ソースリンク Excel 帳票ツールサービス（SLERT）利用約款
重要：ソースリンク Excel 帳票ツールサービス（SLERT）をご利用になる前に本利用約款の条項をよくお読みください。

第１条 （定義）
本約款において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
1. 「本約款」とは、本利用約款のことをいいます
2. 「当社」とは、株式会社ソースリンクのことをいいます。
3. 「ご利用者様」とは、本約款を承諾のうえ、規定の利用登録手続を全て完了し、当社から ID とパスワードの交付を受けたお客
様を意味します。
4. 「有料サービス」とは、当社が提供する Microsoft Dynamics 365 のシステムにおいて、Microsoft Excel を用いた帳票作
成を行うサービス（ソースリンク Excel 帳票ツールサービス）のことをいいます。
5. 「無料サービス」とは、有料サービスの無料トライアルサービスのことをいいます。
6. 「本サービス」とは、有料サービスと無料サービスのことをいいます。
7. 「本製品」とは、本サービスを利用するために使用するソフトウェア及びそのソフトウェアのアップデート、その関連資料を含む権利
者が製造するソフトウェアの全般を意味します。
8. 「SLERT」とは、本製品及び本サービスの総称を意味します。
9. 「関連契約」とは、SLERT を利用するにあたって、ご利用者様が当社との間で締結するサービスに関する契約、利用契約、評
価契約、その他関連する契約を総称して又は個別にいいます
10. 「関連資料」とは、SLERT に付属するユーザマニュアル、インストールガイド、その他 当社がご利用者様に対して提供する
SLERT に関連する一切の資料をいいます
11. 「申込書」とは、当社所定の有料サービスの申込書のことをいいます。
12. 「利用料金」とは、申込書記載の有料サービスの利用料金のことをいいます。
13. 「解約禁止期間」とは、有料サービス開始月の翌月初日から起算して 12 カ月間のことをいいます。
14. 「マニュアル」とは、SLERT の機能の説明や利用方法、その他利用するために必要な事項を記載した書面をいいます
15. 「諸規定等」とは、当社が本約款とは別に定めた利用約款及び諸規定等のことをいいます。
16. 「秘密情報」とは、相手方より秘密と指定された上で開示された情報のことをいいます。
17. 「情報受領者」とは、秘密情報を受領した当事者のことをいいます。

第２条 （総則）
1.

本約款は、当社が提供する SLERT に関し、本製品のダウンロード及び、本サービスの利用を申し込んだご利用者様と当社と
の間における権利義務関係を定めることを目的とします。

2.

ご利用者様は、本製品のダウンロード及び実行してライセンス契約ウィンドウのボタンをクリック、又は対応する記号を入力した
時点で、この利用約款に無条件で同意したことになります。本契約の諸条件に同意されない場合は、本製品の使用を中断し、
本製品を削除してください。

3.

ライセンス契約ウィンドウの同意を確認するボタンをクリックするか、又は対応する記号を入力すると、本約款の各条項に従って
SLERT を利用する権利を得られます。

4.

諸規定等を定めた場合、諸規定等はそれぞれ本約款の一部を構成するものとし、本約款と諸規定等の内容が異なる場合に
は、変更の効力発生時期が遅いものから優先して適用されるものとし、ご利用者様は、これを承認し遵守するものとします。

5.

当社は、ご利用者様の事前の承諾を得ることなく本約款および諸規定等を変更することができるものとします。

第３条 （権利の帰属）
SLERT 及び SLERT の外観、構造、構成に関連する著作権その他の知的財産権は、当社及び当社が本契約に基づきご利用
者様に対して利用許諾を行うための権利を当社に認めた原権利者に帰属します。SLERT の申込又は本契約の締結によっても
SLERT の著作権その他の知的財産権が当社及び原権利者からお客様に移転するものではありません。
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第４条 （利用許諾）
当社は、お客様に対し、SLERT の譲渡不能な非独占的利用権を許諾します。

第５条（有料サービスの申込）
1.

ご利用者様は、以下を確認のうえ、申込書により有料サービスの利用を申し込むものとします。
①

有料サービスの解約禁止期間は、解約することができないこと。ただし、ご利用者様が解約禁止期間の利用料に相当す
る違約金を支払った場合、即時に解約することができること。

②

有料サービスの利用契約にかかる利用料金等の課金は、当社が別に定める場合を除き、暦の 1 日から末日までの 1 ヶ
月単位として算出されるものとし、月中の解約による日割り精算を行わないこと。

2.

有料サービスの利用にあたり、ご利用者様は、本約款が適用されることに同意したうえで、当社所定の手続に従い、利用契約
の申込みを行うものとします。

3.

有料サービスの利用契約は、当社が前項の申込を承諾し、ご利用者様に対して、サービス開始日、ID 等を通知したときに成
立するものとします。

4.

無料サービス期間内に有料サービスの申込が完了した場合、前項に関わらず、無料サービスの登録申請時に当社から交付さ
れる ID 及びパスワード並びに無料サービス期間中の環境を継続して利用できるものとします。

第６条 （無料サービス）
1.

無料サービスの申込み及び契約の成立は、前条第２項及び第３項と同様の手続により成立するものとします。

2.

無料サービスの利用期間は、登録申請時に当社から交付される ID 及びパスワード発行日から 30 日間とします。利用期間
を過ぎた場合であり、かつ有料サービスへの移行の申込みがない場合には、当社はご利用者様の ID を無効にし、無料サービ
ス提供を停止するものとします。

3.

無料サービスの利用期間においては、ご利用者様は、有料サービスと同一のサービスを利用できるものとします。

第７条 （ID 及びパスワードの管理）
1.

ご利用者様は、ご利用者様登録後、SLERT を利用する際には、登録申請時に当社から交付される ID 及びパスワードを使
用するものとします。

2.

ご利用者様の ID 及びパスワードの管理とその使用に関しての責任は、全てご利用者様本人が負うものとします。

3.

当社は、ご利用者様の ID 及びパスワードの管理もしくは使用上の過失、ご利用者様以外の第三者による ID 及びパスワード
の利用に伴う損害の一切について責任を負わないものとします。

第８条 （ご利用者様の登録情報）
1.

ご利用者様の登録情報は、当社が所有するものとします。

2.

ご利用者様は、有料無料に関わらずサービス申込みの際に申告する登録情報の全ての項目に関して、いかなる虚偽の申告
も行わないものとします。

3.

ご利用者様の登録情報について、当社は当該情報を個人情報として秘密に管理するものとし、次の各号の場合を除き、個
人識別が可能な状態で第三者に提供しないものとします。
a、 あらかじめご利用者様に提示し、許諾された利用目的に合致する場合
b、 裁判所、検察庁、警察、弁護士会、消費者センター又はこれらに準じた権限を有する機関もしくはその他の団体・個人
から法令に基づき開示を求められた場合
c、 公衆又はご利用者様の生命又は財産の保護のために必要と認められる正当な事由がある場合

第９条 （通知）
1.

当社からご利用者様へのすべての通知は、本約款に別段の定めのある場合を除き、ご利用者様が利用申し込みの際に指定
した電子メールへの送信その他当社が適当と認める方法により行われるものとします。

2.

前項の通知が電子メールの送付による場合、当社がメールを送信し、ご利用者様のメールサーバーがこれを受信した時点で、
通知の効力を生じるものとします。
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第１０条 （登録内容変更の届出）
1.

ご利用者様は、本サービスの利用申込時に当社に届け出た内容（住所、氏名、電子メールアドレス、SLERT の利用場所及
び利用環境その他）に変更があった場合、直ちに当社に対して変更の届出を行う義務を負うものとします。

2.

前項の届出を怠ったことにより、ご利用者様又は第三者に生じた損害（SLERT の利用停止、通知の不達等を含む）につい
て、当社は一切の責任を負わないものとします。

3.

前項の届出を怠ったことにより、当社からご利用者様に対する通知が到達しなかった場合、当社からご利用者様に対する通知
は、ご利用者様が届け出た先に通常到達すべき時に到達したとみなされるものとします。

第１１条 （情報の管理）
ご利用者様の登録情報の管理は、当社の掲げるセキュリティポリシーに従い、情報の改ざん、社外への漏えい、不正なアクセスなど
が起きないよう、予防および安全対策を講じます。

第１2 条 （利用目的）
1.

ご利用者様は、ご利用者様自身の業務において使用する目的でのみ SLERT を利用することができ、かかる目的以外に
SLERT を利用しないものとします。

2.

ご利用者様は、本製品の複製、謄写、又は本製品に対する修正、追加等の改変を行うことはできません。
ただし、本製品のバックアップ、又は保存の目的に限り、１部を限度として本製品の複製を作成することができます。

3.

ご利用者様は関連資料につき、ご利用者様自身が本契約及び関連資料並びに関連契約に基づいて SLERT 及び当社が
提供するサービスを利用する目的に限り、合理的に必要とされる部数の複製を行うことができます。

第１３条 （ご利用者様の禁止行為）
1. ご利用者様は、以下に該当する行為又はその恐れのある行為をとってはならないものとします。
a、 公序良俗に反する行為
b、 法令に違反する行為
c、 SLERT に関し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、解読、抜粋、改変、翻案等のソースコード解明を
試みる行為及び SLERT を模倣した製品を作成する行為
d、 ID を第三者に対して譲渡、売買、貸与等、ご利用者様以外の第三者に利用させる行為
e、 SLERT の運営を妨害する行為
f、

当社が承認していない営業行為

g、 当社の承認を得ずにご利用者様として有する利用契約上の地位、又は権利もしくは義務を、第三者に譲渡し、利用さ
せ、担保に供する等一切の処分する行為
h、 SLERT が使用しているサーバーに著しい負荷をかける行為
i、

その他、当社が不適当と判断する行為

2. ご利用者様が前項の各号に該当した場合、当社は、ご利用者様に対して、その是正を求めるものとし、是正がなされない場
合には、ご利用者様の承諾の有無にかかわらず、利用資格を抹消することができるものとします。
3. 利用資格を抹消する場合、当社は、ご利用者様が SLERT の利用に際して保存したデータを全て削除するものとし、ご利用
者様は、これに異議はないものとします。
4. 解約禁止期間において、利用資格の抹消が行われた場合、ご利用者様は、当社に対して、解約禁止期間に相当する利用
料を支払うものとします。

第１４条（サービスの構成）
1.

当社は、SLERT について、理由の如何を問わず、ご利用者様に事前の通知を要せずに、SLERT に関する内容の全部又は
一部を変更・追加・終了することができるものとし、これに伴ってご利用者様又はその他の第三者に生じた損害につき、一切そ
の責任を負わないものとします。

2.

ご利用者様は、SLERT の利用に関するサポートもしくは SLERT のカスタマイズを希望する場合には、当社に対して、その旨申
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し入れるものとします。この場合のサポートもしくはカスタマイズの費用は当社とご利用者様との間の協議により決定するものとし
ます。

第１５条（利用料金等）
1.

有料サービスご利用者様は、当社が以下に定める条件及び方法に従い、利用料金を支払うものとします。

2.

当社は、ご利用者様に通知のうえ、利用料金等を随時改定することができるものとします。

3.

ご利用者様は、当社に対し、当月末日（金融機関の非営業日の場合は直前の営業日）までに翌月分の利用料を当社指
定の銀行預金口座に振込送金にて支払いうものとします。なお、振込手数料など支払費用はご利用者様の負担とします。

4.

有料サービスの利用料金に係る消費税相当額は、ご利用者様がこれを負担するものとし、ご利用者様は利用料金に、当月
分の締め日における税率によって計算した消費税相当額を加算した額を一括して当社に支払うものとします。当社は、消費
税相当額の計算において 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り上げるものとします。

5.

ご利用者様が第３項の支払期日までに利用料金の支払を行わない場合、支払期日の翌日から支払い済みまで年 14.6%
の割合による遅延損害金を利用料金と一括して支払う義務を負うものとします。

第１６条（解約）
１．ご利用者様が有料サービスもしくは本サービスに付帯するオプションの利用契約の解約を希望する場合、当社所定の書式及
び方法によって届け出るものとし、当該申出が当社に到着した日の翌月末日をもって解約されるものとします。
２．ご利用者様による解約が解約禁止期間中だった場合には、ご利用者様は、当社に対して、解約禁止期間の利用料相当額
の支払義務を負担するものとします。
３．本契約が解約された場合には、当社は、第 13 条 2 項及び 3 項に従い、ご利用者様の利用資格の抹消措置を行うものとし
ます。また、ご利用者様は、本製品の使用を中断し、本製品を削除しなければなりません。

第１７条（サービス内容の変更ならびに一時中断、停止および中止）
１．当社は、いつでも、何らの告知なしに、またご利用者様の承諾の有無に関わらず、SLERT の内容の一部もしくは全部を変更
し、又は SLERT の一部もしくは全部を一時中断、停止および中止する場合があります。
２．第１項に基づく内容の変更又は一時中断、停止および中止によってご利用者様に不利益又は損害が発生した場合、当社
はその責任を一切負わないものとします。

第１８条（知的財産権）
SLERT を構成するシステム、プログラム、ソフトウェア、サービス内容、手続き、商標商号及びこれらに付随する技術全般に関する
著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権、所有権、その他一切の権利は、当社に帰属するものとし
ます。

第１９条（免責事項）
1.

当社は、SLERT にバグ及びシステム仕様上の解釈の相違が内在しないこと、SLERT がご利用者様の要求及び目的を完全
に満たすこと、又は SLERT の仕様が特定の目的に適合することを保証しません。

2.

当社は、ご利用者様が保有する環境での SLERT の稼動を保証しません。

3.

SLERT の利用もしくは利用に起因又は関連してご利用者様に発生した利益の損失、データの損失、生産の損失、商機の逸
失、売上の逸失、契約の失敗、信用の失墜、結果的損害、間接的損害、付随的損害その他同様の損害や損失について、
当社はその予見又は予見可能性の有無に関わらず一切の責任を負わないものとします。

4.

当社からご利用者様に対する損害賠償額は、ご利用者様の請求の原因の如何を問わず、ご利用者様に現実に発生した通
常、かつ直接的損害に限定され、かつ、SLERT の利用料として当社が受領済みの利用料相当額を超えないものとします。

第２０条（秘密保持）
1.

当社及びご利用者様は、秘密情報を秘密として取り扱い、相手方の書面による事前の同意がない限り、第三者に開示又は
漏えいしてはならないものとします。ただし、かかる情報受領者は、法律、規則、政府ないし裁判所の命令に基づき開示が義
務付けられた情報については、当該義務付けられた範囲で開示することができるものとします。この場合、当該開示の必要性
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が明らかになった後、直ちに（かつ可能な限り当該開示の前に）相手方に対してその旨を通知するものとします。
2.

3.

前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する情報については、適用されません。
①

受領の時点で既に公知であった情報、又は情報受領者の責によることなく公知となった情報

②

受領した時点で情報受領者が既に保有していた情報

③

情報受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報

④

情報受領者が秘密情報によらず独自に開発した情報

当社が SLERT に関連する業務の全部又は一部を第三者に委託した場合、当社は、業務の遂行上必要な範囲において秘
密情報を当該第三者に開示することがあり、ご利用者様はこれにあらかじめ異議なく同意するものとします。

第２１条（準拠法）
本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。

第２２条（専属的合意管轄裁判所）
当社とご利用者様の間で本約款に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といた
します。
（附則）平成 31 年 4 月 1 日施行

5 / 11

Following is translated Term of use
Original Term of use is in Japanese shown above.
Sourcelink Excel Reporting Ttool Service (SLERT)

Terms of use
IMPORTANT:
BEFORE USING THE SOURCE LINK EXCEL FORM TOOL SERVICE (SLERT),
PLEASE READ THE TERMS OF THESE TERMS OF USE CAREFULLY.

Article 1 (Definition)
In this agreement, the meaning of the terms set forth in each of the following items shall be specified in the
respective item.
1.

"This agreement" means the terms of these Terms of use.

2.

"the company" refers to the Sourcelink, Inc.

3.

"User" means the customer who has received an ID and password from the company after accepting this
agreement and completing all the procedures for registering the use of the provisions.

4.

"Paid service" refers to a service (Sourcelink Excel reporting tool service) that creates reports using
Microsoft Excel in the Microsoft Dynamics 365 system which is in use by the user.

5.

"Free service" means a free trial service for a paid service.

6.

"This service" refers to a paid service and a free service.

7.

"This product" means the software used to use the service and the software that is manufactured by the
company including the software update and related materials.

8.

"SLERT" means the generic name of this product and the service.

9.

"Related contract" means the contract, use contract, evaluation contract, and other related contract for
the service that the user concludes with the company in the use of SLERT collectively or separately.

10. "Related Materials" The user manual included with SLERT, installation Guide, or any other material
related to SLERT provided to the user by the company.
11. "Application form" refers to the application form of the paid service prescribed by the company.
12. "Usage fee" means the fee of the paid service described in the application form.
13. "cancellation prohibition period" means 12 months from the first day of the month of the start of the
paid service.
14. "Manual" means the description of the function of SLERT, the method of use, and information necessary
for use of SLERT.
15. "provisions, etc." means the terms of use and regulations, etc., which are specified separately from this
term of use by the company.
16. "Confidential Information" refers to the information disclosed on the designated secret from the other
party.
17. "Information recipient" means the party that received the confidential information.

Article 2 (General Provisions)
1.

The purpose of this agreement is to establish a rights-obligation relationship between the user and the
company who has applied for the download of this product and the use of the service for SLERT
provided by the company.

2.

When you download and run the product, click the button in the License Agreement window, or enter
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the corresponding symbol, you have unconditionally consented to this terms of use for this product. If
you do not agree to the terms and conditions of this agreement, discontinue use of the product and
remove the product. You will be entitled to use SLERT in accordance with the terms of this Agreement by
clicking the button to confirm the consent of the License Agreement window or by entering the
corresponding symbol.
3.

In the case where provisions are established, the provisions shall constitute a part of these terms and
conditions, and, when the contents of these terms and conditions differ, the user shall approve and
comply with such changes in order that the effective timing of the change shall be applied in priority.

4.

The company may change these terms and conditions without obtaining prior consent from the user.

Article 3 (Attribution of rights)
Copyrights and other intellectual property rights relating to the appearance, structure, and composition of
SLERT and the service SLERT belong to the company and the original rights holders who have authorized the
company to grant the license to users pursuant to this agreement. SLERT's copyrights and other intellectual
property rights will not be transferred from the company and the original rights holders to the user by the
application of SLERT or the conclusion of this agreement.

Article 4 (License)
The company shall grant the user non-exclusive use rights that cannot be transferred. The rights granted to
the user by the company do not include right to sub-license.

Article 5 (Application for paid services)
1.

The user shall confirm the following and apply for the use of the paid service by the application form.

① The paid services cannot be cancelled during cancellation prohibition period. However, if you pay a
penalty that corresponds to the usage fee of the cancellation prohibition period, you can cancel
immediately.
② The fee for the use of the paid service contract shall be calculated as a one-month unit from the first
day of the calendar to the last day of the month and a prorated basis due to cancellation during the
month is not performed, except as otherwise stipulated by the company.
2.

In the use of the paid service, the user agrees that these Terms and conditions apply, and, in accordance
with the procedures prescribed by the company, shall apply for the use contract.

3.

The contract for the use of the paid service shall be effective when the company accepts the application
of the preceding paragraph and notifies the user of the service start date, ID and password.

4.

If the application for a paid service is completed within the free service period, regardless of the
preceding paragraph, the ID and password issued by the company at the time of application for
registration of the free service, and the environment during the free service period shall continue to be
available.

Article 6 (Free service)
1.

Application of a free service, and the approval of the contract shall be established by the same
procedure as in paragraph 2 and article 3 of the preceding article.

2.

The use of the free service shall be 30 days from the date of issuing the ID and password by the
company when applying for registration. If the period of use has passed and there is no application for
the transfer to a paid service, the company shall disable the user's ID and suspend the provision of free
services.

3.

During the period of use of the free service, the user shall be able to use the same service as the paid
service.

Article 7 (Management of ID and password)
1.

When using SLERT after user registration, the user shall use the ID and password issued by the
company at the time of application for registration.

2.

The user is responsible for the management of the user's ID and password and the use of it.

3.

The company shall not be liable for any damages associated with the use of ID and password by third
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parties other than the user's IDENTITY and password management or negligence in the usage of the
user.

Article 8 (User registration information)
1.

The registration information of the user shall be owned by the company.

2.

The user shall not make any false declaration for all items of the registration information to be declared
at the time of the service application regardless of the toll free.

3.

For the user's registration information, the company shall secretly manage such information as personal
information, and shall not provide it to a third party in a state where individual identification is possible
except in the case of the following items.

① In the case where it is presented to the user in advance and it conforms to the purpose of use that has
been granted
② It meets the intended use purpose by the law from the Court, the prosecutor's office, the police, the
Bar Association, the Consumer Center or the authority which conforms thereto or other organizations or
individuals.
③ When there are legitimate grounds that are deemed necessary for the protection of the life or property
of the public or your users

Article 9 (Notice)
1.

All notices from the company to the user shall be carried out, except as otherwise provided in these
terms and conditions, by means of the transmission to the e-mail address of the user specified at the
time of application for use and other methods deemed appropriate by the company.

2.

If the notification in the preceding paragraph is sent by e-mail, we will send an email and the notification
will be effective when the user's mail server receives it.

Article 10 (Notification of changes to the contents of registration)
1.

If the user has changed the information (address, name, e-mail address, location of use of SLERT, use
environment, etc.) reported to the company at the time of application for use of the service, the user is
obligated to notify the company of any changes immediately.

2.

The company shall not be liable for any damages incurred by users or third parties (including suspension
of use of SLERT, non-notification, etc.) due to the failure of the notification prescribed in the preceding
paragraph.

3.

In the event that the notification to the user has not been reached by the company due to the failure of
the notification in the preceding paragraph, the notification to the user from the company shall be
deemed to have reached the time when it should normally be reached to the location the user has
reported it.

Article 11 (Management of information)
The management of user's registration information shall be governed by and taken preventive and safety
measures to prevent the alteration of information, leakage to the outside, unauthorized access, etc. in
accordance with the company’s security policy.

Article 12 (Purpose of use)
1.

The user may use SLERT only for the purpose of use in the user's own business, and shall not use SLERT
for any other purposes.

2.

You may not copy, copying, or modify or add to this product. However, for the purpose of backing up or
storing the product, you can create only cone copy of the product.

3.

You may, as for relevant materials, replicate the number of copies that are reasonably needed only for
the purpose of using the SLERT and services provided by the company in accordance with this
agreement and related materials and related contracts.

Article 13 (Prohibited acts of users)
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1. The user shall not take any action that falls under or may be the following.
a、 Acts that violate the act of public morals
b、 Acts violating the laws
c、 Reverse engineering, de-compilation, disassembly, decoding, excerpt, modification, act of
attempting to elucidate source code and the act of creating a product imitating SLERT
d、 To make use of the ID to a third party other than the user, such as transfer, sale, loan, etc. of
the person
e、 Any act of disposing of the position in the contract of use as a user without obtaining the
approval of the company, or the right or obligation to a third party, to make use of it, or to
dispose of it.
f、 The act of interfering with the operation of SLERT
g、 Business activities not approved by the company
h、 Act to put a significant load on the server used by SLERT
i、

Other acts deemed inappropriate by the company

2.

In the event that the user falls under each issue of the preceding paragraph, the company shall request
the user to correct it, and, if it does not rectify it, it will be able to cancel the use qualification regardless
of the user's consent or not.

3.

If the user removes the eligibility, the company shall delete all data stored by the user in the use of
SLERT, and the user shall not object to this.

4.

In the event of a cancellation in cancellation prohibition period, the user shall pay the company a usage
fee equivalent to the fee amount for all the cancellation prohibition period.

Article 14 (Structure of services)
1.

The company shall be able to change, add, or terminate all or part of the services of SLERT, without
requiring prior notice to the user, for any reason whatsoever. In accordance with this, we shall not be
liable for any damages incurred by users or other third parties.

2.

If the user wishes to get technical support for SLERT from the company or to customize SLERT, the user
should notice to the company. The cost of support or customization in this case shall be determined by
the discussion between the company and the user.

Article 15 (Usage fee, etc.)
1.

Paid service users shall pay the usage fee in accordance with the conditions and methods set forth
below.

2.

The company may notify the user and revise the usage fee, etc. at any time.

3.

The user shall, by the end of the current month (in the case of a non-business day of the financial
institution, one working day before the end of the current month), pay the monthly usage fee for the
next month to the bank deposit account of the company designated by the transfer remittance. Payment
fees, such as transfer charges, are borne by the user.

4.

The user shall bear the amount equivalent to the consumption tax of the fee for the use of the paid
service, and the user shall pay the amount that the consumption tax equivalent calculated by the tax
rate on the closing date of the current month is added to the company collectively in the usage fee. If a
fraction of less than one yen occurs in the calculation of the amount equivalent to the consumption tax,
the company shall round up the fraction.

5.

If you do not pay the usage fee by the date of payment in section 3, you shall be obliged to pay the
payment of the delay damages by the percentage of 14.6% per year from the day after the due date to
payment day. Total amount of the payment of the delay damages and the usage fee for next month
should be paid in once.

Article 16 (Termination)
1.

If the user wishes to cancel the subscription service or the optional Use agreement incidental to the
service, it shall be reported by the form and method prescribed by the company. The service shall be
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cancelled at the end of the following month on the day of arrival.
2.

If the cancellation by the user is during the prohibition period, the user shall bear the obligation to pay
the amount equivalent to the use fee of the cancellation period remaining after the cancellation to the
company.

3.

In the event that this agreement is cancelled, the company shall, in accordance with article 13,
paragraph 3, terminate the user's eligibility for use. The user should discontinue use of this product and
remove this product.

Article 17 (Changes in service contents, suspension, cessation, and discontinuation)
1.

The company may, at any time, change some or all of the contents of the SLERT, or suspend or
discontinue some or all of the SLERT, without notice or with or without your consent.

2.

In the event that a disadvantage or damage occurs to the user by the change or the interruption, the
suspension, and the cancellation of the content based on paragraph 1, the company assumes no
responsibility at all.

Article 18 (Intellectual property rights)
All rights including but not limited to following rights belong to the company. The rights includes copyrights,
patents, utility model rights, design rights, trademark rights, and other intellectual property rights, proprietary
rights, trademarks and other matters relating to the system, program, software, service content, procedures,
trademark trade names, and all accompanying technologies.

Article 19 (Disclaimer)
1.

The company does not warrant that SLERT does not have bugs nor any inherent differences in the
interpretation of system specifications, that SLERT fully satisfies the user's requirements and objectives,
or that the SLERT specification conforms to a specific purpose.

2.

The company does not guarantee the operation of SLERT in the environment held by the user.

3.

Loss of profits arising from or related to the use or use of SLERT, loss of data, loss of production, lost of
business opportunity, lost of sales, contract failure, loss of credit, consequential damages, indirect
damages, incidental damages, other similar damages and losses, so forth. The company assumes no
responsibility whatsoever with or without its predictability.

4.

The amount of damages to the user from the company shall be limited to the normal and direct damage
that occurred to the user, regardless of the cause of the user's request, and shall not exceed the amount
equivalent of the use fee that the company has received for the use of SLERT

Article 20 (confidentiality)
1.

The company and the user shall not disclose or divulge confidential information to a third party unless it
has been treated as a secret and without prior written consent of the other party. However, such
information recipients may disclose the information required to be disclosed in accordance with the laws,
regulations, government or court orders, within the required scope. In this case, after the disclosure of
the need is clarified, it shall immediately notify the other party (and before the disclosure as much as
possible) to that effect.

2.

The provisions of the preceding paragraph do not apply to information that falls under any of the
following items:
① Information that was already known at the time of receipt,
② Information recipient who had already possessed
③ Information received by the recipient of the information received at the time of receipt of
information that was known without the responsibility of the recipient,
④ Information that was duly obtained without the obligation of confidentiality from a third party.

3.

Information that the recipient has developed independently of confidential information if we entrust all
or part of the business related to SLERT to a third party, we may disclose confidential information to the
third party within the scope necessary for the execution of the business. The user agrees to this in
advance without objection.
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Article 21 (governing law)
This Agreement shall be governed by the Japan law and construed in accordance with the Japan law.

Article 22 (Exclusive Court of competent jurisdiction)
In the event of disputes arising in connection with this agreement between the company and the user, the
Tokyo District Court shall be the exclusive jurisdiction of the first instance
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