
「超ストレージ」ご利用規約 

 

この利用規約（以下「本規約」といいます。）は、ソースネクスト株式会社（以下「弊社」

といいます。）が提供する「超ストレージ」サービス（以下「本サービス」といいます。）

に関して、その提供条件及び弊社とお客様との間の権利義務関係を定めるものです。本サ

ービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただ

く必要があります。 

 

第１条（適用） 

本規約は、本サービスを利用するすべてのお客様と弊社との間における一切の関係につ

いて適用されるものとします。本サービスの利用を開始した場合、お客様は本規約及び

前項の各規約に同意したものとみなされますので、予めご了承ください。 

 

第２条（用語の定義） 

本規約において、次の用語は、それぞれ次の各号の意味で使用します。 

①【ユーザーID】とは、ユーザーを識別するための本サービス識別符号をいいます。 

②【パスワード】とは、ユーザーID との組み合わせにより、その者がユーザーであるこ

とを識別するために設定される数字または文字の組み合わせをいいます。 

③【本システム】とは、弊社が本サービスを提供するために利用される設備のことをい

います。 

④【ファイルスペース】とは、本サービスの契約内容に応じてユーザーに提供される当

該ユーザー専用の電子データの保存領域をいいます。 

⑤【コンテンツ】とは、ユーザーがファイルスペース上に保管するテキスト、ソフトウ

ェア、写真、ビデオ、グラフィックス、音楽など中身のある情報をいいます。 

⑥【グループ】とは、情報を共有することを目的とした複数のユーザーの集合体をいい

ます。 

⑦【グループ管理者】とは、グループを作成したユーザーのことをいいます。 

⑧【共有 URL 機能】とは、特定のコンテンツを、ダウンロード用 URL を用いて共有す

る機能をいいます。 

⑨【本サービス利用の解約】とは、契約者ご自身の意思で、将来に渡りサービス全部又

は一部の利用を止めることをいいます。 

⑩【本サービス提供の中止】とは、弊社の意思で、将来に渡りユーザーへのサービス提

供の全部又は一部を止めることをいいます。 

⑪【本サービス提供の停止】とは、弊社の意思で、ユーザーへ事前に通知し、ユーザー

への本サービス提供の全部又は一部をある一定期間止めることをいいます。緊急時等

やむをえない場合は、ユーザーへの通知が事後になることもあります。 

⑫【本サービス提供の中断】とは、弊社の意思または意思に関係なく、ユーザーへの通

知無しに一時的に本サービスの全部又は一部が止まることをいいます。 

 

第３条（本サービスの内容） 



本サービスは、本サービスの利用登録を完了されたお客様に対して、契約内容に応じた

一定容量のファイルスペースを提供するサービスです。なお、本サービスは、日本国内

に限り提供されるものであり、お客様が前記ファイルスペースに保存できるコンテンツ

の種類は弊社の指定するファイル形式に限られるものとします。 

 

第４条（ご利用に際しての注意事項） 

１．本サービスご利用にあたっては、お客様ご自身でインターネットへ接続できる環境を

ご用意いただく必要があります。 

２．本サービスは、お客様にファイルスペースを提供することを目的とするサービスであ

り、弊社がお客様から個々のコンテンツをお預かりしたり、当該コンテンツの保存・バ

ックアップ・削除等を行なったりするサービスではありません。お客様が保有するコン

テンツの取扱いは、お客様ご自身の責任と判断で行っていただく必要があります。 

３．お客様がファイルスペースにコンテンツを保存する場合、弊社にて閲覧可能な形式に

するため元容量より大きな容量のファイルスペースを使用する場合があります。 

４．お客様は、インターネットが国境を越えて利用されるものであることを十分理解する

とともに、本サービスを利用する国、地域ごとの諸法令を遵守しなければなりません。

特に、居住されている国から技術的な情報を他国に向けて送信（発信）する場合、お客

様は、技術輸出に関する諸法令を遵守しなければなりません。 

 

第５条（本サービスの利用登録の手続等） 

１．本サービスをご利用いただくには、お客様ご自身で、本サービス販売時に交付された

仮ユーザーID・仮パスワードを使用して本サービスの利用登録を行っていただく必要が

あります。 

２．本サービスの利用を希望するお客様は、本規約を遵守することに同意し、かつ弊社の

定める一定の情報（以下「登録情報」といいます。）を弊社の定める方法で弊社に提供す

ることにより、弊社に対し、本サービスの利用登録を申請することができます。 

３．弊社は、弊社の基準にしたがってお客様の利用登録の可否を判断し、弊社が登録を認

める場合にはその旨をお客様に通知します（弊社が利用登録を認めたお客様を、以下「登

録ユーザー」といいます。）。お客様の登録ユーザーとしての登録は、弊社が本項の通知

を行ったことをもって完了したものとします。 

４．前項に定める登録が完了した時点で、登録ユーザーと弊社との間に本サービスの利用

契約が成立し、登録ユーザーは本サービスを本規約に従い利用することができるように

なります。 

５．弊社は、お客様が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、利用登録及び再

登録を拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。 

① 弊社に提供した登録情報の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった

場合 

② 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、

後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合 

③ お客様が過去弊社との契約に違反した者またはその関係者であると弊社が判断した



場合 

④ 第１１条（登録抹消等）に定める措置を受けたことがある場合 

⑤ 反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力その他これに準ずる者

を意味します。以下同じ。）である、または資金提供その他を通じて反社会勢力等の

維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流

もしくは関与を行っていると弊社が判断した場合 

⑥ その他、弊社が登録を適当でないと判断した場合 

６．登録ユーザーは、登録情報に変更があった場合、弊社の定める方法により当該変更事

項を遅滞なく弊社に通知するものとします。 

 

第６条（ユーザーID・パスワードの設定及び管理） 

１．お客様は、前条の利用登録の際、ご自身で本サービスを利用するためのユーザーID・

パスワードを設定して頂く必要があります。ユーザーID・パスワードの設定や変更をす

る際には、他人に推測されたり見破られたりしにくいユーザーID・パスワードを設定す

るようにしてください。 

２．登録ユーザーは、自己の責任において、本サービスに関するユーザーID・パスワード

を適切に管理及び保管するものとし、これらを本サービスの利用が認められていない第

三者に開示、漏洩または利用させ、もしくは貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはな

らないものとします。ユーザーID を利用して行われた行為の責任は、当該ユーザーID

を保有している登録ユーザーの責任とみなします。 

３．弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、ユーザーID・パスワードの管理不十

分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は登録ユーザーが

負うものとし、弊社は一切の責任を負いません。 

 

第７条（料金及び支払方法） 

１．登録ユーザーは、本サービス利用の対価として、別途弊社が定める利用料金を、弊社

が指定する支払方法により支払うものとします。 

２．本システムの故障等が原因で本サービスを利用できない状態が生じた場合であっても

本サービスの利用料金の支払義務が生じます。 

３．登録ユーザーが利用料金の支払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 14.5％の割合によ

る遅延損害金を弊社に支払うものとします。 

 

第８条（知的財産権の帰属） 

１．本サービスに関する知的財産権は、全て弊社または弊社にライセンスまたはサービス

を提供する第三者もしくは弊社が本サービスの運営を委託する第三者に帰属しており、

本サービスの利用契約は、前記知的財産権の譲渡または使用許諾を意味するものではあ

りません。 

２．登録ユーザーは、登録ユーザーがコンテンツに対して有する権利を従前どおり保持す

るものであり、本サービスの利用契約は、弊社が登録ユーザーのコンテンツに対して権

利を取得したことを意味するものではありません。 



 

第９条（禁止事項） 

１．登録ユーザーは、本サービスの利用にあたり、次の各号のいずれかに該当する行為ま

たは該当すると弊社が判断する行為をしてはなりません。 

① 本サービスを商業目的（営業、宣伝、勧誘、広告目的での利用を含みますがこれらに

限られません。）で使用すること 

② 本サービスの他の利用者のユーザーID・パスワードを利用する行為及びこれらの利

用を試みようとする行為 

③ 本サービスの他の利用者の情報を収集する行為及び収集を試みようとする行為 

④ 同一のユーザーID・パスワードを、複数名で共有する行為もしくはこれらを転売ま

たは譲渡する行為 

⑤ 本サービスのネットワークまたはシステム等に不正なアクセスを試みたり過度な負

荷をかけたりするなど、本サービスの運営を妨害する行為及び妨害を試みようとする

行為 

⑥ コンピュータウィルス等によるソフトウェア、ハードウェア、プログラムの妨害や破

壊を試みる行為またはそれらの行為を目的としてコンテンツを送信（発信）する行為 

⑦ ヘッダの偽造または識別子の操作、その他コンテンツの出所を偽るデータ操作行為 

⑧ 非合法、有害、脅し、誹謗中傷、嫌がらせ、俗悪、わいせつ、名誉毀損、知的財産権

の侵害、他人のプライバシーの侵害、偏見、人種差別、不法行為につながるコンテン

ツを送信（発信）する行為もしくはそのおそれのある行為 

⑨ 法令に違反する行為、公序良俗に違反する行為または犯罪行為に関連する行為もしく

はそのおそれのある行為 

⑩ 反社会勢力等への利益供与  

⑪ 前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為 

⑫ その他、弊社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為 

２．登録ユーザーが前項の禁止事項に違反した場合、弊社は、第１０条及び第１１条に基

づき、当該ユーザーへの本サービスの提供を停止または中止するとともに、ユーザー登

録もしくはコンテンツの全部または一部を削除する場合があります。 

３．弊社は、本条に基づき弊社が行った措置に起因して登録ユーザーに損害が生じた場合

であっても、当該損害について一切の責任を負いません。 

 

第１０条（本サービスの運営者としての権限等） 

１．弊社又はエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（以下「NTT コム」とい

います。）は、本サービスの運営にあたり、次の各号に掲げる権限を有するものとし、登

録ユーザーは、予めこれに同意・了承するものとします。 

① 登録ユーザーの登録情報またはコンテンツを、運営上の理由により、バックアップ・

移動する権限 

② 登録ユーザーの登録情報またはコンテンツを、弊社サービスの提供、改善、新規サー

ビス開発に必要な範囲で解析・分析する権限 

③ 前号に定める解析や分析等の結果を受けて派生物（例えば弊社がユーザーの利便向上



のために自動的に付与する新たなラベルなど、ユーザーのコンテンツが本サービスに

おいてよりよく機能するような派生物）を作成する権限 

２．弊社又は NTT コムは、原則として登録ユーザーが本サービスに送信（発信）したコ

ンテンツの内容を監視していませんが、法令または本規約の遵守状況の確認する必要が

あると判断した場合または本システムのセキュリティ上脅威があると判断した場合、例

外的にコンテンツを閲覧する場合があります。 

３．登録ユーザーが本サービスに送信（発信）したコンテンツの内容が本規約に反してい

ると弊社又は NTT コムが判断をした場合、弊社は、当該コンテンツを登録した登録ユ

ーザーに対し、当該コンテンツの削除を要求することができます。 

４．前項の要求を受けた登録ユーザーが、要求後７日以内（本サービスの運営上、当該デ

ータの削除の緊急性が認められると弊社又は NTT コムが判断した場合は、「７日以内」

を「即時」と読み替えるものとします。）に当該コンテンツを削除しなかった場合、弊社

又は NTT コムは、当該登録ユーザーの許可を得ること無く当該コンテンツを削除する

ことができるものとします。 

５．登録ユーザーは、弊社又は NTT コムに対し、前４項に定める権限の行使に必要な利

用権を、無償、無期限かつ地域を限定することなく許諾（弊社と提携する第三者への再

許諾を含みます。）するものとします。 

６．弊社又は NTT コムは、本条に定める各権限を有しますが、弊社又は NTT コムは、こ

れらの権限を行使する義務を負うものではありません。 

 

第１１条（ユーザー登録の抹消等） 

１．弊社は、登録ユーザーが、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知

または催告することなく、本サービスの利用を一時的に停止し、ユーザー登録の抹消も

しくは本サービスの利用契約を解除することができます。 

① 本規約のいずれかに条項に違反した場合 

② 登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合または本規約第５条第５項各号（登

録拒否事由）に該当する事由が判明した場合 

③ 支払停止もしくは支払不能となり、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、特別清算開始もしくはこれらに類する手続開始の申立てがあった場合 

 ④ 弊社からの問合せその他の回答を求める連絡に対して３０日間以上応答がない場合 

⑤ 登録ユーザーが不適正なサービス利用により本サービスの正常な運営を妨げまたは

信用を傷つけていると弊社が判断した場合 

⑥ その他、弊社が本サービスの利用、登録ユーザーとしての登録、またはサービス利用

契約の継続を適当でないと弊社が判断した場合 

２．前項各号のいずれかの事由に該当した場合、登録ユーザーは、弊社に対して負ってい

る債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに弊社に対して全ての債務の支払

を行わなければなりません。 

３．本条１項の規定によってユーザー登録の抹消もしくは本サービス利用契約が解除され

た場合、弊社は、当該登録ユーザーの同意を得ることなく、登録ユーザーの登録情報ま

たはコンテンツを削除できるものとします。 



４．弊社は、本条に基づき弊社が行った行為により登録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。 

 

第１２条（本サービスの停止、アクセス制限等） 

１．弊社は、以下のいずれかに該当する場合、登録ユーザーに事前に通知することなく、

本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。 

① 本システムの点検または保守作業を緊急に行う場合 

② 本システムを不正アクセス行為から防御するため必要な場合 

③ コンピューター、通信回路等が事故により停止した場合 

④ 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力によりサービスの運営が

できなくなった場合 

⑤ その他、弊社が停止または中断を必要と判断した場合 

２．本サービスの利用が著しく集中し、本システムに過度の負担がかかっていると弊社が

判断した場合、弊社は、本サービスの品質を保つため、登録ユーザーに対して次の各号

に掲げるアクセス制限を行うことができるものとし、登録ユーザーは、予めこれを了承

するものとします。 

①【ログイン制限】弊社が指定する一定の時間帯において、ログインできる人数を制限

することをいいます。したがって、ログイン制限を実施している時間帯においては、

ログインできる場合と、全くログインできない場合があることを予めご了承ください。 

②【アップロード制限】一回のアップロードで本サービスに保存できるファイルサイズ

は、弊社が別に定める容量までとなります。 

③【ダウンロード制限】弊社が指定する一定の時間単位において、ダウンロードできる

ファイルの数及びファイルの内容をダウンロードする前に確認すること（以下「プレ

ビュー」といいます。）ができる数を、弊社が指定する一定回数に制限することをい

います。したがって、登録ユーザーは、一定の時間単位において、ダウンロード及び

ファイルのプレビュー回数が一定数を超えるとダウンロード及びプレビューができ

なくなることを予めご了承ください。 

④【共有 URL 制限】弊社が指定する一定の時間単位において、共有 URL 機能を登録ユ

ーザー以外の方（以下「非ユーザー」といいます）とご利用いただく場合に、その共

有 URL 機能を利用できる回数を一定回数に制限すること及び共有 URL 機能により

生成されたおすすめURLへの非ユーザーによるアクセス総数を一定回数に制限する

ことをいいます。したがって、一定の時間単位において一定回数を超えると、非ユー

ザーに対するファイルの共有機能の利用、及び、共有 URL への非ユーザーによるア

クセスができなくなることを予めご了承ください。 

３．弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社は、本条に基づき弊社が行った

措置に基づき登録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。 

 

第１３条（登録ユーザーの責任範囲） 

１．登録ユーザーが本サービスに送信（発信）したコンテンツ、登録ユーザーによる本サ

ービスの利用方法や本サービスへの接続、本規約に違反したことまたは登録ユーザーに



よる第三者の権利侵害に起因または関連して生じたすべてのクレームや請求、トラブル

等の紛争については、ユーザーの費用と責任で解決するものとします。 

２．前項の紛争対応に関連して弊社に費用が発生した場合または弊社が損害賠償金等の支

払いを行った場合、当該紛争を発生させた登録ユーザーは、弊社が負担した費用及び損

害賠償金等（弊社が支払った弁護士費用を含みます。）を負担するものとします。 

 

第１４条（本サービスに関する保証の否認及び免責等） 

１．弊社は、登録ユーザーが本サービスにアクセスすることを許諾していますが、本サー

ビスの内容や品質、サービス提供の確実性・永続性、本サービス中に用いられるラベル

その他データの正確性、アクセス結果、セキュリティなどについて一切の保証をしませ

ん。 

２．弊社は、本サービスを利用してエクスポートされたデータの書き出しにおいて、当該

データの正確性・完全性（本サービス上に保存される前のデータと本サービスを利用し

てエクスポートされたデータの同一性を含みます。）を保証しません。弊社の定める条件

により、エクスポート対象となるコンテンツを変更・破棄する場合があります。 

３．本サービスを利用したデータの保存、複製、データ共有やデータ収集その他ユーザー

による任意の利用方法については、全て登録ユーザーご自身の責任で行っていただきま

す。また、著作権、秘密保持、名誉毀損、品位保持及び輸出に関する法令その他法令上

の義務に従うこと等についても、登録ユーザーご自身の責任と判断において行っていた

だきます。 

４．本サービスから他のサイトへのリンクへのリンクを提供している場合があります。こ

の場合、弊社は当該サイトを管理していませんので、本サービス外のサイト利用（使用）

については、登録ユーザーご自身の責任と判断において行っていただきます。また、リ

ンク先のサイト上で利用が可能となっているコンテンツ、広告、商品、役務などについ

ては弊社の責任によるものではありません。したがって、それらのコンテンツ、広告、

商品、サービスなどに起因または関連して生じた損害（間接的、直接的を問いません）

についても弊社は一切責任を負いません。 

５．弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社は、本サービスの提供の中断、

停止、終了、利用不能または変更、登録ユーザーの登録の抹消、コンテンツの抹消に起

因する損害（以下「ユーザー損害」といいます。）について一切の責任を負いません。 

６．何らかの理由により弊社が責任を負う場合であっても、弊社は、ユーザー損害につき

過去１ヶ月の間に登録ユーザーが弊社に支払った対価の金額を超えて賠償する責任を負

わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害及び逸失利益に

かかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。 

 

第１５条（本サービスの解約、ユーザー登録抹消の手続等） 

１．登録ユーザーは、弊社所定の方法で弊社に通知することにより、本サービスを解約す

ることができます（解約月の利用料については日割計算を行わないものとします。）。な

お、登録ユーザーが本サービスに保存したコンテンツのバックアップは、登録ユーザー

ご自身の責任と判断で行っていただく必要があります。 



２．解約の時点で弊社に対して負っている債務が有る場合は、登録ユーザーは、弊社に対

する債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに弊社に対して全ての債務の支

払を行わなければなりません。 

 

第１６条（登録情報の取扱い等） 

１．弊社による登録ユーザーの登録情報の取扱いについては、弊社のプライバシーポリシ

ー（https://www.sourcenext.com/privacy/kojin.html）の規定によるものとし、登録ユ

ーザーは、弊社が前記プライバシーポリシーにしたがって登録ユーザーの利用者情報を

取り扱うことについて予め同意するものとします。 

２．弊社又は NTT コムは、登録ユーザーが弊社に提供した情報、データ等を、個人を特

定できない形での統計的な情報として利用及び公開することができるものとし、登録ユ

ーザーは予めこれに同意するものとします。 

 

第１７条（本サービスに関する通知の方法等） 

１．本サービスに関する問合せその他登録ユーザーから弊社に対する連絡または通知、及

び本規約の変更に関する通知その他弊社から登録ユーザーに対する連絡または通知は、

弊社の定める方法で行うものとします。 

２．登録ユーザーが５条６項に基づく登録情報の変更の届出を怠ったことその他登録ユー

ザーの責に帰すべき事由により、弊社が登録ユーザー宛てに送信した通知が到達せず、

または遅着した場合、当該通知は通常到達すべき時に登録ユーザーに到達したものとみ

なします。 

 

第１８条（本サービスの内容の変更、終了） 

１．弊社は、弊社の都合により、本サービスの名称または内容、本サービスの機能等を変

更し、または本サービスの提供を終了することができます。弊社が本サービスの提供を

終了する場合、弊社は登録ユーザーに事前に通知するものとします。 

２．弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、弊社は、本条に基づき弊社が行った

措置に基づき登録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。 

 

第１９条（本規約等の変更） 

弊社は、本規約を変更できるものとします。弊社は、本規約を変更した場合には、弊社

web サイト（http://www.sourcenext.com/permission/135/）にて公表するものとし、当該

変更内容の公表後、登録ユーザーが本サービスを利用した場合または弊社の定める期間内

に登録抹消の手続を取らなかった場合には、登録ユーザーは、本規約の変更に同意したも

のとみなします。 

 

第２０条（分離可能性） 

本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効と

判断された場合であっても、本規約のその余の規定及び一部無効と判断された規定のうち

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。 

https://www.sourcenext.com/privacy/kojin.html
http://www.sourcenext.com/permission/135/


 

第２１条（準拠法及び管轄裁判所） 

１．本規約及びサービス利用契約の準拠法は日本法とします。 

２．本規約またはサービス利用契約に起因し、または関連する一切の紛争については、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。 

 

2018 年 11 月 13 日現在 

ソースネクスト株式会社 

 


