
PFI インフォメーション利用規約 

 

第 1 章 総則 

第 1 条（サービス及び規約） 

本規約は、株式会社 PFI ネット（以下『弊社』という）が提供するインターネット上のサービス、及びそ

れに付随するサービス（以下『本サービス』という）に関し、会員の利用及び利用に係わる一切の条件を

規定したものです。  

 

第 2 条（本規約の変更） 

弊社は、会員の了承を得ることなく、弊社が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本規約を

変更できるものとします。  

 

第 3 条（用語の定義） 

本規約において用いる用語の定義は以下の通りとします。 

1． 「PFI インフォメーション」とは弊社が運営する PFI 事業関連データ等をコンテンツとす

る会員制オンライン情報サービスです。 

2． 「PFI インフォメーション」の商標権及びロゴマークにかかわる著作権は弊社に帰属しま

す。 

3． 会員とは「PFI インフォメーション」を利用する権利を有するもので本規約に合意し、か

つ本規約に定める所定の手続きを経たものとします。 

 

第 2 章 会員 



第 4 条（会員の定義） 

1． 会員とは、弊社に本システムの利用を申込み、弊社がこれを承認した全ての者をいいます。 

2． 会員は一般会員と特別会員に分類され、特別会員とは、国または地方自治体の職員である

会員※を指します。 

3． 会員は、本規約に定めたすべてに対する義務と責任を負うものとします。 

4． 会員は、契約手続きを完了した時点で本規約の内容を承諾しているもとのみなします。 

※ 国または地方自治体が１００％出資する法人の職員も含まれます。 

 

第 5 条（管理者の選任） 

1． 前項に定める全ての会員は 1 名の管理者を選任することとします。 

2． 会員が個人の場合は会員と管理者は同一人となります。 

3． 管理者は本規約に定める本サービスの利用に関し全ての責任と義務を負います。 

4． 管理者には管理者 ID とパスワードが発行されます。 

 

第 6 条（メンバー会員の定義） 

1． 会員が ID を複数契約した場合、管理者 ID を除くすべての ID がメンバーID として発行さ

れます。 

2． メンバーは、当該契約においてメンバーID を利用するすべての個人をいいます。 

3． 管理者はメンバー（管理者本人を含む）を管理する立場として、メンバーの利用行為すべ

てに対する義務と責任を負うものとします。 

4． メンバーは、本サービスの利用を開始した時点で、本規約の内容を承諾しているものとみ

なします。 



 

第 7 条（会員の地位の継承等） 

相続または法人の合併、分割及び譲渡により会員の地位の承継があったときは、地位を承継した者は、承

継した日から 1 ヶ月以内に弊社に通知するものとし、弊社は当該通知にしたがって登録内容を変更するも

のとします。 

 

第 8 条（会員の名称等の変更） 

会員は、その名称、氏名、所在地、住所等について変更があったときは、速やかに弊社に通知するものと

します。 

 

第 3 章 契約 

第 9 条 （試用期間） 

1． 「試用期間」とは、会員が本サービスを限定した内容と期間において無料利用するために、

会員と弊社との間で交わされる同意です。 

2． 「試用期間」は、登録の日より、登録の日を含む翌月末まで、弊社が定めた範囲内でのサ

ービス利用を可能とします。 

 

第 10 条（「本登録」） 

試用期間中の弊社所定の連絡方法による登録のご案内を承諾され、支払いが完了した時点で本登録となり

ます。  

 

第 11 条（契約期間） 



1． 契約期間とは、本登録の契約発行月から 12 ヶ月間を指します。 

2． 会員は契約発生から選択した契約期間が終了するまでの間、「本登録」を履行するものと

します。 

3． 弊社は、契約発生後いかなる理由があろうと会員からの「本登録」の途中解約での返金に

は応じないものとします。 

 

第 12 条（契約の変更） 

会員が「会員情報の変更」サービスにてメンバーID を追加した場合、新規 ID の追加登録を行ったことと

します。 

なお、メンバー数の増加があった場合、変更後ユーザー数の料金と従前の料金の差額を追加年会費として

請求させていただきます。  

 

第 13 条（契約の消滅） 

弊社は、契約期間中にオンライン上で会員から「本登録」の満期終了の申し出があった場合、契約を満期

をもって終了させ「本登録」が消滅することに同意します。  

 

第 4 章 料金 

第 14 条（入会金） 

1． 本サービスを利用するにあたり一般会員は入会金を支払うものとします。  

 

第 15 条（年会費） 

1． 本サービスの利用料金は、管理者及びメンバーの人数ごとに算出されます。 



2． 年会費は本サービスの内容を表示したオンライン上の記載に従うものとします。 

3． 年会費は一般会員に発生するもので、特別会員については免除になります。 

4． 各種割引制度の適用条件は、本サービスの内容を表示したオンライン上の記載に従うもの

とします。 

  

第 16 条（請求と支払い） 

1． 弊社は、「本登録」および追加契約に関する条項に基づき、会員に対し本サービスの利用

料金を請求するものとします。 

2． 会員は「本登録」手続きにて選択した年会費の利用料金と入会金を、弊社に前払いで一括

して支払うものとします。 

3． 会員に追加料金が発生した場合は、利用明細を添付して会員に請求します 

4． 会員は、弊社より送付された請求書に記載された金額を、請求書に記載された指定金融機

関へ振込むものとします。 

5． 振込に係わる手数料は、会員が負うものとします。  

 

第 5 章 会員の責務 

第 17 条（管理責任の原則） 

1． 会員は、本サービスを利用するために必要なコンピュータその他機器及びソフトウェア

を、自己の責任において準備するものとします。 

2． 会員は、管理者及び会員の ID により本サービスを利用してなされた一切の行為およびそ

の結果について、当該行為を利用者がしたか否かを問わず、責任を負います。 

3． 会員は、本サービスの利用により弊社または第三者に対して損害を与えた場合（会員が本



規約上の義務を履行しないことにより第三者または弊社が損害を被った場合を含みま

す。）、会員の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。 

  

第 18 条 (会員の ID およびパスワードの管理責任)  

1． 会員は、会員の ID およびパスワードを条件として本サービスを利用する権利を、弊社が

別途定める場合を除き、第三者に使用させず、第三者と共有あるいは第三者に許諾しない

とともに、会員の ID およびこれに対応するパスワードの使用および管理について一切の

責任を持つものとします。 

2． 弊社は、会員の ID およびパスワードが第三者に使用されたことによって当該管理者及び

ユーザーおよび会員が被る損害については、会員の故意過失の有無にかかわらず一切責任

を負いません。また、当該 ID およびパスワードによりなされた本サービスの利用は会員

によりなされたものとみなし、会員は利用料その他の債務の一切を負担するものとしま

す。 

 

第 19 条（コンテンツの利用範囲） 

本サービスで提供されるコンテンツは、会員本人のみが使用できるものとします。会員本人のみが使用で

きるとは、会員が個人の場合は、会員自身のための使用をいい、法人の場合は、同一法人メンバー内での

使用を指すものとします。 

 

第 20 条（禁止事項） 

会員は、サービスの利用にあたって以下の行為を行わないものとします。 

（1） 他の会員、第三者または弊社の著作権などの知的所有権を侵害する行為 



（2） 他の会員、第三者または弊社の財産もしくはプライバシーを侵害する行為 

（3） 他の会員、第三者または弊社に不利益もしくは損害を与える行為 

（4） サービスによりアクセス可能な弊社または他者の情報を改ざん、消去する行為 

（5） 他者になりすましてサービスを利用する行為 

（6） 有害なコンピュータプログラム等の送信、または他者に提供する行為 

（7） 他者に対して、無断で広告、宣伝、勧誘などを行う行為 

（8） 公序良俗に反する行為 

（9） その他、法令、本規約に違反する行為 

（10） その他、弊社が不適切と判断する行為 

 

第 7 章 運営 

第 21 条（サービスの変更等） 

1． 弊社は、会員への事前の通知なくしてサービスの内容・名称を変更することがあります。 

2． 弊社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、 一

時的にサービスを中断することがあります。 

（1） サービス用設備等の保守を定期的にまたは緊急に行う場合。 

（2） 火災、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合。 

（3） 弊社は、会員が以下のいずれかに該当することがわかった場合、当該会員に対する本サ

ービスの利用を認めない、あるいは本サービスの提供を一時停止または取り消すことが

できるものとします。 

3． 弊社は、会員への事前の通知なくしてサービスの内容・名称を変更することがあります。 

（1） 会員および管理者が実在しなかった場合。 



（2） 会員および管理者と連絡がとれない場合。 

（3） 契約手続きの際に、虚偽の記載及び故意の誤記、または記入漏れがあった場合。 

（4） 管理者及びメンバーが、会員 ID およびパスワードを不正に使用し、または第三者に使

用させた場合。 

（5） 弊社が有する知的財産権を侵害した場合。 

（6） 料金の支払遅滞による弊社からの支払勧告に応じなかった場合。 

（7） 管理者が未成年者、被保佐人、被後見人のいずれかであり、 契約手続きの際に法定代

理人または保佐人・後見人の同意等を得ていなかった場合。 

（8） 本規約の違反等により利用資格の停止処分中であり、 または過去に本規約の違反等で

本サービスの利用を認められなかった、 もしくはサービスの一時停止や取り消し処分

を受けたことがある場合。 

（9） その他、本規約に違反する行為があった場合。 

4． 弊社は、前項各号のいずれか、またはその他の事由によりサービスの提供の遅延または中

断等が発生したとしても、 これに起因する会員または第三者が被った損害について一切

責任を負わないものとします。 

 

第 22 条（サービスの中止） 

1． 弊社はオンライン上に事前通知をした上で、サービスの全部または一部の提供を中止する

ことがあります。 

2． 弊社はサービスの提供中止の際、前項の手続を経ることで、 中止に伴う利用者または第

三者からの損害賠償の請求を負わないものとします。 



 

第 23 条（免責） 

1． 本サービスの内容は、弊社がその時点で提供可能なものとします。 弊社は弊社が本サー

ビスで提供するコンテンツについて、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、い

かなる責任をも負いません。  

2． 弊社はサービスの利用により発生した会員の損害、 およびサービスを利用できなかった

ことにより発生した会員の損害に対し、 いかなる責任も負わないものとし、損害賠償義

務を一切負わないものとします。 

 

第 24 条（会員情報の守秘義務） 

会員が、本サービスに登録した内容は弊社が所有するものとし、当社は、ユーザー個人を特定する情報に

ついては、当社の定める個人情報保護方針に基づき適切に取り扱います。 

第 8 章 その他 

第 25 条（専属的管轄裁判所） 

1． サービスに関連して会員と弊社との間で問題が生じた場合には、会員と弊社で誠意をもっ

て協議するものとします。 

2． 協議しても解決しない場合は、弊社の本店所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意

管轄裁判所とします。 

 

第 26 条（準拠法） 

この利用規約に関する準拠法は、日本国内関連法を適用するものとします。 

 


