知識



サイト集客

ECサイトを作成して最初にぶつかる壁で

す。

専門知識の不足により「思ったサイトが作

れない。」という事業主の方も多くいらっ

しゃいます。

ECスクエアなら集客する仕組みを含めて

サイトを構築。

扱う商材と御社の戦略に合わせた理想

的なサイトをご提供。

どのように集客す
ればいいのか全く
分からない 

サイトの知名度向上や訪
問者を増やす取り組みを
どうすればいいか分から
ない 

顧客がなかなかサ
イトを閲覧してくれ
ない 



新規顧客獲得

「リピーター率は７０％以上と高いのに、

新規顧客が増えず不安」

という相談を受けたことがあります。

集客が出来ても購入まで進まない場合、

購入へ進みやすいサイト設計になってい

ないケースがあります。

ECスクエアなら、リンクの配置・画面構成

を最適化。

お客様が「欲しい！」と思った時に購入画

面へ進めるデザインです。

サイトに訪れている
人はいるが、購入に
はいたっていない 

広告にかけられる予算
も限りがあるが、最大
限の効果をうむ方法が
分からない 

ノウハウが無く
て分からない 



運用リソース不足

ECサイトの運用に割いている時間につい

て、約半数の方は多いと感じています。

経験がなく、専門知識がないため、問題

が起きた都度、調べて試す。ダメなら違う

方法を試す。という作業を繰り返さなくて

はなりません。

ECスクエアなら充実機能がパッケージ化

されているのでECサイトを簡単に開始す

ることができます。分かりやすい管理画

面で経理に必要なデータも簡単エクス

ポート！

運用経験がなく、
知識のあるスタッ
フがいない 

専門の知識がないので、
スタッフが怖がって仕事
の押し付け合いになって
いる 

やりたいことは多
いが、やり方が分
からない 



困った時のサポート

ECサイトの立ち上げ・運用に関して、外

部パートナーを活用した方は７６割近くい

ることが分かっています。

サイト構築だけでなく、マーケティングや

市場調査など、スキルやノウハウ、専門

知識を有する人材の不足を補填するため

の外部パートナーです。反面、約４割の

方が費用が高いと感じています。

ECスクエアなら納品時に運用方法をしっ

かりサポート！ 自分でわからな
いことが多い 

分からないことが多すぎ
て、自己解決するためた
くさんの時間を費やすこ
とになる 

突発的な事故が起
こった時に迅速に対
応が出来ない 



マーケティング知識

SNSや広告宣伝、ブログなど、マーケティ

ング戦略の知識、また活用するための各

ツールの機能を知っていなければなりま

せん。

事業者は判断することが仕事ですが、そ

のための材料を揃えるまでに多くの時間

を必要としています。

ECスクエアでは、お客様のターゲット層

への効果的なアピール戦略もアドバイ

ス！

各商品のターゲット層にピンポイ
ントでアピールできるマーケティ
ングを展開したいが、進め方が
分からない 

何が正解か分から
ない 



理想のショップ
本格的なネットショップを

簡単にはじめられる

ショッピングサイト構築パッケージ　ECスク

エア　では、ECシステムを活用し、お客様の

希望に合わせたECサイトを構築します。

◆必要な機能をパッケージ化

◆他店と差別化を図るデザイン性

◆売れるためのサイト企画＆設計



必要な機能を

パッケージ化

カート機能、会員登録とマイページなど、

ECサイトに必要な機能がオールインワ

ン！

商品のサイズや規格登録、

カテゴリ・タグの管理機能も充実

商品のキーワード検索により、

顧客を逃がしません。

受注・売上管理はもちろんのこと、

配送業者ごとの配送料・配送時間の設

定、支払方法と手数料の設定も可能。

会員機能 

受注・売上情報 

ユーザーレビュー 

ショッピングカート 

在庫情報 

ポイント機能 

複数お届け先指定 

お支払い方法選択 

配送時間指定 

各種メール送信 

セキュリティ管理 



他店と差別化を図る

デザイン性

独自の拡張機能により、カスタマイズ性

が大幅に向上！

さらに、プラグイン同士の依存管理に対

し、安定化・作りやすさが向上！

変更しやすいコードに整備され、ガイドの

提供により、より簡単・自由にデザイン変

更が可能。

各ページ編集可能 

プラグイン機能 

フリーページ追加 

スマホ専用サイト 

レスポンシブ対応 

レイアウト管理 

テンプレート機能 

HTML/CSS設計の整備 

スタイルガイドの提供 

コードエディタ実装 



売れるための

サイト企画＆設計

ECサイトのデザインで大切なポイント

・情報が整理されていてシンプル

・デバイス別レイアウト

・モバイルファースト

・ターゲットに合わせたデザイン作成

・購入ボタンへの導線

・商品の検索しやすさ

ECスクエアなら完備！

使いやすい管理画面 

アクセス解析 

表示速度高速化 

カテゴリ・ワード検索 

離脱率低下施策 

デバイス別レイアウト 

SEO対策 

購入への導線設計 

ターゲット 

デザイン・素材 



ECシステムの
活用事例

全国に35,000店舗以上

ECシステムの活用事例をご紹介

圧倒的な利用実績を誇る

国内No1. ECオープンソース



トゥインクルアイズ： https://twinkle-eyes.jp/

ジャンル： ファッション

公開日： 2020/11/10

最終更新日： 2020/12/24

サイト形態： リニューアル

開発期間： 5か月

対応端末： PC スマートフォン



GEL-COOL official shop：https://www.gel-cool.jp/

ジャンル： インテリア・日用雑貨

公開日： 2017/12/28

最終更新日： 2018/09/04

サイト形態： 新規構築

開発期間： 2か月

対応端末： PC スマートフォン



design f online shop：https://www.designf-shop.com/

ジャンル： ペット

公開日： 2017/07/01

最終更新日： 2017/10/04

サイト形態： 新規構築

開発期間： 

対応端末：レスポンシブウェブ



霧や櫻や 薩摩菓子処とらや：https://www.kiriyasakuraya.com/

ジャンル： 食品

公開日： 2018/08/01

最終更新日： 2021/06/15

サイト形態： 新規構築

開発期間： 

対応端末：C スマートフォン



管理画面
◆商品管理

◆受注管理

◆会員管理

◆コンテンツ管理
必要な操作がすっきりとまとめら

れ、見やすい画面構成



見やすい管理画面

商品管理や受注管理など、通常のECサ

イトに必要な機能のほか、顧客情報、売

上情報の確認、CSV出力など簡単に利用

することができます。

画面構成は見やすく、分かりやすい設

計。

専門知識がなくても運用可能です。

右図例



料金プラン
選べる３プラン



520万円（572万税込）  
--- 内訳 ---  

サーバー構築 

独自ドメイン設定 

ECシステム設置 

デザイン作成（カスタム） 

ライティング・素材作成 

商品登録 

機能改修 

370万円（407万円税込）  

--- 内訳 ---  

サーバー構築 

独自ドメイン設定 

ECシステム設置 

デザイン作成（通常） 

ライティング・素材作成 

商品登録 

220万円（242万円税込）  

--- 内訳 ---  

サーバー構築 

独自ドメイン設定 

ECシステム設置 

デザイン作成（テンプレート） 

ライティング・素材作成 

商品登録 

カスタムデザインの  

ECサイト構築可能  

要望に合わせた３つの料金プラン

スタンダード 

手軽に始められる  

スタンダードプラン  

プレミアム  エンタープライズ 

通常デザインの  

ECサイト構築可能  



ECサイト構築費用（税抜） 
スタンダード  プレミアム  エンタープライズ 

2,200,000  3,700,000  5,200,000 

ドキュメント         

　- 要件定義書  打ち合わせ60分*3回含む  ◯  ◯  ◯ 

ECシステム設置         

　- サーバ構築  ECサイトを設置するサーバーを構築します。  ◯  ◯  ◯ 

　- 独自ドメインの取得・サーバへの設定  ECサイトのドメイン設定、サーバー設定を行います。  ◯  ◯  ◯ 

　- EC-CUBEの設置・構築  ECサイトの設置・構築を行います。  ◯  ◯  ◯ 

　- EC-CUBEのライセンス費用  ECサイトのソフトウェアライセンス費用になります。  ◯  ◯  ◯ 

　- GoogleAnalytics設置  アクセス解析ソフトの設置を行います。  ◯  ◯  ◯ 

　- Google Search Console設置  アクセス解析ソフトの設置を行います。  ◯  ◯  ◯ 

　- クレジットカード決済  Paypalによるカード決済  ◯  ◯  ◯ 

　- 不正注文簡易検知  クレジットカードの不正利用を検出する機能。  ◯  ◯  ◯ 

　- ログ拡張機能  不正につながる操作のログの取得表示機能。  ◯  ◯  ◯ 

　- セキュリティチェックソフト  自動で利用環境のセキュリティチェックを行う機能。  ◯  ◯  ◯ 

ライティング         

　- ライティング（~800文字) 

会社概要や商品・サービスのイタンビューを行い 

サイトのコピーライティングを行います。 

◯  ◯  ◯ 

　- ライティング（801~1,600文字)  ×  ×  × 

　- ライティング（801~1,600文字)  ×  ×  × 

商品登録         

　- 商品登録10件  デジタルデータない状態の商品・サービスの 

商品登録を行います。 

登録用CSVにお客様ご自身でデータ入力いただく場合は、 

商品登録費用はかかりません。 

◯  ◯  ◯ 

　- 商品登録50件  ×  ×  × 

　- 商品登録100件  ×  ×  × 

デザイン&コーディング         

　- テンプレ  テンプレートのデザイン、コーディングを行います。  ◯  ×  × 

　- 独自デザイン  オリジナルのワイヤー、デザイン、コーディングを行います。  ×  ◯  ◯ 

オプション         

　- SNSシェア機能  商品詳細ページにシェアボタンを設置する。  ×  ×  ◯ 

　- 個別ページSEO設定機能  商品ページ毎にSEO設定。（設定はご自身で行なっていただきます）  ×  ×  ◯ 

　- メルマガ管理機能  配信先の絞込み検索、配信設定、メルマガ用のテンプレートの管理機能。  ×  ×  ◯ 

　- クーポン管理機能  発行したクーポンコードを入力することで、購入時の割引機能。  ×  ×  ◯ 

　- LINEログイン連携機能  新規会員登録およびログイン機能を、LINEアカウントと連携機能。  ×  ×  ◯ 

　- SEO記事分析  SEO対策に必要なコンテンツの分析を行います。  ×  ×  ◯ 

　- SEO記事作成（1記事600文字以上）  SEO対策に必要なコンテンツ拡充を行います。  ×  ×  ◯ 

料金詳細

https://www.ec-cube.net/products/detail.php?product_id=2287
https://www.ec-cube.net/products/detail.php?product_id=2395
https://www.ec-cube.net/products/detail.php?product_id=2040
https://www.ec-cube.net/products/detail.php?product_id=2111
https://www.ec-cube.net/products/detail.php?product_id=2374
https://www.ec-cube.net/products/detail.php?product_id=1760
https://www.ec-cube.net/products/detail.php?product_id=1923
https://www.ec-cube.net/products/detail.php?product_id=1837


導入の流れ



理想のECサイトを開始するまで

お問い合わせ  ヒアリング  サイト構築  運用開始 

ウェブサイト、またはお電話にて、
ご要件をお聞かせください。  疑
問点など、お気軽にご相談くださ
い。  

専門スタッフが、ご要望に応じた
プランをご提案します。  企画・設
計もお客様のご意向に沿って作
成。  

ご要件に合わせて、サイトを作成

します。初期の商品登録、デザイ

ンもお任せください。  

 

サポートスタッフが運用操作を

しっかりレクチャー。 いざという時

の対応も安心です。 



機能一覧



デザイン

デザイン

ページ管理 各ページのコード編集が行えます。マイページ・カート周り・お問合せページまで編集可能

フリーページ作成 新規にフリーページの追加が行えます。

ブロック機能 ブロック単位でコンテンツを作成できます。

レイアウト管理 ブロックを各ページに配置、レイアウトの変更が行えます。

テンプレート機能 オリジナルのデザインテンプレートの作成や、購入したテンプレートの導入が行えます。

favicon設定 ファイル管理からfaviconの変更を行うことができます。

SEO管理 各ページにdiscription/keyword/robotなどmeta情報設定が行えます。

スマートフォン

レスポンシブ対応 デフォルトテンプレートでレスポンシブに対応

スマホ専用サイト機能 レスポンシブとは別で、スマホ（モバイル）専用のレイアウトを設定が行えます。

開発

デバックモード機能 エラーログなど表示するデバックモードの切り替えが行えます。※ダウンロード版のみ

プラグイン機能 オーナーズストアにて購入可能な350種類以上の拡張機能の追加が行えます。



カート・会員

カート

ショッピングカート機能 基本的なショッピングカート機能が備わっています。

配送時間指定 お買い物時に配送時間の指定を行う機能が備わっています。

お支払い方法選択 お買い物時にお支払い方法の指定を行う機能が備わっています。

複数お届け先入力機能 お買い物時に登録したお届け先とは、別のお届け先の指定を行う機能が備わっています。

商品一覧カート追加機能 商品詳細ページ以外に、商品一覧ページからもカートへ追加が行える機能が備わっています。

カート情報永続化 次回ログイン時や別デバイスでログインした場合にカートの情報を復活させる機能が備わっています。

ポイント購入機能 お買い物時にポイント付与・消費して購入する機能が備わっています。

会員

会員（マイページ）機能 会員登録/ログイン/注文履歴・詳細/お届け先編集/お気に入り一覧など確認機能が備わっています。

お気に入り機能 各商品をお気に入り登録する機能が備わっています。

非会員購入機能 会員登録せず、購入が可能な機能が備わっています。

お問い合わせフォーム お問い合わせフォームが用意されています。



商品管理

商品管理

商品検索・一覧 商品の検索、一覧表示が行えます。

商品画像複数登録 複数の商品画像をアップロード、登録が行えます。

カテゴリ管理 商品情報に付与できるカテゴリを階層構造で登録/編集が行えます。商品に複数カテゴリ登録も行えます。

タグ管理 商品情報に付与できるタグを登録/編集が行えます。

商品規格管理 商品の規格（サイズ/重量/種類etc）を追加/編集が行えます。

商品詳細フリーエリア 商品詳細ページ表示するフリーエリア（HTML編集可）の編集が行えます。

在庫情報登録 商品別に在庫数の登録が行えます。

販売制限 一度の注文で同時に購入可能な商品数の制限が行えます。

商品キーワード登録 キーワード検索項目を各商品毎に登録できます。

一括登録・編集

商品一括変更機能 商品一覧画面で、公開・非公開・廃止・削除 の4つの変更を一括で行えます。

商品情報CSV 商品データのCSV出力/登録が行えます。

カテゴリ情報CSV カテゴリ情報データのCSV出力/登録が行えます。



受注・顧客管理

受注管理

受注・売上げ状態表示 管理画面から現在の受注・売上げの状態を確認できます。

受注情報編集 受注情報の編集が行えます。

受注情報検索/一覧 受注情報の検索、一覧表示が行えます。

新規受注情報入力 電話やFAXで発生した受注情報の登録が行えます。

対応状況設定 未処理、商品手配中、配送中などのステータスの設定が受注詳細画面から行えます。

対応状況一括変更 受注の対応状況を一括で変更できます。

配達用メモ登録 出荷作業者や、配送業者に対するメモを登録することができます。

ショップ用メモ登録 ショップ運営者が確認する用のメモを登録することができます。

顧客管理

顧客情報登録/編集 顧客情報を新規登録や編集が行えます。

お届け先管理 顧客毎に複数のお届け先を管理することができます。

問い合わせ番号

(出荷伝票番号)入力 問い合わせ番号（出荷伝票番号）を受注一覧画面、及び、詳細画面から入力することができます。



その他、店舗管理
メール管理

各種メール送信

注文されたお客様に任意のタイミングで「商品発送済みメール」など

のメールを受注詳細画面から送信できます。

出荷メール一括送信 出荷メールを一括で送信することができます。

CSV・PDF

納品書PDF出力 納品書の PDF出力が行えます。一括出力することも可能です。

受注/配送/顧客情報

CSV出力 受注内容 /配送情報 /顧客情報の CSV出力が行えます。

出荷CSV登録

出荷日時や問い合わせ番号（出荷伝票番号）を CSVで登録すること

ができます。

店舗管理

店舗設定 サイト運営に必要な会社情報の設定 /編集が行えます。

特定商取引ページ編集 特定商取引に関する法律に定める要件等の記入、編集が行えます。

会員規約設定 会員登録時に確認する規約の記入、編集が行えます。

新着ニュース管理 フロントTOPページなどに表示する新着情報の登録 /編集が行えます。

支払い方法 /手数料設

定 支払い方法、及び支払い方法ごとの手数料の設定が行えます。

支払い方法利用条件設

定

購入金額の上限下限の設定が行え、支払い方法の利用制限が行えま

す。

配送料無料条件設定 購入金額合計等から配送料が無料になる条件の設定が行えます

配送業者 /配送料/配送

時間設定 配送業者、及び配送業者ごとの配送料、配送時間の設定が行えます。

商品別税率設定 商品別に税率を設定できます。※軽減税率にも対応

ポイント設定 ポイント付与率の設定 /商品ごとポイント付与率設定を行えます。

各種メールテキスト設

定

各種メールのテキスト設定を行えます。テキストメールと HTMLメールを

設定も可能。

管理者登録

管理画面にログインできるメンバーの管理をします。メンバーグループ

ごとでアクセスできるページを設定できます。

セキュリティ管理

管理画面にアクセスできる IPの制限や管理画面の URLの変更サイトの

SSL制限の設定ができます。



会社概要

業務内容
インターネット総合広告代理業
ソフトウェア開発業

会社名
（開発メーカー）

株式会社ＭＴＳ 



ソフトウェア使用許諾約款(1/2)
ソフトウェア使用許諾約款

本契約書は、お客様と Kim Thanh Solution and technology joint stock company.(以下「当社」といいます )との間に締結される契約書です。お客様は、本契約書に署名

または記名した場合の他、お客様が本ソフトウェアの全部または一部をクライアントハードウェアにインストールしたとき、または本ソフトウェアを使用したときには、お

客様は本契約の条項に拘束されることを合意し、本契約の締結に合意したものとみなされ、本契約は成立し、その効力を生じます。

第1条 使用権の許諾

当社は、本契約記載の条件に従い、ストリーム (以下「本ソフトウェア」といいます )に関し、本条に定めるハードウェアにおける本ソフトウェアの提供を目的とした以下

の非独占的、再許諾不可能かつ第三者への譲渡不可能な権利の使用をお客様に対して許諾します。お客様は、自らの責任で本ソフトウェアをインストールし、試用

をして動作確認をした後に、本ソフトウェアの使用を開始し、正常な動作確認ができない場合には、当社にこの旨を直ちに通知しなければなりません。

1. 本ソフトウェアをそれぞれ 1オペレーティングシステム (ただし、本ソフトウェア対応のオペレーティングシステムに限ります )へインストールし、当該オペレーティングシ

ステムが稼動するクライアントハードウェア（リースまたはレンタルを含みます）上で使用する権利。ただし、本契約における本ソフトウェアの使用許諾件数は、お客様

が保有する 1社を上限とします。

2. ストリーム（以下「本サービス」といいます）を提供する場合、前号に定める本ソフトウェアの使用許諾件数を上限として、本サービスを利用する権利。なお、本サー

ビスの利用にあたっては、本契約上で定める条件を除き、 Webページ上に掲載される本サービスに関する利用条件（名称は異なる場合があります）が適用されま

す。

第2条 著作権等

1. 本ソフトウェアおよびマニュアル等本ソフトウェアに関連する一切のドキュメント（以下、総称して単に「ドキュメント」といいます）に関する著作権、特許権、商標権そ

の他のすべての知的財産権及びノウハウは当社へ独占的にすべて帰属します。

2. お客様は、当社の事前の承諾を得ることなく、本ソフトウェア及びドキュメントを第三者へ貸与（有償無償を問いません）、販売、リースまたは譲渡できないものとし、

かつ、本ソフトウェア及びドキュメントに何らの担保権を設定することはできません。加えて、お客様は、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、お客様の他店

舗において本ソフトウェアを使用することができません。

3. お客様は、本ソフトウェアにつき、全部または一部の複製、改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることができません。お客様の

責任においてなされた本ソフトウェアの改造に起因して、本ソフトウェアに何らかの障害または不具合その他の損害が生じた場合、当社は当該損害に関して一切の

責任を負いかねます。

4. お客様は、本ソフトウェア及びドキュメントを第三者に対して頒布、送信（自動公衆送信及び送信可能化を含みます）をすることは一切できません。

第3条 免責

1. 当社は、本ソフトウェア、ドキュメントまたは第 5条に定義されるサポートサービスに関して、不具合その他の瑕疵が存在したとしても一切の保証を行いません。ま

た、当社は、本ソフトウェアもしくはドキュメントの機能またはサポートサービスがお客様の特定の目的に適合することを保証するものではなく、本ソフトウェアまたはド

キュメントの物理的な紛失、盗難、事故および誤用等に起因するお客様の損害につき一切の補償をいたしません。本ソフトウェアの利用により、万が一ハードウェア

機器もしくはデータ等に支障が生じた場合でも、当社はその責任を一切負いません。

2. 第5条1項および 2項に記載されるユーザ登録もしくはユーザ登録変更の届出がなされない場合またはその内容に不備がある場合、当社からお客様への通知が郵

送、電子メールその他のコンタクト手段により不到達となった場合により生じる不利益および損害については、お客様の責任とさせていただきます。

3. お客様が期待する成果を得るためのソフトウェアプログラム（本ソフトウェアを含みますがこれに限られません）の選択、導入、使用および使用結果につきまして

は、お客様の責任とさせていただきます。本ソフトウェアもしくはドキュメントの使用、サポートサービスならびに第 10条1項および 2項によりサポートサービスの提供を

受けられないことに起因してお客様または第三者に生じた一切の損害に関して当社は一切の責任を負いません。

第4条 使用料及び支払い方法

1. お客様は当社から別途特別の通知がない限り、本ソフトウェアの使用料を当社が指定する回収代行サービス業者である株式会社ジーネクストパートナーズに支

払うものとし、その金額については別添「利用料金表」のとおりとします。

2. 使用料の支払いは当社とお客様の間で別段の合意がない限り、本ソフトウェアの利用開始日の前月の 25日までに、当社指定の方法で支払うものとします。銀行

振込等、支払い手数料が発生する場合は、その費用についてはお客様の負担とさせていただきます。

第5条 サポートサービス

1. 当社は、当社が定める条件にて本サービスの契約手続をなし、かつ、当社が定める手続に従い本ソフトウェアのユーザ登録を行ったお客様に対し、お客様におけ

る本サービス契約の継続期間中、別途ご案内する Webページに記載されるサポートサービス（以下「サポートサービス」といいます）の提供を受けることができます。

ただし、インターネット接続環境またはメールアドレスをお持ちでないお客様においては、一部ご利用いただけないサポートサービスがあります。

 

2. お客様は、前項記載のユーザ登録の内容に変更が生じた際には、販売店または当社が定める手続に従い、遅滞なく届出を行うものとします。  

3. お客様が本ソフトウェアのバージョンアップ版またはアップデート版その他の改訂版の提供を受けた場合、改訂前の本ソフトウェアの使用権は消滅し、改訂後

の本ソフトウェアの使用権を有するものとします。  

4. サポートサービスの提供に関する当社の義務は、本条1項記載の内容に関する合理的な努力を行うものに限られます。また、当社は、以下のいずれかに該当

するお客様に対してサポートサービスを提供する義務を負わないものとします。  

　- 当社が定める手続に従ったユーザ登録を行っていないお客様  

　- 前項所定の変更の届出を行っていないお客様または当該変更の届出に不備があるお客様  

　- 本契約の有効期間が経過しているお客様  

　- 本ソフトウェアを、当社が対応外とするオペレーティングシステム（日本語版以外のオペレーティングシステムを含みます）上で使用しているお客様  

　- 日本語以外の言語にて問い合わせをされたお客様  

　- 本ソフトウェアを、対価を支払うことなく使用しているお客様  

5. 当社は、以下のいずれかにあたる場合、お客様へ事前の通知を行うことなくサポートサービスの提供を停止できるものとします。  

　- ステムの緊急保守を行うとき  

　- 火災、停電等の不可抗力および第三者による妨害等により、システムの運用が困難になったとき  

　- 天災またはこれに類する事由により、システムの運用ができなくなったとき  

　- 上記以外の緊急事態により、当社がシステムを停止する必要があると判断するとき  

6. 前各項にかかわらず、当社は、本ソフトウェアおよび一部の対応オペレーティングシステム上で使用される本ソフトウェアについて、当社の裁量でサポートを終

了することができるものとし、当社がサポートを終了した本ソフトウェアについては、お客様に対するサポートサービスを提供する義務を負わないものとします。な

お、サポート終了製品に関しては、別途サポートサービスの一環として配信するWebページにおいてご案内するほか、電話を介する問い合わせによってもご確認

いただけます。  

 

第6条 契約の解除  

1. お客様が本契約の各条項に違反した場合及びお客様との信頼関係を破壊する重大な背信行為の発生またはお客様の信用不安が生じた場合には、当社は

何らの催告なくして即時に本契約を解除することができます。この場合、お客様は、本ソフトウェア及びドキュメントを一切使用することができません。  

2. お客様は、本契約期間中であっても、本ソフトウェア及びドキュメントを破棄またはアンインストールし、契約終了から1ヶ月前までに契約終了の予告をすること

をもって本契約を終了させることができます。この場合、本契約の下でお客様が当社に支払った一切の対価は返還いたしません。  

3. 本契約が終了するかまたは解除された場合、お客様は、本ソフトウェア及びドキュメント（複製物を含みます。）を当社へ返却またはアンインストールし、ハード

ウェアの記憶媒体上から完全に消去し、それらの使用をできない状態にしなければなりません。  

4. 本契約が終了するかまたは解除された場合、契約に応じた以下の場合分けにしたがい、お客様は当社に対する使用料の支払い義務があります。  

　- 月単位で本契約を締結した場合、本契約が終了または解除される月まで  

　- 年単位で本契約を締結した場合、本契約時に合意した契約の終了月まで  

 

第7条 守秘義務  

1. お客様は、(a)本契約記載の内容、および、(b)本契約に関連して知り得た情報（サポートサービスに関連する電話番号、ファックス番号、メールアドレス、URL、

ID、パスワード、IPアドレスならびにサポートサービスの一環としてコンピュータネットワークを介して提供される情報内容を含みます）につき、当社の書面による

承諾を得ることなく第三者(第1条1項1号および2号に基づく使用者を除きます)に開示、漏洩しないものとし、かつ、本契約における義務の履行または権利の行使

に必要な場合を除いてその方法を問わず利用しないものとします。ただし、裁判所や捜査機関等の国家機関の命令による開示等正当な事由に基づき開示する

場合はこの限りではありませんが、その場合には当社に対して速やかに事前の通知を行うものとします。  

2. 前項にかかわらず、以下の各号に定める事項については前項の適用を受けないものとします。  

　- 開示を受けた時に既に公知である情報  

　- 開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報  

　- 開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報  

　- 第三者から、守秘義務を負わず適法に入手した情報  

　- 当社の機密情報を使用または参照することなく独自に開発した情報  

4. 前各項の規定は、本契約が解除、期間満了またはその他の事由によって終了したときであってもなおその効力を有するものとします。  

5. お客様は、本ソフトウェア及びドキュメント使用のために必要な情報をお客様の従業員等に対して開示することができます。この場合に、お客様は、当該従業

員等が知りえた情報を第三者に漏らし又は複製物を作成することがないよう適切な措置をとらなければなりません。  



ソフトウェア使用許諾約款(2/2)
第8条 個人情報の取り扱いについて

1. お客様は、当社がお客様に関する以下の個人情報（変更後の情報を含みます。以下「個人情報」といいます。）につき必要な保護措置を講じたうえで収集、利用

し、当社が定める相当な期間保有することに同意します。

　- 氏名、店舗名、住所、電話番号、メールアドレス等、お客様が第 5条1項および 2項に基づき届け出た事項

　- 購入製品、契約の更新状況、対価の振込に関連して開示された情報等、お客様と当社との契約にかかわる事項

　- 開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報

2, お客様は、当社が、コンピュータまたはインターネットに関連するセキュリティ対策製品およびサービスの提供に関する事業において、以下の目的のために個人情

報を利用することに同意します。

　- サポートサービスの提供

　- 契約の更新案内

　- 当社の製品およびサービスに関する案内

　- 当社の製品およびサービスに関連のある他社製品の案内

　- 当社の機密情報を使用または参照することなく独自に開発した情報

　- セキュリティに関する情報の提供

　- 当社の製品またはサービスの開発を目的とした分析および調査ならびにベータテストの依頼に関する通知

3, 以下のいずれかに該当する情報については、当社は開示の義務を負わないものとします。

　- 当社または第三者の営業秘密またはノウハウに属する情報

　- 保有期間を経過し、現に当社が利用していない情報

　- 当社内部の業務に基づき記録される情報であって、これが開示されると業務の適正な実施に著しい支障をきたす恐れがあると当社が判断した情報

4. お客様は、本契約が終了するかまたは解除された場合であっても、その理由の如何を問わず第 5条1項に基づきユーザ登録を行った事実に関する個人情報が当

社により一定期間利用されることに同意します。

5. お客様が本条にご同意いただけない場合、本ソフトウェアに関する一部もしくは全部のサービス提供等を受けられない場合があります。

第9条 禁止事項

本ソフトウェアの利用に際して、お客様に対し以下の行為を行うことを禁止します。

　- 法令または本契約、本ソフトウェアの注意事項その他の本契約の各条項に違反すること

　- 当社及び第三者の権利、利益、名誉等を損ねること

　- 青少年の心身に悪影響を及ぼす恐れがある行為、その他公序良俗に反する行為を行うこと

　- 他の利用者その他の第三者に迷惑となる行為や不快感を抱かせる行為を行うこと

　- 虚偽の情報を入力すること

　- 有害なコンピュータプログラム、電子メール等を送信または書き込むこと

　- 当社のサーバその他のコンピュータに不正にアクセスすること

　- ユーザ IDおよびパスワードを第三者に貸与・譲渡または第三者と共用すること

　- 本ソフトウェアを日本国外に輸出すること

　- 本ソフトウェアに関して知りえた情報を正当な理由なく第三者に提供すること

第10条 利用停止・利用資格の取り消し

1. 当社は、本ソフトウェアを利用するお客様が以下に該当すると判断した場合に、事前に通知することなくサービスの利用停止、当該お客様のユーザ IDおよびパス

ワードの変更、または当該お客様の利用資格の取消しを行うことができるものとします。これによりお客様に何らかの損害が生じたとしても、当社は一切責任を負わ

ないものとします。

　- お客様に法令や本規約等に違反する行為があった場合 (支払義務の不履行を含みますがこれに限りません )

　- お客様にサービス利用に関して不正行為があった場合

　- 一定回数以上のパスワードの入力ミスがあるなどお客様のセキュリティを確保するために必要な場合

　- その他当社が適当と判断した場合

2. 前項のほか、お客様が当社の定める一定の期間内に一定回数のログインを行わなかった場合は、当社は、事前に通知することなく当該お客様のユーザ IDおよび

パスワードの変更または利用資格の取消しを行うことができるものとします。

第11条 サービスの中断・停止等

1. 当社は、以下の場合において、事前に通知することなく、サービスの全部または一部の提供を中断または停止する等の必要な措置を取ることができるものとし

ます。

　- システムの定期保守や緊急保守を行う場合

　- システムに負荷が集中した場合

　- サービスの運営に支障が生じると当社が判断した場合

　- お客様のセキュリティを確保する必要が生じた場合

　- その他、当社が必要であると判断した場合

2. 前項記載の措置を取った場合にお客様に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。

第12条 サービスの変更・廃止

当社は、その判断により本ソフトウェア提供に関するサービスの全部または一部を適宜変更・廃止できるものとします。

第13条 一般条項

1. 本契約は、本ソフトウェアの使用許諾に関し、本契約の締結以前にお客様と当社との間になされたすべての取り決めに優先して適用されます。なお、当社は、

お客様へ事前の通知を行うことなく本契約の内容、サポートサービスの内容およびその他の告知内容を変更できるものとし、当該変更がなされた場合、従前の本

契約の内容、サポートサービスの内容および告知内容は当然に変更されることとなり、最新の本契約の内容、サポートサービスの内容および告知内容が適用さ

れるものとします。

2. お客様は、当社からお客様への通知が電子媒体かつ電子的手段によってなされる場合があること、及び当該通知を受領することに同意するものとします。

3. お客様が、本ソフトウェアの ID,パスワード等を漏洩した場合には、お客様は、当社に対して、速やかに報告をするものとします。また、お客様は、当社の指示に

従い、 ID,パスワード等の使用を速やかに中止するとともに、当社が別途指定する手続きによって、 IDパスワード等を入手し、再セットアップ等の作業を自らの責

任と費用によって行うものとします。

第14条 合意管轄

本契約は、ベトナム法に準拠するものとします。


