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マイサーバーサービス利用規約 

■第 1章 総則 

第 1条（取扱いの準則） 

株式会社イージェーワークス（以下「当社」といいます。）は、「マイサーバーサービス利用規約（以下「本利用規

約」といいます。）」を定め、「リムネット・インターネット接続サービス」のオプションサービスとして「マイサー

バーサービス」を提供します。「マイサーバーサービス」の利用には、事前に「リムネット・インターネット接続サ

ービス」の利用契約が必要です。 

第 2条（利用規約の優先関係及び変更等） 

本利用規約は、ドメイン名の一般的な利用に関し、ICANN、VeriSign GRS、NeuLevel Ink、Afilias、JPNIC、JPRS、

及びその他当社がドメイン名登録代行サービス契約を締結した法人等（以下、「レジストリ及びレジストラ等」とい

います。）が随時採用するドメイン名に関する政策、指示、指針、方針、契約、その他の取り決め（以下、「政策及び

契約等」といいます。）を適用するものとします。 

2. 前項の「政策及び契約等」は、本利用規約が適用するサービス（マイサーバーサービスで利用できるドメイン名

の種類を含みます。）の内、ドメイン名の一般的な利用に関してのみ優先して適用されるものとします。 

その他のすべての条項については本利用規約及び「リムネット・インターネット接続サービス」の利用規約が

優先して適用されるものとします。 

3. 当社は、「マイサーバーサービス」及びドメイン名の利用に関し、「レジストリ及びレジストラ等」が行う「政策

及び契約等」の変更等により本利用規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、

変更後の本利用規約によります。 

4. 当社は、本利用規約を変更するときは、当該変更により影響を受けることになる契約者に対して、当社の定め

た方法によりその内容を通知します。 

5. 第 3項の場合において、「マイサーバーサービス」のサービスの一部を廃止することとなるときは、その 3ヶ月

前までに、当社の定めた方法により前項の通知をします。 

第 3条（用語の定義） 

用語 用語の意味 

本オプションサービス マイサーバー S-20／S-100 

契約者 「リムネット・インターネット接続サービス」の契約者 

利用契約 契約者が、本オプションサービスの提供を受けるための契約 

リムネット会員規約 契約者が締結している「リムネット・インターネット接続サービス」で定める会

員規約 

サーバー登録完了日 契約者の利用契約内容を、本オプションサービス用設備に登録した日 

サーバー解除完了日 契約者の利用契約内容を、本オプションサービス用設備から解除した日 

契約開始日 サーバー登録完了日を基準に、前の 1日 

契約終了日 サーバー解除完了日を基準に、次の末日 

ドメイン名 トップレベルドメイン及びその後に続く個人もしくは所有者にそれぞれ与えら

れる名前・文字の総体 

レジストリ及びレジストラ等 トップレベルドメインを管理し、またはドメイン名登録に関する規則・政策を立

案・制定する団体・法人及びドメイン名の登録・管理を行う団体・法人、並びに

当社がドメイン名登録代行サービス契約を締結したドメイン名の保有者とドメ

イン登録管理元とのインターフェースとして行動する団体・法人 
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■第 2章 利用契約など 

第 4条（契約の単位） 

本オプションサービスは、1 のオリジナルドメインごとに、1 のデータ領域を提供します。 

2. 当社は、1のデータ領域ごとに、1の利用契約を行います。 

3. 1の利用契約とは、Web サーバ・Mailサーバ・DNSサーバをはじめとして、本オプションサービスで提供するす

べてのサービスとなります。契約者は DNS サーバのみを他社で利用することはできません。 

第 5条（最低利用期間） 

本オプションサービスは、契約開始日から起算して 6ヶ月間を最低利用期間とします。 

第 6条（利用申込及びその成立など） 

利用契約は、契約者が、当社が「リムネット会員規約」で定める方法及びドメイン名の利用に関し本利用規約第 2条

で規定する「政策及び契約等」を並列表記する場合には本利用規約と双方に同意した上で利用契約の申込（以下「利

用申込」といいます。）を行い、当社がその利用申込を承諾したときに成立します。 

2. 当社は、利用契約成立後、書面または電子メールなど、当社の定める方法で契約者に通知します。 

3. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用契約を承諾しないことがあります。 

(1). 利用申込に係る本オプションサービスの提供または当該サービスに係る装置の保守が、技術上著しく困難

なとき 

(2). 契約者が、その利用申込に係る契約上の義務を怠るおそれがあることが明らかなとき 

(3). 契約者が、第 9条（提供の停止）第 1項に該当するとき 

(4). 利用申込内容に虚偽の記載があったとき 

(5). その他、前各号に準ずる場合で、当社が利用契約の締結を適当でないと判断したとき 

■第 3章 利用の制限など 

第 7条（非常時における利用の制限） 

当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交

通もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な事項を内容とする通信、その他公共の利益のため緊急に行

うことを要する通信を優先的に取り扱うため、本オプションサービスの提供を制限し、または中止する措置を取る

ことがあります。 

第 8条（提供の中止） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本オプションサービスの提供を中止する場合があります。 

(1). 本オプションサービスの電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき 

(2). 本オプションサービスの電子通信設備にやむを得ない障害が発生したとき 

(3). 第 1 種電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、本オプションサービスの提供を

行うことが困難になったとき 

2. 当社は、前項第 1号の規定により、本オプションサービスの提供を中止するときは、その 14日前までに、その

理由及び実施期間を当社が定める方法で契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りで

はありません。 

3. 当社は、第 1 項第 2 号または第 3 号の規定により、本オプションサービスの提供を中止するときは、あらかじ

め、その理由及び実施期間を当社が定める方法で契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この

限りではありません。 
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第 9条（提供の停止） 

当社は、契約者が各号のいずれかに該当する場合には、期間を定めて本オプションサービスの提供を停止すること

があります。 

(1). 契約者が、「リムネット・インターネット接続サービス」を停止された場合 

(2). 申込、その他の利用契約に係る手続きに際して虚偽の事項を記載したことが判明したとき 

(3). 第 12条（契約者の義務）の規定に違反したとき 

(4). 前各号に挙げる場合の他、本利用規約に違反する行為で、当社の業務の遂行または本オプションサービス

の電気通信設備に支障を及ぼすまたはそのおそれのある行為をしたとき 

(5). 契約者が支払いを停止したとき 

(6). 「レジストリ及びレジストラ等」がデータベースの障害及びその他理由によりドメイン名の利用サービス

を停止したとき 

2. 当社は、前項の規定により本オプションサービスの提供を停止しようとするときは、あらかじめ実施期日及び

実施期間を当社が定める方法で契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありま

せん。 

■第 4章 契約の解除など 

第 10 条（当社が行う利用契約の解除） 

当社は、契約者が前条（提供の停止）の規定により本オプションサービスの提供を停止されてもなお、同条第 1 項

各号のいずれかに該当する場合は、利用契約を解除することがあります。 

2. 当社は、前項の規定にかかわらず、契約者が前条（提供の停止）第 1 項各号のいずれかに該当し、その事実が

当社の業務の遂行に著しい支障を及ぼすまたはその恐れがあると判断したときは、提供の停止をすることなく

利用契約を解除することがあります。 

3. 当社は、前 2 項の規定により利用契約を解除しようとするときは、書面により契約者にその旨を通知します。 

ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

第 11 条（契約者が行う利用契約の解除） 

契約者は、当社が「リムネット会員規約」で定める方法により、本オプションサービスの利用契約を解除することが

できます。 

■第 5章 契約者の義務など 

第 12 条（契約者の義務） 

契約者は、本オプションサービスの利用にあたり、次の行為を行ってはいけません。 

(1). 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為 

(2). 他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為 

(3). 他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為、またはそれらのおそれの

ある行為 

(4). 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為 

(5). わいせつ、児童ポルノまたは幼児虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為 

(6). 無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、またはこれを勧誘する行為 

(7). インターネット接続サービス及び本オプションサービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する

行為 

(8). 他者になりすましてインターネット接続サービス及び本オプションサービスを利用する行為 
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(9). ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為 

(10). 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または他者が嫌悪感を抱く、もしくはそ

のおそれがあるメール（嫌がらせメール）を送信する行為 

(11). 他者の設備等またはインターネット接続サービス用及び本オプションサービス用設備の利用もしくは運

営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為 

(12). その他法令もしくは公序良俗に違反（売春、暴力、残虐等）し、または他者に不利益を与える行為 

(13). 有償、無償を問わず、他者に本オプションサービスの全部または一部を享受できる機会を提供する行為 

(14). その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクをはる行為 

(15). 本利用規約第 2条で規定する「政策及び契約等」に違反する行為 

2. 契約者は、本オプションサービスの利用にあたり他のネットワークを経由して通信を行う場合は、経由するす

べてのネットワークの規則に従わなければなりません。 

第 13 条（契約者の設備など） 

本オプションサービスを利用するために必要な機器、ソフトウェア、インターネット接続サービスなどは、本利用

規約に基づき当社が提供するものを除き、契約者が自己の費用と責任において準備するものとします。 

2. 当社は、契約者が準備した機器、ソフトウェアもしくはインターネット接続サービスなどまたは契約者が行っ

た作業が原因となって生じた本オプションサービスの利用上の障害、その他の問題については、一切責任を負

いません。 

3. 契約者が準備した機器、ソフトウェアもしくはインターネット接続サービスなどまたは契約者が行った作業が

原因となって当社または第三者に発生した損害については、契約者に賠償の責任を負っていただきます。 

第 14 条（情報の取り扱い） 

契約者は、契約者が利用するデータ領域（以下「契約者のデータ領域」といいます。）内における一切の行為及びそ

の結果について、その行為を契約者がなしたか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。 

2. 当社は、契約者が登録したデータについては、何ら保証せず、責任を負わないものとします。 

3. 契約者は、契約者のデータ領域内に係る紛争などは自己の責任において解決するものとし、当社または第三者

に迷惑をかけず、何らの損害を与えないものとします。 

第 15 条（利用権の譲渡等） 

契約者は、当社の格別な承諾がある場合を除き「マイサーバーサービス」の利用に関する権利を第三者に使用許諾、

譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為は行なわないものとします。 

第 16 条（ドメイン名の取り扱い） 

当社は、「レジストリ及びレジストラ等」のデータベースの障害及びその他理由によるドメイン名の利用の停止、及

びドメイン名の利用の停止から生じる損害については、間接損害及び特別損害を含み、一切責任を負わないものと

します。 

2. 前項の規定は、契約者が当社の故意または重大な過失に基づき損害を被った場合についてはこの限りではあり

ません。 

第 17 条（ログイン名などの管理） 

契約者は、当社が契約者に対して発行したログイン名及びパスワードについて管理責任を負い、これらを忘れた場

合または盗まれた場合は、速やかに当社に届けるものとします。 

2. 契約者は、パスワードの再発行が必要な場合は、当社が定める方法により再発行の申請を行い、所定の手数料

を支払うものとします。 
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■第 6章 利用料金など 

第 18 条（利用料金など） 

本オプションサービスの利用料金などは、当社が、当社のホームページなどで別途定める通りとします。 

第 19 条（利用料金などの請求） 

当社は、本オプションサービスの利用料金などを、「リムネット・インターネット接続サービス」の利用料金に合算

して契約者に請求します。 

第 20 条（利用料金などの支払方法） 

前条の定めにより、利用料金などの請求を受けた契約者は、「リムネット・インターネット接続サービス」の利用料

金と同一の支払方法にて、本オプションサービスの利用料金などを支払うものとします。 

■第 7章 その他 

第 21 条（その他） 

本利用規約で定めのない事項については、「リムネット会員規約」に準ずるものとします。 

 

附則 

本利用規約は、2010 年 7 月 15 日から実施します。 

改正施行 2018年 5月 14日 
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