利用規約
この度は、 IMPACT CONSTRUCTION へお越し頂きまことにありがとうございます。以下の利
用規約（以下、
「本規約」といいます。
）をお読み頂き、同意される場合にのみご利用下さい。
なお、本規約につきましては予告なく変更することがありますので、あらかじめ御了承下さ
い。
第１条（総則）
1. 本規約は、加和太建設株式会社（以下「弊社」といいます。
）が提供するクラウド型建築
施工管理支援システム IMPACT CONSTRUCTION（以下「本サービス」といいます。
）に関し、
本サービスを利用する全ての利用者及び本サービスの利用を希望する者が遵守すべき事項
並びに利用者と弊社との関係を定めるものです。
2. 本サービスを利用するためには、利用者は本規約の全ての条項に同意の上、第２条の登
録手続により利用登録を行う必要があります。
3. 弊社は、利用者に対する事前又は事後の通知なしに改定後の規約を弊社所定の方法で提
示することによって本規約を改定できるものとし、本規約の改定後は、改定後の本規約を適
用するものとします。また、利用者が本規約の改定後に本サービスを利用した場合、改定後
の本規約に同意したものとみなします。
4. 利用登録後、本サービスに関連した各種の連絡・案内を弊社から行うことがあります。
第２条（登録について）
1. 本サービスの利用を希望する者は、本利用規約の全てに同意の上、弊社所定の手続によ
り、本サービスの利用者として登録される必要があります。
2. 本サービスの利用を希望する者は、弊社所定の登録手続を申し込みます。
3. 登録手続は、弊社が前項の申込に対して承諾することにより、完了するものとし、利用
者はこのときから本サービスを利用することができます。
4. 利用者は、登録事項の確認、証明に必要とされる資料を弊社より求められた場合は当該
資料を速やかに提出し、弊社はこれにより取得した利用者の情報を弊社が別途定める「プラ
イバシーポリシー」に基づき取り扱います。
5. 利用者は、登録事項に変更があった場合には、速やかに弊社所定の手続きにより変更の
届出を行うものとします。
6. 前項の変更手続きを怠ったことにより利用者が被った損害については、弊社は一切責任
を負わないものとします。
第３条（知的財産権について）
1. 本サービスに含まれる画像、文章その他一切のコンテンツに係る著作権、商標権、特許
権、意匠権その他一切の知的財産権は、すべて弊社又は弊社にその利用を許諾した権利者に
帰属し、利用者はこれらについて弊社の事前の書面による承諾なく、複製、譲渡、貸与、翻

訳、改変、転載、公衆送信（送信可能化を含む。以下同じ）
、配布、出版、営業使用等その
他一切の利用を行ってはならないものとします。なお、利用者が本サービス上で投稿したコ
メントその他データの著作権は、当該利用者に留保されるものとします。但し、本サービス
を利用して投稿・編集された文章及び画像その他の著作物については、期間又は地域その他
何らの事項についても制限なく、弊社が無償で自由に利用（複製、譲渡、貸与、翻訳、改変、
転載、公衆送信、配布、出版、営業使用等その他一切の利用を含む）できるものとします。
また、利用者はかかる著作物について、弊社及び弊社の指定する第三者に対し、著作者人格
権を行使しないものとします。
第４条（利用料金について）
1. 利用者は、弊社に対して、本サービス利用の対価として、別表記載（※１）の利用料（以
下、
「利用料」といいます。
）を支払うものとします。
2. 前項の利用料は毎月１日を起算日とし、当月末日を締日とします。登録月の利用料につ
いても同様とし、日割り計算を行わないものとします。
3. 利用料の支払日は、弊社が定める日（弊社が個別に指定しない場合、当月分を翌月末日
限り。
）とします。
4. 利用者が本サービスを退会する場合（その事由を問いません。
）
、利用者は最終月の利用
料を当月末日限り支払うものとします。
5. 登録の月内に利用者のアカウント数が増減した場合、当月内における最大アカウント数
を基準にして利用料を決定します。
第５条（支払方法について）
利用者は、前条の利用料を、弊社が発行する請求書記載の支払日または前条に定める支払
日までに弊社指定の口座へ振り込み送金して支払うものとします。支払に要する費用は利
用者の負担とします。
第６条（利用者の登録期間）
1. 新規利用者の登録期間は登録手続き完了日の属する月及び同完了日の属する月の翌月
１日を起算日として１ヶ月とします。また、利用者が登録期間を更新する場合、その期間は
１ヶ月とします。
2. 利用者は、登録期間中、本登録を解約することはできません。
3. 利用者は登録期間満了時、当然に登録期間が更新されるものとします。利用者が退会す
るためには更新を止める必要があり、更新を止める場合、当該更新停止の１ヶ月前までに第
13 条に定める連絡先に対して申し込み、弊社所定の手続に従うことで退会することができ
ます。
4．弊社は、利用者の登録期間を更新しないものとする場合は、当該更新停止の１ヶ月前ま
でに利用者に対してその旨を通知するものとし、当該通知を利用者が受け取った場合、利用
者は登録期間満了時に退会するものとします。
5. 利用者は一旦退会した後にも再度本規約に定める所定の手続きを経た上で利用者にな

ることができます。ただし、従前の登録データは弊社にて引継を行わないものとします。
6. 利用者が退会又は取消し等により本サービスの利用を終了する場合、支払い済みの利用
料の返金は致しません。また、支払い済み利用料の日割精算も行いません。
第７条（利用者の責任について）
1. 利用者は自己の責任において本サービスを利用するものとします。
2. 利用者は自己の責任において、ID 及びパスワードを厳重に管理保管するものとし（定期
的にパスワードの変更を行う等、ID の盗用を防止する措置を行うことを含みますが、これ
らに限られません。
）
、これを第三者に知られないように注意しなければなりません。
3. 利用者はアカウントが第三者に利用されている疑いがあったり、その事実が判明した場
合は、直ちに弊社に通知することとします。
4. 弊社は、本サービスの利用に関して ID の一致を確認した場合、その後ログアウトまで
の一連の通信は当該 ID を保有する者として登録された利用者によって行われたものとみな
します。
5. 利用者は、弊社が、利用者による本サービスの不正利用等の監視を行うことにつき、事
前に異議なく承諾するものとします。
6. 弊社は利用者の過失の有無にかかわらず、ID を他者が利用したことにより生じた利用者
及び第三者の損害について、一切の責任を負わないものとします。
第８条（登録の取消等について）
利用者が以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、弊社は、利用者に対し、事前に通知
又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、又は登録を取り消すことがで
きます。
1. 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合。
2. 本サービスの運営を妨害した場合。
3. 弊社からの照会、資料提出等の要請に対して速やかに対処しない場合。
4. 登録情報の変更手続きを怠ったことにより、弊社からの連絡が不可能になった場合。
5. 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、若しくはこ
れらに類する法的手続開始の申立てがあった場合。
6. 反社会的勢力若しくは反社会的活動を行う団体に所属し、又はこれらと密接な関係を有
する場合。
7.役員（取締役、執行役、監査役その他名称のいかんを問わず経営に実質的に関与している
者）が反社会的勢力若しくは反社会的活動を行う団体に所属し、又はこれらと密接に関係を
有する場合
8. 第１２条各号に定める行為を行った場合。
9. 利用料を弊社が定める日までに入金しない場合。
10. その他、弊社が登録の継続を適当でないと判断した場合。
第９条（本サービス終了時の処理）

1. 退会又は登録の取消し等により本サービスの利用を終了する場合、当該利用者は、弊社
所定の方法により本サービスに関するデータを弊社より返却を受けることができるものと
します。なお、データの返却は利用者自ら手続きを行う必要があり、本サービス終了時以降
はデータの返却を受けることができません。
2. 弊社は、利用者による本サービス利用終了後、当該利用者に関するデータを、利用者が
特定できないように加工した上、利用することがあり、利用者はこれに同意するものとしま
す。
3. 登録の取り消しにより本サービスの利用が月の途中で終了した場合であっても、当該利
用者は、終了月の利用料の全額を弊社に支払うものとします。
第１０条（本サービスの中断又は停止について）
弊社は、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、利用者に対して事前の通知をするこ
となく、本サービスの利用を事前の告知なく、全部又は一部を一時的に中断、又は永久的に
停止する場合があります。かかる場合において、利用者に何らかの損害又は不利益が生じた
としても、弊社は一切責任を負わないものとします。
1. システムの保守、システム障害対応、天災等の不可抗力、その他技術上、運用上の理由
により、本サービスの提供を中断する必要があると判断した場合。
2. 本サービスのリニューアル若しくはデザイン変更又は機能拡張等を行う場合。
3. その他、弊社が停止又は中断を必要と判断した場合。
第１１条（基準時間について）
本サービスの提供にあたって基準となる時刻は、全て弊社のサーバ内で管理されている時
刻によるもので、本サービスにて表示される時間情報について、弊社はその正確性・有用性
を保証しないものとします。
第１２条（禁止事項について）
利用者は、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
1. 本規約に違反する行為。
2. 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為。
3. 犯罪行為を推奨・助長する行為。
4. 本サービスに関し利用しうる情報を改ざんする行為。
5. 他者になりすまし、本サービスを利用する行為。
6. コンピュータ・ウィルスその他の有害なコンピュータ・プログラムを含む情報を送信す
る行為。
7. 故意に本サービスのシステムへ負荷をかける行為。
8. 弊社、参加加盟者、他の利用者又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、
名誉、信用その他の権利又は利益を侵害する行為。
9. 本サービスを利用して不正な利益を取得する行為。
10. 利用者に対して、本サービスとは関係ない団体やサービス、活動を広告、宣伝又は勧誘

する行為。
11. 弊社、参加加盟者、他の利用者、又は第三者へ対する誹謗中傷行為。
12. 弊社、参加加盟者、他の利用者、又は第三者の著作権、商標権、特許権、意匠権その他
一切の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
13. 虚偽、不正確又は誤解を招くような内容を含む情報等を掲載する行為。
14. 差別的表現を掲載する行為。
15. わいせつ表現又は児童ポルノその他の本サービスにおいて不適当な表現を掲載する行
為。
16. 暴力的又はグロテスクな文章又は画像、及びその他一般の利用者が不快に感じる画像
又は言葉その他の表現の掲載行為。
17. 営利・非営利を問わず、商品又はサービスの取引を目的とする情報の掲載行為。
18. 本サービスの契約者たる地位、本サービスの利用権、本サービスに関する権利義務の全
部又は一部を第三者に譲渡、担保設定、転貸、その他処分をする行為。
19. その他、弊社が不適当と判断する行為。
第１３条（問い合わせについて）
弊社に対する質問、問い合わせその他一切の連絡及び通知は、下記のメールアドレスに対す
る電子メールにより行うものとし、弊社は必要に応じてこれに回答します（但し、回答期限
は設けないものとします。
）
。
• メールアドレス impact@kawata.org に対する電子メールでの問い合わせ
第１４条（責任の限定）
1. 弊社は、利用者が本サイトを利用する際に使用するいかなる機器、設備又はソフトウェ
アについても、その動作保証を一切しないものとします。弊社は、利用者が使用する機器、
設備又はソフトウェアが本サービスの利用に適さない場合であっても、サービスの変更、改
変等を行う義務を負わないものとします。
2. 利用者は、本サービスにおいてコンテンツの表示制御にクッキー及び JavaScript が使
用されていることを了承し、利用者が設定を変更することによりクッキー及び JavaScript
の機能を停止する場合には、本サービスを最適な状態で受けることができなくなることに
同意するものとします。
3. 弊社は、利用者が本サービスを利用する際に発生する通信費用について、一切負担しな
いものとします。
4. 利用者の責めに帰すべき事由により、サービスが遅延したとしても、これによって発生
する損害又は当該遅延によって発生する参加加盟者から受けられる加盟者サービスへの支
障等の影響について、弊社は何ら責任を負うものではありません。
5. 弊社は、本サービスに関する Web サイト、サーバ、ドメイン等から送信される電子メー
ル等又はその他のコンテンツに、コンピュータ・ウィルス等の有害なものが含まれていた場
合でも、それにより利用者が被る損害又は不利益について何ら補償しないものとします。

6. 弊社は、通信回線やコンピュータ等の障害やアクセス過多によるシステムの中断若しく
は遅滞、データの消失又はデータへの不正アクセス等により生じた損害又は不利益、その他
本サービスに関連して利用者に生じた損害又は不利益について何ら補償をしないものとし
ます。
7. 本条は、利用者に対する弊社の本サービスに起因又は関連する責任の全てを規定したも
のであり、弊社は、本条に規定されるもののほか、請求原因の如何を問わず賠償責任その他
何らの責任も負いません。
8. 弊社が、利用者に対して損害賠償を支払う場合、損害の範囲は利用者が直接かつ現実に
被った損害のみとし、当該利用者が弊社に対し当該損害発生時点の直近６か月に支払った
金額をその上限とします。
第１５条（損害賠償について）
利用者は、本規約の定めに対する違反又は故意若しくは過失により、弊社又は第三者に損害
を与えた場合、その損害（合理的な範囲の弁護士費用を含みます。）を直ちに賠償するもの
とします。
第１６条（本規約の有効性）
1. 本規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本規約のその他の規定は有
効とします。
2. 本規約の規定の一部がある利用者との関係で無効とされ、又は取り消された場合でも、
本規約はその他の利用者との関係では有効とします。
第１７条（準拠法と裁判所管轄について）
本規約は、日本法に準拠し、これに基づいて解釈されるものとします。また弊社と利用者と
の間で発生した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。
以上
2018 年 8 月 1 日 制定・施行
※１ 利用料金表
月額基本料（１０アカウント）

￥７０，０００（税抜）

１アカウント追加月額利用料

￥２，０００（税抜）

