Cloud CIRCUS 利用規約
この「Cloud CIRCUS 利用規約」
（以下「本規約」といいます。
）は、クラウドサーカス株式会社（以下「当
社」といいます。）が提供するサービス Cloud CIRCUS に適用されます。
第 1 条（定義）
本規約で使用される用語の定義は、次の各号のとおりとします。
(1) Cloud CIRCUS：この Web プラットフォーム（以下「本プラットフォーム」といいます。）上で会員登
録したお客様へ当社がソフトウェア（第 5 条に規定するソフトウェア及びサービスをいい、以下、総
称して「本ソフトウェア」といいます。
）を使用許諾するサービスをいいます。Cloud CIRCUS は、当
社が定める区分により、基本機能のみを有する本ソフトウェアを無償で提供し、高度又は特別な機能
が付加された本ソフトウェアを有償で提供するフリーミアムのサービスです。
(2) フリープラン：本ソフトウェアのうち、Cloud CIRCUS への会員登録後、当社への申込みにより無償
で使用することができるものをいいます。
(3) 有償プラン：本ソフトウェアのうち、Cloud CIRCUS への会員登録後、当社への申込みにより有償で
使用することができるものをいいます。
第 2 条（会員登録）
1.

お客様は、Cloud CIRCUS の利用を希望する場合、本プラットフォーム上で Cloud CIRCUS 会員登録
の申込みをするものとします。

2.

当社は、審査の結果、お客様の会員登録申込みをお受けできないことがあります。この場合、当社は、
その理由をお客様に説明することを要しないものとします。

3.

当社が第 1 項の申込みを承諾し、お客様に会員登録承認の通知をすることにより、お客様の Cloud
CIRCUS 会員登録が完了します。

4.

お客様は、Cloud CIRCUS 会員登録後、当社に対し、次条に定めるところによりフリープラン又は有
償プランのソフトウェア使用許諾の申込みを行うことができます。

第 3 条（ID・パスワードの管理）
1.

当社は、お客様による Cloud CIRCUS 会員登録の申込みを承諾したときは、お客様に対して、Cloud
CIRCUS の利用に必要な会員 ID 及びパスワード（以下総称して「会員 ID 等」といいます。）を速や
かに発行するものとします。

2.

お客様は、会員 ID 等をお客様の責任において厳重に管理するものとし、第三者に開示しないものと
します。当社は、第三者がお客様の会員 ID 等を不正に使用したことによりお客様に損害が発生した
場合であっても、当社の故意又は重過失による場合を除き、一切の責任を負わないものとします。

3.

当社は、本プラットフォームのメンテナンス等に必要なとき、又は当社の正当な権利行使に必要なと
きは、お客様の会員 ID 等を使用してお客様の会員アカウントにログインすることができるものとし
ます。

4.

お客様は、会員登録事項に変更が生じた場合は、直ちに本プラットフォームより登録変更手続きをと

らなければならないものとします。
第 4 条（本ソフトウェアの使用許諾）
1.

お客様は、本ソフトウェアのフリープラン又は有償プランの使用を希望する場合、第 2 条の会員登
録完了後、本プラットフォーム上で、希望する本ソフトウェアを選択して使用許諾の申込みをするも
のとします。

2.

本プラットフォーム上で前項の申込手続きが完了することにより、お客様と当社間でお客様が選択
した本ソフトウェアの使用許諾契約が成立し、お客様が選択した本ソフトウェアが使用可能となり
ます。

第 5 条（使用許諾約款等への同意）
お客様は、それぞれの本ソフトウェアを使用するためには、下記の当社の使用許諾約款等を確認し、
同意しなければならないものとします。
記
ソフトウェア共通約款：
（URL: https://cloudcircus.jp/dcms_media/other/software_common.pdf /）
BowNow 使用許諾特約：
（URL: https://cloudcircus.jp/dcms_media/other/BowNow_terms.pdf）
COCOAR 使用許諾特約：
（URL: https://cloudcircus.jp/dcms_media/other/COCOAR_terms.pdf）
LESSAR 使用許諾特約：（URL: https://cloudcircus.jp/dcms_media/other/LESSAR_terms.pdf）
ActiBook 使用許諾特約：
（URL: https://cloudcircus.jp/dcms_media/other/ActiBook_terms.pdf）
AppGoose 使用許諾特約：
（URL: https://cloudcircus.jp/dcms_media/other/AppGoose_terms.pdf）
creca 使用許諾特約：
（URL: https://cloudcircus.jp/dcms_media/other/creca_terms.pdf）
Fullstar 使用許諾特約：
（URL:https://cloudcircus.jp/dcms_media/other/Fullstar_terms.pdf）
IZANAI 使用許諾特約：
（URL: https://cloudcircus.jp/dcms_media/other/IZANAI_terms.pdf）
DX Academy powered by デジタルシフト club 利用規約：
（URL: https://cloudcircus.jp/dcms_media/other/DX_Academy_terms.pdf）
以上
第 6 条（規約の変更）
当社は、当社のホームページにおいて 1 か月以上前に告知することにより、本規約を変更すること
ができます。ただし、変更の内容が誤字や脱字の修正等の軽微な変更、又はお客様の一般の利益に適
合する内容の場合、当社は直ちに本規約を変更することができます。
第 7 条（委託）
1.

当社は、本ソフトウェアのサポート業務その他サービス提供に係る業務の一部又は全部を、第三者に
委託することができるものとします。

2.

当社は、本ソフトウェアの使用許諾契約における当社の義務と同等の義務を委託先に対して課すも
のとします。

3.

当社は、お客様に対し、委託先の行為について自らの行為と同等の責任を負うものとします。

第 8 条（支払い）
1.

お客様は、本ソフトウェアの有償プランを使用する場合、当社に対し、プランアップ申込時に表示さ
れた初期費用及び月額費用を、本プラットフォーム上で選択した支払方法により支払うものとしま
す。

2.

月額費用の課金開始日は、有償プランにログイン可能となった日の翌月 1 日とします。

3.

お客様が支払方法として銀行振込みを選択した場合、当社は毎月 10 営業日までに当月の請求書をお
客様に発行します。お客様は、請求書受領月の末日までに、請求金額に消費税相当額を加算した金額
を当社の指定口座へ振り込むものとします。

4.

お客様が支払方法として口座引落しを選択した場合、当社は毎月 10 営業日までに当月の請求書をお
客様に発行します。お客様は、請求書受領月の末日までに、請求金額に消費税等相当額を加算した金
額を口座引落しにより当社に支払うものとします。

5.

お客様が支払方法としてクレジット払いを選択した場合、お客様は、毎月クレジット会社の指定する
支払日に、請求金額に消費税等相当額を加算した金額を支払うものとします。

第 9 条（最低利用期間）
1.

各本ソフトウェアの使用許諾契約は、期限の定めのない契約とします。お客様又は当社のいずれから
も解約若しくは契約解除の手続きがなされない限り、原則として、各契約は継続されるものとしま
す。

2.

お客様は、各契約の解約を希望する場合、当社に対し解約申込書を提出するものとします。

3.

お客様が当月の 25 日までに解約申込書を提出した場合は、翌月の末日を合意解約日とし、26 日以降
の提出の場合は翌々月の末日を合意解約日とします。

4.

本ソフトウェアの有償プランには、最低利用期間があります。最低利用期間は、当該本ソフトウェア
の月額費用の課金開始日から 1 年間とします。なお、最低利用期間の算定は、本ソフトウェアごとに
個別に行うものとします。

5.

お客様が各本ソフトウェアの最低利用期間内に当該本ソフトウェアの使用許諾契約を解約するとき
は、最低利用期間の終了までの残期間の本月額費用等相当額を当社に対して支払うものとします。お
客様が当社より本ソフトウェアの使用許諾契約を解除された場合も同様とします。

第 10 条（本プラットフォームの一時停止等）
1.

当社は、本プラットフォーム又は電気通信設備の保守・改修・点検・メンテナンスのため、お客様に
事前に通知のうえ本プラットフォームの使用を制限し、又は一時停止することができます。ただし、
緊急を要する場合には、事前の通知は不要とします。

2.

お客様による本プラットフォームの使用が当社の電気通信設備に著しい負荷を与えていると当社が
判断した場合、当社は、当該負荷が解消されるまでの間、本プラットフォームに関するトラフィック
の制限をし、又は使用の一時停止を行うことができます。

第 11 条（禁止事項）

お客様は、次の各号に定めることを行うことができません。
(1) 本プラットフォームの一部、若しくは全部の修正、改変、リバースエンジニアリング、逆アセン
ブル、逆コンパイルを行うこと、又は第三者にそれらの行為を行わせること。
(2) 本プラットフォームの類似もしくは模倣したサービスを提供し、又は本プラットフォームのデ
ッドコピー等を制作、売買、譲渡、貸与、保有もしくは使用すること。
(3) 本プラットフォームの著作権その他の知的財産権が、当社以外の者に帰属すると第三者に誤認
させること。
(4) 本プラットフォームのソースコード、オブジェクトコード、モジュール、ルーチン、サブルーチ
ン、システム設計書及びその他の非公開の技術情報を開示又は漏洩すること。
(5) 当社又は第三者の著作権、商標権、意匠権その他の知的財産権を侵害すること。
(6) 当社又は本プラットフォームの名称と同一又は類似のドメイン名を取得、登録、売買、譲渡、貸
与、保有もしくは使用すること。
(7) 「クラウドサーカス商標使用ガイドライン」
（URL：https://cloudcircus.jp/legal/）に違反する行為
を行うこと。
(8) 法令に違反する、もしくは違反するおそれのあること。
(9) Cloud CIRCUS 会員登録その他において、当社に対し虚偽の申告、届出をすること。
(10) 当社及び当社のグループ会社の運営を妨げ、もしくは信頼を毀損する、又はするおそれのあるこ
と。
(11) 前各号の他、当社が不適切と判断すること。
第 12 条（会員登録の取消事由）
1. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当したときは、お客様への催告をすることなく、ただちに
お客様の会員登録を抹消するとともに本ソフトウェアの使用許諾契約の全部もしくは一部を解除し、
又は本プラットフォーム及び本ソフトウェアの使用の一時停止をすることができます。
(1) 本ソフトウェアの使用許諾契約に基づき発生した金銭債務について、初回の支払いを、期日を経
過しても支払わないとき。
(2) 本ソフトウェアの使用許諾契約に基づき発生した金銭債務について、2 回目以降の支払いを、期
日を 2 か月以上経過しても支払わないとき。
(3) 監督官庁から営業停止又は営業免許もしくは営業登録の取消等の処分を受けたとき。
(4) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準
じる手続きが開始されたとき。
(5) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の手続開始決定等の申立がなされたとき
(6) その他、資産、信用又は支払能力に重大な変更行為があったとき。
(7) 第 11 条（禁止事項）又は第 13 条（反社会的勢力の排除）に違反したとき。
(8) 使用許諾約款に違反したとき。
(9) 重大な過失又は、背信行為があったとき。
2. 当社は、お客様の本規約への違反に対し、相当の期間を定めてなした催告後も、当該違反状態が是正
されない場合は、ただちにお客様の会員登録を抹消するとともに本ソフトウェアの使用許諾契約の全

部もしくは一部を解除し、又は本プラットフォーム及び本ソフトウェアの使用の一時停止をすること
ができます。
3. お客様は、第 1 項各号のいずれか又は前項に該当した場合、当然に期限の利益を喪失するものとしま
す。
4. お客様は、当社から本ソフトウェアの使用許諾契約を解除されたときは、当社との契約に基づいて当
社に支払った金員について一切返金を受けることができません。
第 13 条（反社会的勢力の排除）
1. お客様及び当社は、次の各号を表明し、保証するとともに、将来にわたっても次の各号を遵守するこ
とを確約します。
(1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員と密接な関係を有する者、暴力団員でなくなった時から 5
年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知
能暴力集団その他これらに準ずる者（以下これらの者を総称して「反社会的勢力」といいます。）
ではないこと。
(2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。
ア 反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係
イ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社
会的勢力を利用していると認められる関係
(3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させて、相手方と契約を締結するものでないこと。
(4) 自らの役員（取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、
実質的に経営を支配する者をいう。
）
、親会社・子会社が前三号のいずれにも該当しないこと。
(5) 自ら又は第三者を利用して関して次の行為をしないこと。
ア 暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は暴力的な要求行為
イ 法的な責任を超えた不当な要求行為
ウ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
エ その他前各号に準ずる行為
2. お客様又は当社の一方が前項に違反したときは、その相手方は、何らの催告を要せずして、相手方と
締結した契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3. 前項の規定により契約が解除された場合、解除された当事者は、その相手方に対し、相手方の被った
損害を賠償するものとします。
4. 第 2 項の規定により契約が解除された場合、解除された当事者は、解除により生じる損害について、
その相手方に対して一切の請求を行わないものとします。
第 14 条（サービスの廃止）
当社は、3 ヶ月以上前にお客様に通知することにより、Cloud CIRCUS の全部又は一部を廃止するこ
とができます。
第 15 条（個人情報の取り扱い）

お客様は、Cloud CIRCUS 会員登録申込みにあたり、次の URL の当社の「個人情報保護方針」及び
「個人情報の取扱いについて」に同意するものとします。
URL: https://cloudcircus.jp/privacy/
以上
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