
 

 

KDDI Chatwork 利用規約  

  

    

第 1章 総則 

  

第 1条（規約の適用）  

  KDDI 株式会社（以下『弊社』という。）は、この KDDI Chatwork 利用規約（以下『本

規約』という。）を定め、本規約、弊社が別に定める KDDI Chatworkに関する重要事項

説明書（以下『本説明書』という。）および弊社が別に定める KDDI Chatwork サービス

ガイド（以下『サービスガイド』という。）に基づき、契約者に対して KDDI Chatwork

（以下『本サービス』という。）の提供を行う。この場合において、弊社が契約者に配

布などする本サービスに関する資料など（サービスガイド、マニュアルを含み、名称の

如何を問わない。）は、本規約の一部を構成するものとする。  

  

第 2条（用語の定義）   本規約において使用する用語は以下のことを意味す

る。  

（1） 『本システム』とは、本サービスを提供するため弊社が指定する『運営受託会

社』が設置する電子計算機（インターネットを介して接続することができるものに

限る。）により構築された情報処理組織をいう。  

（2） 『利用契約』とは、弊社から本サービスの提供を受けるための契約をいう。  

（3） 『契約者』とは、本規約に基づく利用契約を弊社と契約している者をいう。  

（4） 『システム管理担当者』とは、契約者により選定されたアカウント管理などの

システム管理業務を行う者をいう。  

（5） 『利用者』とは、本サービスの利用に際し、本規約に基づき契約者が本サービ

スの利用を認めた第三者をいう。  

（6） 『管理者用 ID』とは、契約者を識別するための英字および数字の組み合わせで

あって、契約者が弊社に通知するものをいう。  

（7） 『管理者用パスワード』とは、契約者を識別するための英字および数字の組み

合わせであって、弊社が管理者用 IDに対応して払い出したものをいう。  

（8） 『利用者 ID』とは、利用者を識別するための英字および数字の組み合わせであ

って、契約者が弊社に通知するものをいう。  

（9） 『利用者パスワード』とは、利用者を識別するための英字および数字の組み合

わ 

せであって、契約者が利用者 IDに対応して設定するものをいう。  

  

第 3条（規約の範囲）  

  本規約は契約者と弊社との間の本サービスに関する一切の関係に適用されるもの 

とする。  

  

   

 



 

 

第 2章 本サービスの内容および料金  

  

第 4条（本サービスの内容）   弊社は、弊社の責任と負担により善良な管理者の注意を

もって、本サービスおよび本システムを維持・運用するものとする。  

2．本システムの範囲は、サービスガイドに記載のとおりとする。  

3．弊社が行う本システムに関する維持・運用の内容は、サービスガイドに記載のとおり

とする。 4．契約者は、本サービスの利用に際し、サービスガイドに記載の事項を遵

守するものとする。  

5．弊社は、弊社の責任により契約者の事前の承諾なくして本サービスにかかる業務の一

部または全部を運営受託会社に委託することが出来るものとする。  

6．契約者は、本サービスの一部として、チャットログ・エクスポート機能（利用者が本

サービスを利用して送信、受信または保存した情報（コンテンツ）を、契約者が、監

査などの正当な目的で使用すること（閲覧、複製、検索を含むがこれに限られな 

い。）をいう。以下同じ。）を利用することができるものとする。  

  

第 5条（本サービスの対象外の事項）  

  以下の各号に該当する事項は本サービスの対象外とし、契約者の判断と責任で処理す

るものとし、弊社（運営受託会社を含む。以下本条において同じ。）は、弊社の 

契約約款などに特段の規定がある場合を除き、いかなる責任も負わないものとする。

但し、弊社に故意又は重過失がある場合には、この限りではない。 

（1） 本サービスを利用するために必要な本システム以外のコンピューター端末、通信機

器、通信回線その他ネットワーク設備（本システムに直接または間接的に接続され

るインターネットを構成するものおよび弊社の契約約款などにより弊社または弊社

の関連会社が提供するものを含む。）の保持・管理およびコンテンツの保持・管理  

（2） 以下の各事由による本サービスの中断・障害からの復旧   a．前号の機器・設備  

  b．契約者または利用者による本サービスの不適切な使用、その他契約者または利用者

の責に帰すべき事由に起因する中断・障害   c．第三者の故意または過失に起因する中

断・障害  

  d．停電、火災、地震、労働争議などの契約者、弊社いずれの責にも帰しがたい事由に

起因する中断・障害  

（3） 本サービスに関する利用者からのお問い合わせ、請求などの対応  

（4） 前 3号の他、サービスガイドで弊社の責任と明記されていない事項  

  

第 6条（本サービスの申し込み方法）   弊社は、1の申し込みごとに 1の利用契約を締

結する。  

2．本サービス利用の申し込みをするときは、弊社所定の方法により、弊社が指定する事

項の申告を伴う申し込みを行うものとする。また、申告した事項に変更が生じた場合

も同じとする。  

3．前項の申し込みに対し弊社が承諾することにより、利用契約が成立するものとする。   

ただし、次に掲げる事項に該当する場合にはその申し込みを承諾しない場合がある。  



 

 

（1） 弊社所定の申し込み手続きに従わない場合、その他本規約に違反し、または違反す

るおそれがある場合  

（2） その契約者名義が法人（法人に相当するものと弊社が認めるものを含む。）でない

場合  

（3） 本サービスの提供にあたり、業務上または技術上の問題が生じる、または生じるお

それのある場合  

（4） 前項の申し込みを行った者が反社会的活動を行う団体またはそれらと関連のある団

体であると判明した場合  

（5） その他弊社が不適当と判断した場合  

  

第 7条（本サービスの利用料金）   本サービスの利用料金（以下『利用料金』とい

う。）は、本説明書に記載のとおりとする。  

2．本サービスの利用ができない期間が生じた場合であっても、契約者は当該期間にか 

かる利用料金の支払いを免れないものとする。但し、当該事由が弊社の故意又は重過

失によって生じた場合には、この限りではない。 

   

第 8条（利用料金の請求および支払）   契約者は、弊社が請求書を発行した後、弊社の

指定する方法により利用料金を支払うものとする。なお、支払いに関わる手数料はすべ

て契約者の負担とする。  

2．支払期日が経過しても利用料金の支払がない場合、契約者は、その支払いがない利用

料金について、支払期日の翌日から起算して完済までの日数に応じて年 14.5％の割合

により計算して得た遅延利息をその支払いがない利用料金に加算して支払うものとす

る。  

3．弊社から契約者に、事実と異なる請求がなされた場合、その訂正のため契約者がその

請求書を弊社に返送した日から起算して、訂正された請求書に記載された支払日 

までの期間は、遅延利息の算定期間に算入しないものとする。  

  

第 9条（本サービスの内などの変更）   弊社は、本規約の変更が合理的に必要となった

場合、契約者の個別の同意を得ることなく本規約を変更することがあり、この場合の本

サービスの提供条件は、変更後の本規約によるものとする。なお、弊社は、変更後の本

規約及びその効力発生時期を、当社の指定するホームページにおいて周知するものと

し、変更後の本規約は、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する。 

 

   

第 3章 契約者の責任  

  

第 10条（アカウントの管理責任）  

  契約者は、利用者が本システムにアクセスするための利用者 IDおよび利用者パスワー

ドなどを自己の責任において管理するものとし、その漏えい、使用上の誤りまたは第

三者による不正使用などにより損害が生じても、弊社（運営受託会社を含む。 

以下本条において同じ。）は一切責任を負わないものとする。  



 

 

2．契約者は、本システムの維持・運用に必要となる管理者用 ID および管理者用パスワ

ードなどを契約者の責任で管理し、第 13条第 1項の定めに従って選定されるシステム

管理担当者以外の第三者に開示・提供しないものとする。契約者は、システム管理担

当者に対し、本項に定める義務を課し、システム管理担当者をしてこれを遵守させる

ものとする。  

3．契約者は、管理者用 ID または管理者用パスワードの漏えい、目的外利用、使用上の

誤り、第三者による不正使用などにより、弊社または第三者に損害が生じた場合 

には、これによって生じた一切の損害を賠償する責を負うものとする。  

  

第 11条（本サービスの利用制限）   契約者および利用者は、本サービスを利用して以

下の情報を送信してはならない。  

（1） わいせつ、賭博、暴力など、公序良俗に反する情報およびそのおそれのある情報  

（2） 犯罪行為を誘発する情報およびそのおそれのある情報  

（3） 不公正な競争となる情報およびそのおそれのある情報  

（4） 他人の著作権その他の権利を侵害する情報およびそのおそれのある情報  

（5） 他人のプライバシーなどを侵害する情報およびそのおそれのある情報  

（6） 他人の名誉、信用を毀損し、または誹謗中傷する情報およびそのおそれのある情報  

（7） 性別、民族、人種などによる差別を助長する情報およびそのおそれのある情報

（8）有害プログラムを含んだ情報およびそのおそれのある情報  

（9） ジャンクメール、スパムメール、チェーンメールなどに類する正当な通信目的以

外の情報およびそのおそれのある情報  

（10） 本サービスの運営、弊社（運営受託会社を含む。）の営業を妨げる情報およびその

おそれのある情報  

（11） 法令に違反する情報、またはそのおそれのある情報  

（12） その他、弊社が不適切と判断する情報  

2．弊社は、契約者が第 1項の定めに違反しもしくは利用者により第 1項各号に定める情

報が送信されたと判断した場合、または第 6条第 3項各号に定める事由に該当すると

判断した場合、契約者に対してその是正を求めることができ、契約者が是正しない場

合、弊社は、直ちに契約者に対する本サービスの提供を停止することができ 

る。  

  

第 12条（本サービスの利用に関する責任）   本サービスを利用して送信または受信さ

れる情報（コンテンツ）については、契約者の責任で送信または受信されるものであ

り、弊社（運営受託会社を含む。）はその内容などについていかなる保証も行わず、ま

た、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとする。  

2．契約者または利用者による本サービスの利用に関して、利用者または第三者から弊社

（運営受託会社を含む。）に対してクレームまたは請求があった場合、契約者は、当該

クレームまたは請求に対応し問題を解決するものとし、当該クレームまたは請求に関

して弊社（運営受託会社を含む。）が損害（相当な弁護士費用を含む。）を被った場

合、当該損害を賠償するものとする。  



 

 

3．本サービスを利用して処理する元データまたは処理データの管理などはすべて契約者

の責任で行うものとし、本サービスで利用するデータの消失などに関して弊社 

（運営受託会社を含む。）は、故意又は重過失がない限り、いかなる責任も負わないも

のとする。 

4．弊社は、本サービスに関するプログラムに瑕疵がないこと、障害が発生しないこと、

および悪意ある者により契約者または利用者の送信した情報が破壊・漏えいされない

ことなど、契約者または利用者が本サービスの利用によって不利益を受けないことを

保証するものではないものとする。契約者または利用者は、このことを承諾し、自己

の判断で本サービスを利用するものとする。  

5．契約者は、チャットログ・エクスポート機能を利用する場合、以下の各号に定める事

項のすべてを遵守するものとする。  

（1） 事前に、チャットログ・エクスポート機能を利用して弊社から開示を受ける情

報（以下『本情報』という。）の利用目的の特定および従業員に対する明示（社内規

程に規定を設けることを含むがこれに限られない。）、チャットログ管理機能の利用

にかかる社内規程の整備（システム管理担当者の権限規定を設けることを含むがこ

れに限られない。）および当該規程の周知徹底、ならびにチャットログ管理機能の利

用状況に関する監査または確認の実施など、本情報の安全管理に必要な一切の措置

を講じること  

（2） 本情報の範囲、本情報の利用目的その他弊社が別途指定する事項のすべてを具

体的に特定したうえで、システム管理担当者により、別途弊社が指定する様式で、

本情報の使用を弊社に申し込むこと  

（3） 内部統制の観点から行う不正行為の原因究明、監査目的などの正当な目的がな

いにもかかわらずチャットログ・エクスポート機能を利用しないこと（4）本情報

を、弊社の承諾なくして、前号に定める利用目的を超えて利用せず、第三者に開示

しまたは漏えいしないこと  

6．弊社は、以下の各号のいずれかに定める場合、本情報の開示を行わないものとする。 

契約者は、本項に基づく本情報の不開示に対し、一切の異議を述べないものとす

る。  

（1） 前項第 1号に定める措置が講じられていないと認める場合  

（2） 前項第２号に基づく開示申込が、別途弊社が定める条件を満たしていないと認める

場合  

（3） 本情報の利用目的が正当なものではないと認める場合  

（4） その他本情報を開示することが適切ではないと認める場合  

7．契約者は利用者およびシステム管理担当者の一切の行為について、弊社に対し直接 

責任を負うものとする。  

  

   

 

 

 

 



 

 

第 4章 その他  

  

第 13条（システム管理担当者の業務）   契約者は、本サービスの利用に関して、シス

テム管理担当者を選定し、書面で弊社へ通知するものとする。システム管理担当者を変

更する場合も同様とする。  

2．前項に定めるシステム管理担当者は、以下の各号に定める事項を行うものとする。  

（1） 本サービスに関する契約者と弊社との間の通知の授受および必要な協議などを実行

する。  

（2） 本サービスの適切な利用を図るため、契約者の社内における関係者および利用者に

必要な指示などを与える。  

（3） 本サービスに関する利用者からのお問い合わせ、請求などがあった場合の対応を行

う。  

（4） 本サービスの適切な運用を図るため、契約者の社内における施設・設備などの整備

に努める。  

（5） 前各号に定めるほか、契約者と弊社との間で別途合意する事項を行う。  

  

第 14条（秘密保持）   契約者は、本サービスの利用により知り得た弊社（運営受託会

社を含む。）の販売上、技術上またはその他の業務上の秘密（利用契約の内容、本サービ

スのサービスガイドの内容などを含む）を本サービス利用のためにのみ使用するものと

し、弊社の承諾なしに第三者に公表しまたは漏えいしないものとする。  

  ただし、法令により情報の開示を求められた場合は、弊社に書面による通知のうえ、

法令の定めに従うことができるものとする。  

2．以下の各号に定める情報は本条の秘密に該当しないものとする。  

（1） 既に公知の情報および開示後契約者の責めによらず公知となった情報  

（2） 本サービスにより知り得た以前から保有していた情報  

（3） 本サービスにより知り得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した情報  

3．本条の規定は、利用契約の終了後も 3 年間効力を有するものとする。ただし、第 17 

条に定める知的財産権その他の権利に該当するものについては、第 17 条の規定 

が優先する。  

  

第 15条（情報の取り扱いについて）   弊社および運営受託会社は、契約者および利用

者の本サービスの利用により知得した契約者情報、利用者情報などの個人情報、および

その他の情報の取扱いについては、弊社および運営受託会社が別途定めるプライバシー

ポリシーに従って取り扱うものとする。  

2．弊社は、運営受託会社の責めに帰すべき事由がある場合に限り、運営受託会社の行

為について責任を負うものとする。  

  

第 16条（データの閲覧・利用・開示・削除に関する合意事項）  



 

 

    弊社（運営受託会社含む。以下本条において同じ。）は、利用者が登録時に入力した

情報、および、チャット・タスク・ファイルなど利用者が送信した情報（以下『送信

情報』といいます。）について、細心の注意を払い、安全に管理するよう努める。  

 2．利用者は、送信情報に関わる著作権を、送信後もひきつづき保有します。弊社は、

利用者に対する本サービスの提供のために必要な範囲に限って、送信情報を複製、翻

案、自動公衆送信およびそのために必要な送信可能化その他の利用を行うことができ

るものとする。  

 3．第 1 項に拘らず、本サービスが本質的に情報の喪失、改変、破壊などの危険が内在

するインターネット通信網を介したサービスであることに鑑みて、利用者は、送信情

報を自らの責任においてバックアップするものとする。当該バックアップを怠ったこ

とによって利用者が被った損害について、弊社は、故意又は重過失がない限り、送信

情報の復旧を含めて、一切責任を負わない。  

4．弊社は、以下各号の一に該当する場合には、送信情報を閲覧・利用し、または第三者

へ開示することがある。  

（1） 契約者またはシステム管理担当者の同意を得たとき  

（2） 捜査機関の令状があるとき、裁判所からの調査嘱託など開示の要求があるとき、行

政機関から開示要求があるとき  

（3） 法律に従い開示の義務を負うとき  

（4） 弊社が、利用者が第 11条に定める禁止事項に該当する行為を行っていると判断し

たとき  

（5） 利用者や第三者の生命・身体・その他重要な権利を保護するために必要なとき  

（6） 本サービスのメンテナンスのため緊急の必要があるとき  

（7） 上記各号に準じる必要性があるとき  

 5．弊社は、以下各号の一に該当する場合には、送信情報について、その一部または全

部を削除することがある。弊社は、削除された送信情報について、当該情報の復旧を

含めて一切責任を負わない。  

（1） 契約者またはシステム管理担当者の同意を得たとき  

（2） 弊社が、利用者が第 11 条各号に該当する禁止行為を行っていると判断したとき  

（3） 当該利用契約が、第 18条に定める弊社による解除により終了したとき  

（4） 上記各号に準じる必要性があるとき  

 6．第 4 項および第 5 項の定めは、弊社が一定の場合に同項に定める措置を実施する

ことを、弊社に義務づけるものではない。上記各措置の実施の有無は、弊社の任意 

の判断によるものとする。  

  

第 17条（知的財産権の帰属）   本システムおよび本サービスの実施環境を構成するす

べてのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続き、商標、商号などにかかる著作

権、産業財産権その他一切の知的財産権は、弊社またはその他の正当な権利者に帰属し

ており、契約者および利用者に譲渡するものではなく、また、本規約に定める以上に契

約者および利用 

者に対し使用許諾などするものではない。  

  



 

 

第 18条（弊社による本サービスの一時停止および契約の解除）   弊社は、以下の各号

のいずれかに該当する事由が発生した場合、事前に催告などすることなくして、本サー

ビスの全部または一部の提供を一時停止し、または利用契約を解除できるものとする。  

（1） 契約者について、自己振出の手形もしくは小切手が不渡処分を受けた場合、差押

え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立があった場合、租税滞納処分を受けた場

合、破産手続、会社更生手続、民事再生手続、もしくは特別清算手続きの開始申立

があった場合、清算手続が開始された場合、合併によらず解散した場合、または営

業の全部もしくは重要な一部を第三者に譲渡しようとした場合、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  

（2） 契約者または利用者が本サービスの運営を妨害しまたは弊社もしくは第三者の名誉

信用を毀損した場合  

（3） 利用申込書、利用変更申込書その他通知内容などに虚偽記入または記入もれがあっ

た場合  

（4） 監督官庁から営業許可の取消、停止などの処分を受けた場合  

（5） 運営受託会社と弊社との間の契約が終了した場合  

（6） 本規約を履行することが困難となる事由が生じた場合  

（7） 反社会的活動を行う団体またはそれらと関連のある団体であることが明らかになっ

た場合  

（8） 契約者または利用者が、営利目的の有無を問わず、利用契約上の権利義務の全部ま

たは一部を第三者に貸与・譲渡・担保設定などした場合  

（9） その他本規約などの規定に違反した場合  

2．弊社は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、契約者に対し事前に（緊急の場

合は事後に）通知し、本サービスの全部または一部の提供を一時停止できるものとす

る。  

（1） 本システムの保守点検などの作業を定期的にまたは緊急に行う場合  

（2） 本システムに故障などが生じた場合  

（3） 停電、火災、地震、労働争議その他弊社の責に帰すべからざる事由により本サービ

スの提供が困難な場合  

（4） 前各号の他、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  

3．天災地変その他の不可抗力により、本システムの全部もしくは一部が滅失しまたは破

損し、本システムの使用が不可能となり、かつ、修復の見込みがない場合、弊社はそ

の旨を契約者に通知して利用契約を解約することができる。  

4．弊社は、理由の有無にかかわらず、契約者に対して事前に通知することにより、本サ

ービスの全部を廃止し利用契約を解約することができるものとする。 

 

5．本条により本サービスが一時停止し、または利用契約が解約された場合でも、本規約

に特別の定めがある場合を除き、弊社（運営受託会社を含む。）は、契約者その他いか

なる者に対しても、いかなる責任（利用料金の減免などを含む。）も負担しない 

ものとする。  

  



 

 

第 19条（本サービス終了時の処理）   利用契約が解約または解除により終了した場

合、契約者は、本システムを一切使用できなくなるものとし、弊社から提供された一切

の物品（本サービスのサービス 

ガイドなどを含む）を直ちに弊社に返還するかまたは弊社の指示に従って廃棄する。  

2．利用契約が終了した場合、解約日を経過してなお本サービスに登録されているデータ

などはすべて弊社の責任において削除できるものとする。  

  

第 20条（損害賠償）   契約者が、本規約の違反その他契約者の責めに帰すべき事由に

より弊社（運営受託会社を含む。以下本条において同じ。）に損害を与えた場合、契約者

は、当該損害を賠償する責めを負うものとする。  

2．契約者が本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合または第三者からク

レームなどの請求がなされた場合、契約者は、弊社の責に帰すべき事由による場合を

除き、自己の責任でこれを解決し、弊社にいかなる責任も負担させないものとする。  

3．弊社は、本規約に特別の規定がある場合を除き、本サービスの利用により生じる結果

について、契約者その他いかなる者に対しても、本システムの不具合・故障、第三者

による本システムへの侵入、商取引上の紛争、その他の原因を問わず、何らの責任も

負担しないものとする。  

4．弊社が契約者に対し損害賠償責任を負う場合、弊社が負担する賠償金の総額は、契約

者が弊社に支払った本サービスの利用料金の直近 6 ヵ月分の合計額（契約者が支払っ

た本サービスの利用料金に関わる本サービスの提供期間が 6 ヵ月に満たない場合は弊

社に支払った利用料金の総額）を上限とする。この場合において、弊社は、 

直接かつ現実に生じた損害を賠償するものとする。 

5.前 2項については、当社に故意又は重過失がある場合には、この限りではない。  

 

  

第 21条（通知）   本規約に基づく契約者、弊社間の通知は、以下の各号に定める方法

その他弊社の指定する方法で行うことができる。  

（1） 相手方があらかじめ書面で指定したメールアドレス宛にメールを送信する方法  

（2） 弊社が指定するウェブサイトへ掲示する方法  

2．前項第 1号に定める電子メールによる通知は、相手方が電子メールアドレスを管理す

るサーバーに電子メールが正常に到達した時をもって通知が完了したものとみな 

す。  

  

第 22条（再契約）   利用契約が解除されまたは終了した後、契約者が再度利用契約の

締結を希望し、新たに利用契約を締結した場合であっても、弊社（運営受託会社を含

む。）はデータの復活または継続利用の保証は行わないものとする。  

  

第 23条（権利義務の譲渡制限）   契約者は、弊社の書面による事前承諾を得ることな

く、契約上の権利または義務の全部または一部を第三者に貸与し、譲渡しまたは担保の

用に供することなどを行 

うことができないものとする。  



 

 

  

第 24条（紛争の解決）   本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議な

どが生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとする。 

2．本規約に関する準拠法は、日本国法とする。  

3．本規約に関する紛争は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。  

  

 

 

   附 則（実施期日）  

 本規約は、平成 24年 6月 1日から実施する。  

    

附 則（実施期日）  

 この改正規定は、平成 25年 11月 5日から実施する。  

  

附 則（実施期日）  

 この改正規定は、令和 2年 3月 31日から実施する。  

  

  


