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第1章 ダンスインターネットサービス 

第1節 総則 

第1条 （取り扱いの準則） 

1. 株式会社デジタル．クリエイト．エム（以下「当社」といいます）は、電気通信事業法（昭和 59年法律第 86号。以下「法」といいます）そ

の他の法令の規定による他、法第 31 条第 5 項の規定に基づき、当社が定めたこの「ダンスインターネットサービス約款」（以下「この約款」

といいます）によってダンスインターネットサービスを提供します。 

2. ダンスインターネットサービスの取り扱いに関しては、日本国内に適用される法令、電気通信事業者が定める契約約款等により制限される事

があります。 

 

第2条 （約款の変更） 

1. 当社は、この約款を変更する事があります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後のダンスインターネットサービス約款によりま

す。 

2. この約款を変更するときは、当社は、当該変更により影響を受ける事になる契約者に対して、当社が定めた方法により事前にその内容を通知

します。 

 

第3条 （用語の定義） 

1. この約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。 

用  語 用 語 の 意 味 

PSTN 日本国内の電気通信事業者の提供する公衆交換電話網において提供されるサービス 

ISDN 日本国内の電気通信事業者の提供するサービス総合ディジタル網において提供されるサービス 

ダイヤルアップ PSTNまたは、ISDNの交換網を利用する方法 

ネットワーク接続装置 接続用回線又は ISDNの終端に位置し、端末設備と 

利用契約 当社からダンスインターネットサービスの提供を受ける為の契約 

契約者 当社との利用契約を締結している方 

初期費用 契約者がダンスインターネットサービスの提供を受けるに当たって支払う加入料金を含む一時金で、解約時

に返却致しません。 

サービス費用 契約者がダンスインターネットサービスの対価として支払う基本料金を含む費用 

契約事項の変更に伴う費用 契約者のサービスの状態変更（サービス種別の変更、サービス品目の変更等）にかかる費用 

消費税相当額 消費税法（昭和 63年法律第 108号）及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額 

料金等 初期費用、サービス費用、契約事項の変更に伴う費用及びこれにかかる消費税相当額を含めた費用の総称 

 

第4条 （ダンスインターネットサービス種別） 

1. ダンスインターネットサービス種別（以下「サービス種別」といいます）は、次の通りです。 

サービス種別 サービス内容 

ダイヤルアップ型 IP接続サービス PSTN又は ISDN等を利用するダイヤルアップ型 IP接続サービス 

レンタルサーバサービス 独自のドメイン等を利用したウェブサーバや電子メールサーバ及びこれらに付随する機能を提供す

るサービス 

 

第5条 （サービス品目） 

1. サービス品目は、ダイヤルアップ型 IP接続サービス、レンタルサーバサービス等サービス種別毎に定めます。 

 

第6条 （提供区域） 

1. ダンスインターネットサービスのサービス提供区域は、日本国のすべての地域とします。 

 

第2節 利用契約 

第7条 （契約の種別及び利用期間） 

1. 最低利用期間はサービス品目毎に定めます。 

2. 当社のダンスインターネットサービスを用いて契約者以外を対象として、独自のサービスを行うサービス提供者は、そのサービス内容、対象

及び約款を当社に提出する必要があります。 

 

第8条 （利用契約の単位） 

1. ダンスインターネットサービスの利用契約の単位は、契約者が使用するサービス品目毎に締結します。 
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第9条 （権利譲渡の禁止） 

1. 契約者は、ダンスインターネットサービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡する事は出来ません。 

 

第3節 利用申込等 

第10条 （利用申込） 

1. ダンスインターネットサービスの利用申込をする方は、当社が定める契約申込書に所定の事項を記載して当社に提出していただきます。 

 

第11条 （利用契約の成立） 

1. ダンスインターネットサービスの利用契約は、利用申込に対して、当社がこれを承諾した時に成立します。 

 

第12条 （申込の拒絶） 

1. 当社は、次の各号に該当する場合には、ダンスインターネットサービスの利用の申込を承諾しない場合があります。 

(1) 申込に係るダンスインターネットサービスの提供又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場合 

(2) ダンスインターネットサービスの申込者が、当該申込に係る契約上の義務を怠る恐れがある事が明らかである場合 

(3) ダンスインターネットサービスの申込者が、第 17条（提供の停止）第 1項に該当する場合 

(4) ダンスインターネットサービスの契約申込書に虚偽の事実を記載した場合 

(5) その他前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判別した場合 

2. 前項の規定により、ダンスインターネットサービスの利用の申込を拒絶した場合は、当社は申込者に対し、書面によりその旨を通知します。 

 

第4節 契約事項の変更等 

第13条 （契約事項の変更等） 

1. 契約者はダンスインターネットサービスのサービス種別、サービス品目の変更、ネットワーク接続装置の移転等を請求する事が出来ます。こ

の場合、当社が定める申請書に所定の事項を記載して提出して頂きます。 

2. 当社は、前項の請求があった時は、第 11条（利用契約の成立）、第 12条（申込の拒絶）の規定に準じて取り扱います。 

 

第14条 （法人の契約者の地位の承継） 

1. 契約者である法人が、合併その他の理由によりその地位の承継があった時は、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人等は、

承継した事を証明する書類を添えて、承継の日から 30日以内にその旨を当社に通知して下さい。 

2. 第 12条（申込の拒絶）の規定は、前項の場合について準用します。 

3. 第 1項の場合において、地位を承継した者が 2名以上ある時は、そのうちの 1名を当社に対する代表者と定め、併せて書面によりその旨を当

社に通知して下さい。これを変更した時も同様とします。 

4. 当社は、前項の規定による通知があるまでの間、その地位を承継した者の内 1名を代表者とみなします。 

 

第15条 （個人の契約者の地位の承継） 

1. 契約者である個人が死亡した場合には、当該個人に係るダンスインターネットサービスの提供は終了します。ただし、相続開始の日から 2週

間を経過する日までに当社に申し出る事により、相続人（相続人が複数ある時は、遺産分割協議により契約者の地位を承継した者で 1名に限

る）は、引き続き当該契約によるダンスインターネットサービスの提供を受ける事が出来ます。この場合、相続人は死亡した契約者の当該契

約上の地位を承継するものとします。 

2. 第 12条（申込の拒絶）の規定は、前項の場合について準用します。 

 

第16条 （契約者の氏名等の変更） 

1. 契約者は、その氏名、商号、代表者、住所等に変更があった時は、速やかに書面によりその旨を当社に通知して下さい。 

 

第5節 提供の停止等 

第17条 （提供の停止） 

1. 当社は、契約者が次の各号の何れかに該当する場合、期間を定めてダンスインターネットサービスの提供を停止する事があります。 

(1) ダンスインターネットサービスの料金、割増金又は遅延損害金等を支払期日を経過してもなお支払わない時 

(2) 第 26条（禁止行為）の規定に違反した時 

(3) 第 35条（ダイヤルアップ型 IP接続サービスの利用の態様の制限）の規定に違反した時 

(4) 第 39条（レンタルサーバサービスの利用の態様の制限）の規定に違反した時 

(5) 申し込みに当たって虚偽の事項を記載した事が判明した時 

(6) 前各号の掲げる事項の他、この約款の規定に違反する行為で、当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又は及ぼす

恐れのある行為を行った時 

2. 当社は、前項の規定によりダンスインターネットサービスの提供を停止しようとする時は、あらかじめ、その理由、実施期日及び実施期間を
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契約者に、当社の定める方法で通知します。 

 

第18条 （提供の中止） 

1. 当社は、次の各号の何れかに該当する場合、ダンスインターネットサービスの提供を中止する事があります。 

(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ない時 

(2) 当社の電気通信設備にやむを得ない障害が発生した時 

(3) 第 19条（通信利用の制限）の規定による時 

(4) 当社と業務提携を行っている電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止する事によりダンスインターネットサービスの提供を行

う事が困難になった時 

2. 当社は、前項の規定によりダンスインターネットサービスの提供を中止しようとする時は、その 14 日前迄に当社の定める方法でその旨を契

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19条 （通信利用の制限） 

1. 当社は、天災、事変その他の非常事態の発生又は発生する恐れがある時には、公共の利益の為に緊急を要する事項を内容とする通信を優先的

に取り扱う為、ダンスインターネットサービスの提供を制限、又は中止する措置をとる事があります。 

2. ダンスインターネットサービスをご利用の契約者で、当社の電気通信設備に過大な負担を生じる行為を行った時には、利用を制限する事があ

ります。 

 

第20条 （サービスの廃止） 

1. 当社は、都合によりダンスインターネットサービスの特定の品目のサービスを廃止する事があります。 

2. 当社は、前項の規定によりサービスを廃止する時は、当該契約者に対し廃止する 2ヶ月前迄に書面によりその旨を通知します。 

3. 契約者は第 1項のサービスの廃止があった時は、当社に請求する事により、当該廃止に係る品目のサービスに代えて他の種別又は品目のサー

ビスを受ける事が出来ます。この場合において、当該請求については、第 13条（契約事項の変更等）の規定を準用します。 

 

第6節 契約の解除 

第21条 （当社が行う利用契約の解除） 

1. 当社は、第 17 条（提供の停止）の規定によりダンスインターネットサービスの提供を停止された契約者が、提供の停止期間中になおその事

実を解消しない場合には、その利用契約を解除する事があります。 

2. 当社は、第 17 条（提供の停止）第 1 項各号の何れかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上支障を及ぼすと認められる時は、前

項の規定に係らず、同条に定める提供の停止をする事無く、その利用契約を解除する事が出来ます。 

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時は、あらかじめ書面により契約者にその旨を通知します。 

 

第22条 （契約者が行う利用契約の解除） 

1. 契約者は、ダンスインターネットサービスの契約を解除する時（次項または第 3項の規定による場合を除く）は、当社に対し、解除の 2ヶ月

前迄に書面によりその旨を通知するものとします。この場合において、通知があった日から当該通知において解除の日とされた日までの期間

が 2ヶ月未満であるときは、解除の効力は、当該通知があった日から 2ヶ月を経過する日に生じるものとします。 

2. 契約者は、第 18条（提供の中止）又は第 19条（通信利用の制限）の事由が生じた事により、ダンスインターネットサービスを利用出来なく

なった場合において、契約者が当該サービスに係る契約の目的を達する事が出来ないと認める時は、当該契約を解除する事が出来ます。この

場合、利用契約の解除はその通知が当社に到着した日にその効力が生じたものとします。 

 

第7節 料金等 

第23条 （料金等の請求時期及び支払期日） 

1. ダンスインターネットサービスの料金等は、第 2項及び第 3項の場合を除き、当社の定める日に請求します。 

2. 当社は、初期費用を、契約成立後速やかに支払期限を定めて請求します。 

3. 当社は、初回サービス料金を、課金開始日が暦月の初日以外の場合については、サービス料金のうち基本料は、当月の残余日数に基本料の 30

分の 1を乗じて得た額（円未満切り捨てます）にて計算して請求します。 

4. 当社は、契約者が第 13 条（契約事項の変更等）の規定により、サービス品目の変更を行った場合（サービス種目の変更を伴う場合も含む）

のサービス費用については、変更後の費用が変更前の費用より多い場合のみ、変更後のサービス費用から変更前のサービス費用を控除した額

の 30分の 1に利用日数を乗じた額を、変更後のサービス費用の額に加算して請求します。 

5. 前各項の定めによりダンスインターネットサービスの料金等の請求を受けた契約者は、当社が指定する期日迄に、当社が指定する方法により、

その料金等を支払うものとします。 

 

第24条 （割増金） 

1. ダンスインターネットサービスの料金等を不法に免れた者は、その免れた額の他、その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします）の
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2倍に相当する額を割増金として支払わなければなりません。 

 

第25条 （遅延損害金） 

1. 契約者は、ダンスインターネットサービスの料金等又は割増金の支払いを遅延した場合、遅延期間につき年率 14.5％の遅延損害金を当社に支

払わなければなりません。 

 

第8節 雑則 

第26条 （禁止行為） 

1. 契約者は、ダンスインターネットサービスを利用するに当たり、次の行為を行わない物とします。 

(1) 公序良俗に反する行為 

(2) 犯罪行為もしくは犯罪の恐れのある行為 

(3) 他人の著作権を侵害する行為 

(4) 他人の財産、プライバシーを侵害する行為 

(5) 他人の名誉を棄損し、あるいは誹謗中傷する行為 

(6) その他、法令に違反する行為 

 

第27条 （機密保持） 

1. 当社は、利用契約の履行に際し知り得た契約者の業務上の機密（通信の秘密を含みます）を、第三者に漏らしません。但し、犯罪捜査機関等

より法令で定められた書式による開示請求があった場合、あるいは裁判所の発行する令状その他裁判所の判断に従い開示する場合を除きます。 

 

第28条 （利用不能の場合における料金等の精算） 

1. 当社は、ダンスインターネットサービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由により、その利用が全くできない状態が生じ、

かつその事を当社が知った日から起算して、連続して 10 日以上ダンスインターネットサービスが利用出来なかった時は、契約者の請求に基

づき、当社は、その利用が全く出来ない状態を当社が知った日から、そのダンスインターネットサービスの利用が再び可能となった事を当社

が確認した日までの日数に、基本料の月額 30 分の 1 を乗じて得た額を基本料月額から差し引きます。但し、契約者は、当該請求をなし得る

事となった日から 3ヶ月以内に当該請求を行わなかった場合はその権利を失うものとします。 

 

第29条 （保守） 

1. 当社は、当社が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則（昭和 60年郵政省令第 30号）に適合する様に維持します。 

2. 当社は、電気通信事業者から貸借した電気通信回線設備が前項の事業用電気通信設備規則に適合する様、その電気通信事業者に維持させます。 

 

第30条 （契約者の義務） 

1. 契約者は、当社から発行されたユーザー名及びパスワードの管理の責任を負います。ユーザー名及びパスワードを忘れた場合や紛失、盗まれ

た場合は、速やかに当社に届け出るものとします。 

2. 契約者が他のネットワーク（日本国内外）を経由して通信を行う場合、経由する全てのネットワークの規則に従わなければなりません。 

3. 契約者は、当社に対し、ダンスインターネットサービスの利用に係る初期費用、サービス費用及び必要に応じて契約事項の変更に伴う費用を、

サービス種別毎に定める方法で支払うものとします。 

4. サービス費用の支払い義務は、サービス種別毎に定める課金開始日に発生します。 

5. 契約事項の変更に伴う費用は、当該変更又は移転毎に発生し、その支払い義務は当社が第 13 条（契約事項の変更等）の請求を許諾した時、

又は利用契約が事由の如何を問わず終了した時に発生します。 

6. 第 17 条（提供の停止）の規定により、サービスの提供が停止された場合における当該停止期間のサービス料金は、当該サービスがあったも

のとして取り扱います。 

7. 第 18条（提供の中止）の規定により、サービスの提供が中止された場合における当該中止期間のサービス料金は、第 28条（利用不能の場合

における料金等の精算）の規定により取り扱います。 

 

第31条 （免責） 

1. 当社は、契約者がダンスインターネットサービスの利用に関して損害を被った場合でも、第 28 条（利用不能の場合における料金等の精算）

の規定による他、何らの責任も負いません。 

 

第2章 ダイヤルアップ型 IP接続サービス 

第1節 ダイヤルアップ型 IP接続サービスの品目 

第32条 （ダイヤルアップ型 IP接続サービスのサービス品目） 

1. ダイヤルアップ型 IP接続サービスのサービス品目は、以下の通りです。 
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品  目 接続方法 内  容 

ダイヤルアップ型 IP接続サービス ISDN型 64Kbps又は 128Kbpsの符号伝送が可能なもの 

PSTN型 56Kbpsまでの符号伝送が可能なもの 

フレッツ・ISDN型 IP接続サービス ISDN型 64Kbpsの符号伝送が可能なもの 

フレッツ・ADSL型 IP接続サービス PPPoE型 NTT西日本の提供するフレッツ・ADSLを利用した IP接続サービス 

Bフレッツ型 IP接続サービス PPPoE型 NTT西日本の提供する Bフレッツを利用した IP接続サービス 

フレッツ・光プレミアム型 IP接続サービス PPPoE型 NTT西日本の提供するフレッツ・光プレミアムを利用した IP接続サービス 

フレッツ 光ネクスト型 IP接続サービス PPPoE型 NTT西日本の提供するフレッツ 光ネクストを利用した IP接続サービス 

 

第2節 ダイヤルアップ型 IP接続サービスの利用契約 

第33条 （ダイヤルアップ型 IP接続サービスの最低利用期間） 

1. ダイヤルアップ型 IP接続サービスの最低利用期間は、各サービス品目とも第 36条（ダイヤルアップ型 IP接続サービスの課金開始日）に定

める課金開始日より 1ヶ月が経過する日が属する月の末日までとします。 

 

第34条 （ダイヤルアップ型 IP接続サービスの利用契約の単位） 

1. ダイヤルアップ型 IP接続サービスは、1契約につき 1接続に限ります。 

 

第35条 （ダイヤルアップ型 IP接続サービスの利用の態様の制限） 

1. ダイヤルアップ型 IP接続サービスにおいて、当該サービスに関して使用する IPアドレスは、当社が指定する物とします。 

2. 契約者は、第 1項に基づき指定した以外のインターネットネットワークアドレスを利用する事は出来ません。 

 

第3節 ダイヤルアップ型 IP接続サービスの料金等 

第36条 （ダイヤルアップ型 IP接続サービスの課金開始日） 

1. ダイヤルアップ型 IP接続サービスの課金開始日は、当社が契約者に通知した日とします。 

 

第3章 レンタルサーバサービス 

第1節 レンタルサーバサービスの品目 

第37条 （レンタルサーバサービスの品目） 

1. レンタルサーバサービスのサービス品目は、以下の通りです。 

品  目 内  容 

共用レンタルサーバサービス 独自のドメイン名を保有する契約者又は当社が保有するドメイン名を利用する契約者に対し、ウェ

ブサイトをインターネット上に公開する事の出来るサーバ機能及び電子メール機能及びこれらに付

随する機能及びハードディスク領域を提供するサービスです。 

1台のサーバを複数の契約者で共有します。 

専用レンタルサーバサービス 独自のドメイン名を保有する契約者又は当社が保有するドメイン名を利用する契約者に対し、ウェ

ブサイトをインターネット上に公開する事の出来るサーバ機能及び電子メール機能及びこれらに付

随する機能及びハードディスク領域を提供するサービスです。 

1台のサーバを 1契約者が占有するサービスです。 

 

第2節 レンタルサーバサービスの利用契約 

第38条 （レンタルサーバサービスの最低利用期間） 

1. レンタルサーバサービスの最低利用期間は、各サービス品目とも第 40条（レンタルサーバサービスの課金開始日）に定める課金開始日より 4

ヶ月が経過する日が属する月の末日までとします。 

 

第39条 （レンタルサーバサービスの利用の態様の制限） 

1. レンタルサーバサービスにおいて、当該サービスに関して使用する IPアドレスは、当社が指定する物とします。 

2. 契約者は、第 1項に基づき指定した以外のインターネットネットワークアドレスを利用する事は出来ません。 

 

第3節 レンタルサーバサービスの料金等 

第40条 （レンタルサーバサービスの課金開始日） 

1. レンタルサーバサービスの課金開始日は、当社が契約者に通知した日とします。 
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第4章 付則 

この約款は、平成 24年 10月 01日より実施します。 

【平成 08年 07月 01日 制定】 

【平成 11年 09月 01日 改正】 

【平成 24年 10月 01日 改正】 


