
KDDI Online Shop for Businessサービス利用規約 

 

（取扱いの準則） 

第１条 KDDI 株式会社（以下「当社」といいます。）は、契約者が提供するアプリケー

ション等の商品（以下「本商品」といいます。）について、ポータルサイト「KDDI 

Online Shop for Business」（以下「本サイト」といいます。）にて、本商品の情報提供

およびエンドユーザからの本商品への申込の取次ぎ等を内容とするサービス（以下「本サ

ービス」といいます。）を提供します。契約者が、本サービスを利用するためには、

「KDDI Online Shop for Businessサービス利用規約」（以下「本規約」といいます。）

に同意して頂く必要があります。 

 

（用語の定義） 

第２条 本規約で使用する用語の意味は、次のとおりとします。 

（１）「本サービス利用契約」とは、本規約に基づき、契約者と当社との間で締結する本

サービスの利用に係る契約をいいます。 

（２）「契約者」とは、本規約に基づき当社との間で本サービス利用契約を締結した事業

者をいいます。 

（３）「エンドユーザ」とは、本商品を購入等する事業者をいいます。 

 

（本規約の範囲） 

第３条 本規約は、契約者と当社の間の本サービスに関する一切の関係に適用します。 

当社が本サービスの円滑な運用を図るため、必要に応じて契約者に提示する本サービスの

利用に関する諸規定等（以下、本規約と併せて「本規約等」といいます。）は、本規約の

一部を構成するものとします。 

 

（本規約等の変更） 

第４条 当社は、民法の定めに従い、本規約等を変更することができます。この場合、本

サービスの提供条件は変更後の本規約等によります。なお、当社は、変更後の本規約等及

びその効力発生時期を、所定のWebサイトその他相当の方法で周知するものとし、変更後

の本規約等は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。 

 

（本サービスの利用条件） 

第５条 契約者は、本商品を紹介し、およびエンドユーザからの申込の取次ぎを受ける目

的のためにのみ本サービスを利用することができるものとし、それ以外の目的のために本

サービスを利用することはできません。 

２ 契約者は、当社に対して、本商品が本規約等の定める条件に従って作成されているこ



とを保証するものとします。 

３ 本商品に変更を加えて提供する場合も、前項を準用するものとします。 

４ 契約者は、当社に対し、本サイトに掲載する本商品の情報、イラスト等（以下、併せ

て「本商品情報」といいます。）について無償で提供し、また、本商品情報が他者の著作

権を一切侵害しないことを保証するものとします。 

５ 当社は、契約者に事前に通知することなく、本サイトの仕様を変更することがありま

す。この場合、契約者は変更後の仕様に従って本サービスを利用するものとします。 

 

（サービス利用の申込みおよび承諾） 

第６条 本サービスを利用しようとする事業者（以下「申込者」といいます。）は、本規

約等の内容に同意したうえで、当社が別に定める「KDDI Online Shop for Business掲載

申込書」（以下「本申込書」といいます。）により利用申込を行うものとします。なお、

申込者は、本申込書の提出前に、本申込書の内容が次項各号の条件をいずれも満たしてい

ることを自己の責任で確認するものとします。当社が本申込書による利用申込を承諾した

時点をもって、本サービス利用契約が成立するものとします。 

２ 当社は、前項による利用申込を受けたときは、前項に基づき提出された本申込書の内

容が以下の次の各号の条件をいずれも満たしているか否かを検証します。 

（１）当社指定の端末上で動作することが想定されること。 

（２）本規約等の定める条件に抵触する可能性がないこと。 

３ 当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合、その利用申込を承諾しないこ

とがあります。なお、当社は、利用申込を承諾しない場合であっても、承諾しない理由を

開示しません。 

（１）本規約等に違反するおそれがある場合。 

（２）申込者が実在しない場合、またはそのおそれがある場合。 

（３）申込者が法人でない場合。 

（４）申込者の本社所在地または主たる営業拠点が日本国内にない場合。 

（５）申込者が当社の別に定める基準（ソフトウェア、機器等に係る提供能力、保守・障

害受付体制、営業・技術支援体制等）を満たすことができないと認められる場合。 

（６）利用申込にあたり虚偽の事項を記載し、若しくは記入漏れがある場合、またはその

おそれがある場合。 

（７）過去に当社から本商品情報の掲載停止、若しくは本規約の解除を受けたことがあ

り、または、現に掲載停止若しくは本規約等の解除を定める条項に該当する場合。 

（８）利用申込を承諾することで当社の業務遂行上または技術上支障を及ぼすおそれがあ

ると当社が認める場合。 

（９）その他、当社が利用申込を承諾することが不適切であると判断する相当の理由があ

る場合。 



（申込の取次ぎ） 

第７条 当社は、当社所定の方法によりエンドユーザからの本商品に係る申込みを契約者

に取り次ぐものとします。 

２ 契約者は、前項により取り次がれた申込みについて誠実にこれに対応するものとしま

す。 

３ 本商品の購入等に係る契約は、エンドユーザと契約者との間で締結されるものとし、

当社は、かかる契約に関して何ら責任を負わないものとします。ただし、当社の故意また

は重過失による場合はこの限りではありません。 

 

（届出事項変更） 

第８条 契約者は、その氏名、名称、本社所在地または主たる営業拠点またはその他本サ

ービスの利用申込の際に届け出た内容に変更が生じた場合、当社所定の方法により、速や

かにその旨を当社に届け出るものとします。 

２ 契約者が前項の届出を怠ったことにより、契約者が不測の不利益を被ったとしても、

当社は一切その責任を負いません。また、契約者が前項に基づく届出を怠ったことにより

当社が契約者宛に発送した通知が到着せずまたは遅着した場合、当該通知は通常到達すべ

きときに契約者に到達したものとみなします。 

 

（契約者の義務および責任） 

第９条 契約者は、エンドユーザに対して、自己の責任において本商品を提供するものと

し、当社は、契約者によるエンドユーザへの本商品の提供に関して何ら責任を負わないも

のと 

します。ただし、当社の故意または重過失による場合はこの限りではありません。 

２ 契約者は、当社の信用、評判等を毀損し、その他当社に営業上の損害を与える可能性

のある行為を一切行わないものとします。 

３ 当社は、契約者がエンドユーザに提供した本商品について、その性能、機能、接続性

若しくは安全性または製造、販売若しくはサポート等に係る一切につき、何ら保証責任を

負うものではありません。また、契約者は、当該非保証についてエンドユーザに対して適

切に周知する責任を負うものとします。 

４ 契約者は、エンドユーザまたはその他第三者との間で本商品に関する紛争が発生した

場合、直ちに当社に対しその旨を通知するとともに、自己の責任と費用負担で当該紛争を

誠実に処理解決するものとし、当社に対しいかなる責任および費用も負担させないものと

します。また、エンドユーザまたはその他第三者からのクレーム若しくは紛争等につい

て、当社から改善の申入れを受けたときは、契約者はかかる申入れに直ちに従うものとし

ます。 

５ 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号のいずれかに該当し、若しくは該当



するおそれのある行為などを行ってはならないものとします。 

（１）法令等に違反する、または公序良俗に反する行為。 

（２）犯罪行為を惹起、助長するおそれがあり、または社会的に有害となるおそれがある

行為。 

（３）エンドユーザまたは第三者に嫌悪感を抱かせ、または、抱かせるおそれのある行

為。 

（４）エンドユーザまたは第三者のプライバシー権その他の権利を侵害する行為。 

（５）エンドユーザまたは第三者に対して事実誤認を生じさせる行為または虚偽である行

為。 

（６）その他、当社が不適当と判断する相当の理由のある行為。 

６ 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者に対し、本サービスの利用

状況に関する情報および資料等の提供を求めることができ、契約者はこれに応じるものと

します。 

（１）契約者による本規約等の遵守状況を調査確認するため必要な場合。 

（２）本サービスの技術的機能向上または利便性向上のため必要な場合。 

（３）その他、当社が必要と判断する相当の理由がある場合。 

７ 契約者は、自己の提供する本商品が製造物責任法（PL 法）の対象に該当する場合、

PL 保険に加入しなければならないものとします。 

 

（本商品の利用料等の回収） 

第１０条 契約者は、本商品がエンドユーザ向けに有料で提供されるものである場合、当

該本商品の利用料等の決済方法として、当社が別途定める「Business Port Support 

Program（請求・回収代行モデル）加入規約」（以下「当社プログラム規約」といいま

す。）に基づき、当社に対して当該プログラム（以下「当社プログラム」といいます。）

の利用の申込を行い、当社プログラムの利用に係る契約を締結のうえ、当社プログラムの

利用をしなければならないものとします。但し、当社が契約者と別段の合意をした場合は

この限りではないものとします。 

２ 契約者は、本商品の利用料等の決済方法として当社プログラムを利用する場合、本規

約のほかに、当社プログラム規約の定めに従って本商品を提供するものとします。 

 

（契約者による解除） 

第１１条 契約者は、解約を希望する日の20 営業日（但し、当社の営業日とします。以

下同じとします。）以上前に当社所定の方法で当社に通知することにより、本サービス利

用契約を解約することができます。 

 

 



（本サイトへの掲載および掲載停止） 

第１２条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、事前の予告なく当社の判断で本

サイトへの本商品情報の掲載を停止することができるものとします。 

（１）当社が別に定める基準に基づき、エンドユーザからの申込数が少ないと判断した場

合。 

（２）本商品が当社所定の本サービスの掲載方針に適さなくなった場合。 

２ 本商品情報の表示の順番は、当社の判断により決定するものとします。 

 

（本サービス利用契約の即時解除） 

第１３条 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、催告を要

することなく直ちに本サービス利用契約の全部または一部を解除することができるものと

します。 

（１）本規約等に違反した場合。 

（２）第６条第３項各号のいずれかに該当する場合。 

（３）本サービスの運営を妨害し、または当社の名誉若しくは信用を毀損した場合。 

（４）支払不能若しくは支払停止となり、または自己振出の手形若しくは小切手が不渡処

分を受けた場合。 

（５）差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立てがあった場合または、租税滞納処

分を受けた場合。 

（６）破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立てがあった場合

または特別清算に入った場合。 

（７）解散（合併によるものを除く。）または営業の全部若しくは重要な一部を第三者に

譲渡しようとした場合。 

（８）その他財産状態が悪化しまたはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場

合。 

（９）当社または第三者（エンドユーザも含みます。）との間で紛争を生じ、またはこれ

らの者に損害を与えた場合。 

（１０）その他、当社が契約者として不適切と判断する相当の理由がある場合。 

 

（本商品の提供の中断） 

第１４条 契約者は、本商品を提供するためのサーバー（以下「本商品用サーバー」とい

います。）の移設、保守、点検、または工事等により、本商品の提供を中断する場合に

は、当社に対し、15営業日前までに当社所定の方法にて中断の理由、中断期間等について

通知するものとします。 

２ 契約者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当社に対して速やかに通知を行う

とともに、故障、障害等の修復を行うものとします。また、本商品の提供の中断の日時、



復旧の予定等を当社に遅滞なく報告するものとします。 

（１）本商品に不具合が生じ、若しくは不具合があることを発見したとき、または本商品

用サーバーが故障若しくは故障するおそれがある等の障害が発生し、保安上緊急措置を要

する場合。 

（２）天災地変その他不可抗力による場合。 

３ 前二項の場合、当社は、本サイトから本商品情報の削除を行うことができるものとし

ます。 

 

（本サービスの一時停止および廃止） 

第１５条 当社は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、本サービスの提供を一時停

止することができるものとします。 

（１）本サービスで利用するシステム（以下「本システム」といいます。）の保守点検等

の作業を行う場合。 

（２）本システムまたはその関連設備等に故障若しくは障害が生じた場合。 

（３）停電、火災、地震または労働争議その他不可抗力により本サービスの提供が困難な

場合。 

（４）その他、本システムの運用上または技術上の相当な理由がある場合。 

２ 当社は、契約者に対し、事前に通知することにより、本サービスの全部または一部を

廃止できるものとします。 

 

（本商品の瑕疵修補義務） 

第１６条 本商品がその販売または提供に係る契約の内容に適合しない場合、契約者は速

やかにこれを修補等し、必要に応じて、その旨を当社やエンドユーザに告知しなければな

らないものとします。当該場合において、万一、本商品の内容の瑕疵により、当社と第三

者との間の紛議等を生ぜしめた場合は、契約者は、直ちに自らの責任と費用負担において

かかる紛議等の解決を行うものとし、当社に何らの迷惑をかけないものとします。 

 

（エンドユーザ対応） 

第１７条 契約者は、エンドユーザその他の第三者からの本商品に関する問い合わせ、苦

情、損害賠償、その他の請求等があった場合には、直ちに自らの責任と費用負担によりこ

れを解決するものとします。 

２ 当社は、エンドユーザその他の第三者から前項の請求等を受けた場合には、必要に応

じて、契約者の連絡先を案内し、またはこれらの請求を契約者に取り次ぐものとします。 

３ 契約者は、エンドユーザその他の第三者から、本サイトに関する問い合わせ、苦情、

損害賠償、その他の請求等を受けた場合には、当社の連絡先を案内し、若しくはこれらの

請求等を当社に取り次ぐものとします。 



（有効期間） 

第１８条 本サービス利用契約の有効期間は、本サービス利用契約の成立日から1 年間と

します。但し、有効期間が満了する日の3ヶ月前までに契約者または当社のいずれからも

別段の書面による通知がないときは、本サービス利用契約は自動的に１年間更新されるも

のとし、以降も同様とします。 

２ 前項の定めにかかわらず、本サービス利用契約の有効期間は、本サイトへの本商品情

報の掲載を保証する期間ではなく、当該有効期間の中途においても、当社は第１２条に基

づく本商品情報の掲載の停止を行うことがあります。 

 

（利用料金） 

第１９条 本サービスの利用に関する料金は発生しません。 

 

（当社による損害賠償） 

第２０条 当社は、本サービスを一時停止または廃止したことによって契約者、エンドユ

ーザ、その他いかなる第三者に生じた損害について、いかなる責任も負担しないものとし

ます。 

 

（守秘義務） 

第２１条 当社および契約者は、本サービスの提供により知り得た相手方の販売上、技術

上またはその他の業務上の秘密（契約者の従業員、エンドユーザに係る情報を含み、以下

「秘密情報」といいます。）を本サービスの提供または利用に関してのみ使用することが

できるものとし、第三者に開示、漏洩しないものとします。 

２ 当社および契約者は、相手方から開示された秘密情報について、自己または自己の業

務委託先の役員または使用人のうち、自己が負うのと同等の義務を課された当該秘密情報

を知る必要性を有する者（以下「関係者」といいます。）に限定して開示するものとし、

関係者（退職者を含みます。）が当該義務に違反したときは、自己が当該義務に違反した

ものとみなされるものとします。 

３ 当社および契約者は、本サービス利用契約が終了したとき、または相手方から要請が

あったときは、相手方から開示された秘密情報を、相手方の指示に従い、返還、廃棄また

は消去するものとし、廃棄または消去したときはその旨を書面により相手方に通知するも

のとします。 

４ 次の各号のいずれかに掲げるものであって、そのことを証明できるものは、本条は適

用されないものとします。 

（１）相手方から開示を受けた時点で公知の事実および相手方から開示を受けた後に自己

の責に帰すべからざる事由により公知となった事実。 

（２）相手方から開示を受ける以前から保有していた情報。 



（３）相手方から受領した情報に依存せずに独自に開発発見した情報。 

（４）正当な権利を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手された情

報。 

（５）法令上の要請または政府機関からの要請により開示が義務付けられた情報。 

５本条の規定は、本サービス利用契約の終了後も効力を有するものとします。 

 

（提供物の取扱い等） 

第２２条 本サービスに関連して当社が契約者に提供する物品、資料等（本規約等を含

み、以下「提供物」といいます。）に係る知的財産権は、当社に帰属し、契約者に移転し

ません。 

２ 契約者は提供物を、本規約等および次の各号に定めるとおり取り扱うものとします。 

（１）本サービスを利用するためにのみ、また当該利用に必要な範囲に限り使用するこ

と。 

（２）第三者に貸与し、譲渡しまたは担保提供する等の行為を行わないこと。 

（３）著作権等に関する表示を削除または変更しないこと。 

３ 本条の規定は、本サービス利用契約の終了後も効力を有するものとします。 

 

（損害賠償） 

第２３条 当社または契約者は、本規約等の各条項のいずれかに違反し、または自己の責

に帰すべき事由（従業員の責に帰すべき事由を含みます。）により相手方に損害を与えた

場合、相手方に対して直接かつ通常の損害を賠償するものとします。 

２ 契約者が本サービスの利用に関して第三者（従業員、エンドユーザを含みます。）に

対し損害を与えた場合、契約者は自己の費用と責任においてこれを解決し、当社の故意ま

たは重過失による場合を除き、当社に対しいかなる責任も負担させないものとします。 

 

（権利義務の譲渡制限） 

第２４条 当社および契約者は、本サービス利用契約に基づく権利または義務の全部若し

くは一部を第三者に貸与し、譲渡しまたは担保提供する等の行為をすることができないも

のとします。 

 

（合意管轄） 

第２５条 本規約等および本サービス利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所

をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

（準拠法） 

第２６条 本規約等および本サービス利用契約に係る準拠法は、日本国法とします。 



（協議） 

第２７条 本規約等に定めのない事項または各条項の解釈について疑義等が生じた場合に

ついては、当社と契約者とは誠意をもって協議し、円満に解決するものとします。 

 

附則 

（実施期日） 

本規約は、令和 2 年 3月 31日から実施します。 


