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本規約の発効⽇
『CamCard Business 利⽤規約』の発効⽇は、2014年 08⽉ 03⽇とします。

本規約への同意
当社が提供する企業向け名刺情報管理サービス「CamCard Business」（以下、

「本サービス」といいます）の利⽤規約をよくお読みください。ユーザーは、本サ
ービスのユーザー設定登録をすることにより、本規約に同意したものとみなされま
す。
本サービスは、⽶国 INTSIG Information Co., Ltd（以下、「当社」⼜は

「INTSIG」といいます）により提供されます。なお、本規約と別に発⾏される「プ
ライバシーポリシー」及び本規約に関連するその他の規則も本規約の⼀部を構成し
ます。
「ユーザー」は、本サービスにユーザー設定登録をすることにより、本規約に同

意したものとみなされます。
「企業メンバーアカウント」は、少なくとも⼀つ以上存在し、管理⼈アカウント

と関連するユーザーアカウントであり、上記管理⼈アカウントにより追加されるも
のです。管理⼈が、ユーザーを企業メンバーアカウントに追加する権限を有するも
のとします。

1. CamCard Business について
本サービスは、CamCard Business のソフトウェア（以下、「本ソフトウェ

ア」といいます）、CamCard Business ウェブサイト（http://b.camcard.com）
及びプログラム API による第三者製品を適切に利⽤して提供されます。当社は、本
サービス及び本ソフトウェアをツールとして提供しているものです。本サービスを
利⽤して情報を獲得、処理する際には、他⼈の知的財産、個⼈情報、プライバシー
などの権利を侵害することないよう、法律に従って情報を複製、編集、共有、公開
しなければなりません。許可を得ずに情報を複製、編集、共有、公開することは、
他⼈の権利の侵害とされ、損害賠償を請求されたり、法律により罰則が課されたり
することがありますので、ご注意ください。

2. 利⽤許可及びサービス内容
当社は、ユーザーが本規約のすべてに同意することを条件に、ユーザーに対し

て、全世界において、⼀⾝専属、譲渡不能、⾮独占かつ取消可能な権利として、本
サービスの利⽤を許諾します。明⽰した特段の定めのない限り、本サービスを第三
者に利⽤させて収益を得る等の⽬的で本サービスを利⽤する場合を除き、ユーザー
は、タブレット、スマートフォン、スキャナー、PC を含む端末デバイス（以下、
「端末」といいます）において、本サービス⼜は本ソフトウェアをインストール、
利⽤、表⽰、実⾏することができます。

3. 有料サービスについて
ユーザーは、本サービスの全部⼜は⼀部を利⽤する対価として、別途定められ

http://b.camcard.com
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た利⽤料⾦を、別途定める⽀払条件にしたがい、当社に対して⽀払うものとしま
す。
当社は、諸事情により本サービスの利⽤料⾦、課⾦⽅式を当社の裁量で変更す

ることがあります。部分的に無料であったサービスが有料になった場合には、有料
になった部分の利⽤料⾦を、所定の期限内にお⽀払いいただけないと、有料になっ
た部分のサービスをご利⽤いただけなくなります。
ユーザーがダウンロードした本ソフトウェア、ID、パスワードなどは、特別な

事情がない限り、返品や交換をすることはできません。これについてのお問い合わ
せは、support@intsig.comへご連絡ください。

4. アカウントの利⽤とセキュリティについて
本サービスを利⽤するためには、本サービスアカウントでログインすることが

必要です。ユーザーは、本サービスアカウントのパスワードを⾃⼰の責任で管理す
るものとします。ユーザーは、本サービスアカウントを通じたすべての⾏為に責任
を持つものとします。当社は、本サービスアカウントとパスワード情報の管理、セ
キュリティソフトのインストール、定期的なパスワード変更、使⽤後のログアウト
など、第三者がユーザーの本サービスアカウントを勝⼿に利⽤することを予防する
施策の実施を勧めます。ユーザーのアカウント、パスワードが他⼈に利⽤された場
合、それが当社の故意過失による場合を除き、⼀切の責任と結果はユーザーにある
ものとします。
ユーザーが、⾃⼰の本サービスアカウントが他⼈に無断利⽤された可能性があ

ることを知った場合は、速やかに下記のメールアドレスにご連絡ください。
support@intsig.com。

5. 個⼈情報について
当社は、ユーザーの情報を善良な管理者の責任をもって管理します。ユーザー

の事前の同意を得ることなく、ユーザー情報及びユーザーが本サービスにアップロ
ードした⼀切の情報を第三者に開⽰⼜は提供することはありません。
当社は、本サービスの提供のために、ユーザーが本サービスにアップロードし

た名刺情報（以下、「登録名刺情報」といいます）を機械的に認識し、記録してい
ます。登録名刺情報は、当社⼜は当社の⼦会社⼜は委託先が管理するデータセンタ
ーで管理、保管します。
本サービスをご利⽤の際には、ユーザーご⾃⾝の判断で、プライバシーの公開

に関する設定を⾏ってください。
ユーザーは、登録名刺情報には、他⼈の個⼈情報が含まれていることを認識し、

登録名刺情報の本⼈の許可を得ることなく、登録名刺情報を収集、複製、保存、転
送、拡散、不正利⽤しないものとします。本サービスを不正に利⽤して、悪意で他
⼈の個⼈情報を利⽤、⼜は他⼈のプライバシーを侵害したとみなされる場合には、
当社はユーザーに通知することなく、ユーザーの本サービスアカウントを停⽌⼜は
削除することがあります。なお、当社がユーザーの本サービスアカウントを停⽌⼜
は削除することは、当社がユーザーに対して、法的責任を追求する権利を放棄する
ことを意味しないものとします。

mailto:support@intsig.com
mailto:support@intsig.com
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6. 現状有姿でのサービス提供
本サービスは、現在、当社が利⽤可能な技術を利⽤して、現状有姿で提供する

ものです。当社は、ユーザーに満⾜していただけるサービスを、円滑かつ安全に提
供するよう努めますが、ウイルス、ハッカー攻撃、システム不具合、第三者のサー
ビスの⽋陥、政府の⾏為など、不可抗⼒による法律上、技術上の原因に起因して、
やむを得ず本サービスの中断やデータの紛失などが発⽣する可能性があります。ユ
ーザーは、これらの可能性を承諾した上で、本サービスを利⽤するものとします。

7. 第三者により提供されるサービス
ユーザーは、本サービスを通じて、地図、ニュース、検索、SNS、メールサー

ビスなど第三者により提供されるサービスにアクセスすることができる場合があり
ます。これらのサービスは、第三者により提供される API を利⽤して提供されるた
め、ユーザーは、当該サービスの提供、管理が第三者により⾏われることを承諾し、
これらのサービスに関する規定や使⽤⽅法も当該第三者の定めるところに従うもの
とします。当社は、当該第三者のサービスを利⽤に際して発⽣した問題や損失につ
いて、直接的、間接的を問わず、⼀切の責任を負いません。

8. アップロードされたコンテンツの権利
ユーザーは、ユーザー⾃⾝が本サービスに合法的にアップロードした登録名刺

情報、電⼦メール、メッセージ、資料、⽂書作品、ソフトウェア、⾳楽、⾳声ファ
イル、写真、画像、グラフ、ビデオ、データ、ユーザー登録情報とその他の情報等
（以下、「コンテンツ」といいます）の著作物の著作権その他の権利を専有するも
のとします。
ユーザーは、本サービスにアップロードされたコンテンツが、公開されている

ものか、個⼈間で転送されたものであるかを問わず、ユーザーが責任を負い、かつ
⾃⼰がアップロードする権利を有するものであることを、確認するものとします。
ユーザーの⾏為によって当社が損害を受けた場合には、ユーザーは、当該損害（賠
償⾦、弁護⼠費⽤などを含む⾦額）のすべてを賠償する責任を負うものとします。
なお、当社は、アップロードされたコンテンツが当社⼜は第三者の権利を侵害した
り、公序良俗に反したりすると判断した場合には、当社の裁量でコンテンツを削除
したり、ユーザーに対して本サービスの提供を中⽌する権利があるものとします。
当社は、ユーザーが公開したコンテンツを、全世界で、無償で⾮独占的に永久

に使⽤する権利があります。当社は、コンテンツを任意に複製、改変、編集し、当
社のコンテンツとして利⽤することができるものとします。また、当社がコンテン
ツ及び関連コンテンツの権利侵害を発⾒したときは、当社の名前で告訴し、かつ、
すべての賠償を受ける権利があることを、ユーザーは予め承諾するものとします。
ユーザーは、当社がコンテンツを利⽤することを承知の上で、本サービスを利⽤し
てください。
なお、当社がコンテンツを利⽤することができることは、当社が必ずコンテン

ツを利⽤する義務が当社に発⽣することを意味しません。なお、当社が利⽤するコ
ンテンツは、ユーザーが公開したコンテンツにのみについて有効であり、⾮公開情
報や個⼈情報には適⽤されません。
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9. 情報の保存と同期
1. 登録名刺情報は、ユーザーの端末のストレージに保存されます。したがっ

て、当社は、本ソフトウェアにパスワードをかけるなどの情報の漏洩防⽌を図る措
置をとることを勧めます。
本ソフトウェアにログインしている場合に、端末に保存された名刺情報を編集

したり、ブラウザ上で名刺情報を編集したりすると、編集の結果が端末とサーバー
間で同期され、反映されます。
3. ログイン状態で本ソフトウェアを利⽤する際、作成したデータ、情報など

が⾃動的にユーザーアカウントに保存されます。⼀⽅、本サービスを通じて⾃⼰が
属する会社（以下、「所属企業」といいます）の第三者から共有された情報は、⼿
動で⾃⼰のアカウントに保存する必要があります。所属企業の登録から外れた場合、
所属企業が本サービスを解約した場合、かつユーザーのアカウントが管理⼈権限を
持っていない場合には、ユーザーは所属企業のコンテンツにアクセスできなくなり
ます。
4. ユーザーは、ユーザー⾃⾝の操作により、登録名刺情報の保存、バックア

ップ、データ復元を⾏うことができます。操作ガイド資料をよくご覧になり、本サ
ービスのデフォルト設定を⾃⼰の裁量で変更することができるということを認識し
ていただいた上、本サービスをご利⽤ください。本サービスでもバックアップする
ことはできますが、当社は、本サービス以外の⽅法でも登録名刺情報をバックアッ
プすることを強く勧めます。なお、当社は本サービスで登録名刺情報を含む⼀切の
コンテンツの保存に失敗した場合、及びユーザーの操作によりコンテンツが削除さ
れた場合におけるコンテンツの紛失、回復に関して責任を負いません。

10.禁⽌事項と利⽤ルール
1. ユーザーは、本サービスを利⽤する際には、ユーザーが本サービスを利⽤

する国⼜は地域の法律を守る必要があります。ユーザーが本サービスを利⽤するい
かなる国⼜は地域であっても、以下の各号の情報を含み、法律により禁⽌された情
報⼜は公序良俗に反する発⾔、反社会的な発信などを作成、複製、公開、拡散する
ことは、以下の各号の情報を含み、認められません。

（1） 法律、条例、公序良俗に違反するもの
（2） 虚偽であることを認識しているもの
（3） 暴⼒的な発⾔
（4） 他⼈を中傷、誹謗する発⾔
（5） その他、前各号に類するもの
2. ユーザーは、以下の各号を含み、本サービスを犯罪に結びつく⼜は結びつ

くおそれの⾼い形態で利⽤する⾏為や、本サービスを犯罪の⽤に供する⽬的をもっ
て利⽤する⾏為をしてはならないものとします。

（1） 本サービスの運営を妨害する⾏為
（2） 他のユーザーのアカウントに不正にアクセスしたり、アカウントを乗っ

取ったり、アカウントに含まれる情報を悪⽤する⾏為
（3） 悪意で事実と違ったことや他⼈を欺罔することを発信する⾏為
（4） 本サービスを広告のために利⽤する⾏為
（5） スパムメッセージを発信、転送、拡散する⾏為
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（6） 違法⾏為に参加させたり、呼びかけを⾏う⾏為
（7） 他⼈の権利を侵害する⾏為
（8） 他⼈の知的財産や商業秘密を不正に公開、転送、拡散、保存する⾏為
（9） 他⼈が権利を有する写真、画像、ソフトウェアなどのファイルを、権利

者の許可なしに複製、転送、拡散する⾏為
（10）その他、前各号に類する⾏為
3. ユーザーは、以下の各号を含み、当社の権利を侵害する⾏為及び本規約に

おいて当社がユーザーに許諾していない全ての⾏為をしてはならないものとしま
す：

（1） 本サービス及び本ソフトウェアに含まれている全ての著作物に関する情
報を削除する⾏為

（2） 本サービス及び本ソフトウェアに対してのリバースエンジニアリング、
逆コンパイル⼜は逆アセンブル及びそのほかの本ソフトウェアのソース
コードを獲得、悪⽤、改ざんする⾏為

（3） 本サービスに関する情報（本サービス及び本ソフトウェアを利⽤し任意
の端末に保存した情報及び端末とサーバー間の交換データなど）を、営
利⽬的での複製、変更、改ざんしたり、それに基づいて開発などを⾏っ
たりする⾏為

（4） プラグイン、アドオン、許可が得ていない第三者が提供したツール、他
のサービスからのアクセスなどを含み、本サービス及び関連システムの
動作に悪影響を及ぼす⾏為

（5） ペアレンタルコントロールなどのやむを得ない場合を除き、他⼈が⾃⼰
のアカウントの利⽤を制限、禁⽌などして妨害する⾏為

（6） マルウェア、ウイルスなどの公開、転送や、悪意での⼤量アクセスによ
って本サービスを攻撃するなどの⾏為

（7） 本サービスに⾃動でアクセスする⾏為や、本ソフトウェア及び関連プロ
グラムにある robots.txt ⼜は他のファイルにより定められたルールに違
反する⾏為

（8） 本サービス及びその関連するサービスを、営利⽬的で第三者に使⽤、レ
ンタル、リース、複製、改ざん、リンク付け、転送、コンパイル、出版、
ミラーサイトを構築させる⾏為

（9） 故意に本サービスを破壊したり、本サービスの信⽤を毀損したり、⼜は
本サービスの完成度、正確性に⽀障を与えたりする⾏為

（10）その他、前各号に類する⾏為
4. ユーザーは、前三項各号に違反したことによって、当社⼜は第三者が損害

を被った場合、⼀切の損害を賠償する責任を負うものとします。なお、ユーザーが、
前三項各号に違反したことによってユーザーに発⽣したいかなる結果に対しても、
当社は⼀切責任を負いません。
5. ユーザーが前三項各号の規定に違反し当社に損害が⽣じた場合、当該ユー

ザーは、当社⼜は任意の第三者からの賠償請求及び弁護⼠費⽤など関連事務のため
の費⽤を負担するものとします。
6. 所属企業において、本サービスのユーザーアカウントを管理する者（以下、

「アカウント管理者」といいます）は、管理⼈としての本サービスの利⽤期間中、



CamCard Business 利用規約

7

所属企業のユーザーの⾏為を、適正に管理、監督しなければならないものとしま
す。アカウント管理者は、前三項各号に違反するユーザーの⾏為を発⾒した場合に
は、直ちにその⾏為を⽌めさせた上で、当社に連絡をするものとします。アカウン
ト管理者は、所属企業のユーザーが前三項各号に違反して当社⼜は第三者が損害を
被った場合は、アカウント管理者は、ユーザーと連帯して責任を負うものとします。

11.知的財産権について
本サービス及び本ソフトウェアに関する著作権、特許、商標その他の知的財産

権は当社に帰属するものとし、利⽤者は⼀切の権利を有しないものとします。
⽂章、ソフトウェア、⾳声ファイル、動画、写真、図表、広告内容を含む本サ

ービスに含まれているコンテンツは、著作権、特許、商標などに関する法律に保護
されています。ユーザーは、権利者の適法な許諾なく、当該コンテンツを複製、編
集、改ざん、関連する⽂章を作成などの⾏為をしてはならないものとします。
ユーザーは、当社と別途契約を締結した場合を除き、当社が権利を保有するす

べてのソフトウェア、商標、サービス表記、ロゴ、ドメインなどを使⽤することは
できません。なお、本規約に同意することによって、本サービスとこれに関連する
ソフトウェア等を、本規約に基づき利⽤することは、この限りではありません。

12.責任範囲
1. 本ソフトウェアは、当社の指定する⽅法で⼊⼿することができます。ユー

ザ ー は 、 本 サ ー ビ ス を 利 ⽤ す る た め に 、 サ ー ビ ス ウ ェ ブ サ イ ト
http://b.camcard.comにアクセスするなど、当社が承認した⽅法で、本サービス
の利⽤アカウントでログインしてください。当社が承認していないソフトウェア、
サービス⼜はアカウントでアクセスし、ユーザーが損害を被ったとしても、当社は
⼀切その責任を負いかねます。
2. ユーザーは、本サービス及び本ソフトウェアを正しい⽅法でご利⽤くださ

い。具体的な機能や操作⽅法は「ユーザーマニュアル」及びヘルプページにご参考
ください。お問い合わせは support@intsig.comまでご連絡ください。ユーザーが、
誤った使⽤⽅法で使⽤したことにより発⽣した損害については、当社は⼀切の責任
を負いかねます。
3. 本サービスはインターネットを利⽤したサービスであり、予⾒⼜は回避不

可能な各種の障害が発⽣する可能性があるため、やむを得ず本サービスを中断する
ことがあります。当社は本サービスに障害が発⽣した場合には、最⼤限の努⼒で回
復作業を⾏いますが、当該障害によって、ユーザーが被ったすべての損害に対して、
当社は責任を負いません。なお、以下の各号の場合が、この⼀例に当たります。

（1） コンピュータウイルス、マルウェア、ハッカーによる攻撃で発⽣した障
害

（2） ユーザー⼜は当社側の設備、ソフトウェア、システム、ハードウェア、
通信回線に発⽣した障害

（3） 想定外の事件、⾃然災害、政府の命令などによる本サービスの中⽌
（4） 当社が承認してない⽅法での本サービスの利⽤及び他社が提供したサー

ビスを利⽤したことによる障害
（5） その他当社が予⾒⼜は回避することが困難な障害
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4. 法律による特別な規定がある場合以外、当社として合理的に予知、コント
ロールすることができない技術上の⽋落、サービスの安定性の⽋落などで発⽣する
損害が必ずないということを保証しません。
5. ユーザーが、本サービスの利⽤中に、現在位置情報を有効に設定をすると、

ユーザーの現在地周辺の他のユーザーが、ユーザーの所在地を知ることができるこ
とを、予めご承知おきください。また、他のユーザーとの間で、現在位置情報を有
効にした環境で名刺情報を交換する際には、情報の信頼性に留意の上、情報の悪⽤
によるリスクがあることを⼗分に認識して、本サービスをご利⽤ください。
6. 当社は、ユーザーが、定期的に登録名刺情報をエクスポートし、バックア

ップを作ることを勧めます。バックアップなく、本サービスが障害により利⽤不可
能になったことによってユーザーが被った損害に対して、当社は⼀切の責任を負い
かねます。

13.権利侵害の通知と申告
1. 侵害通知：
本規約に定めるものの他、ユーザーであるか否かを問わず、いかなる個⼈⼜は

法⼈も、個⼈⼜は組織による、本サービスに付帯する情報共有機能を利⽤した、権
利侵害⾏為を発⾒した場合には、⾃らの権利を保護するために、当社に対して、権
利を侵害された旨の通知を提出することができます。当該通知には、下記の項⽬を
記載する必要があります。

（1） 通知者の⽒名、⾝分を証明する資料、住所、電話番号、ＦＡＸ、メール
アドレス

（2） 権利を侵害されたコンテンツ（本サービスを通じてアクセスできるもの
に限ります）

（3） 侵害⾏為を証明できる資料
a) 通知者が侵害されたコンテンツについて保有している商標権、著作
権⼜は法的保護に値する権利の証明
b) 上記 a）に当てはまる権利が侵害された態様⼜は⽅法
c) 通知には次の記載をすること：“（i）私は、当該コンテンツ権利者
⼜は権利を⾏使、利⽤する権利を有する者である；（ii）通知の内容は全
て事実でありる；（iii）通知の内容が事実と相違し、虚偽の申告であると
きは、いかなる責任も負います”。

2. 不服申⽴：
当社が前項の通知に従って、ユーザーのコンテンツ⼜はリンクを削除した場合、

ユーザーは、当社に対して不服を申し⽴てることができます。不服申⽴には下記の
内容を含むものとします。

（1）ユーザーの⽒名、⾝分を証明する書類、住所、電話番号、ＦＡＸ、メール
アドレス；

（2）削除されたコンテンツ、情報⼜はページ
（3）侵害⾏為に当たらないことを証明できる資料

a) 削除されたコンテンツの所有権⼜は使⽤権など、削除されたコンテ
ンツの合法性を証明できる資料；



CamCard Business 利用規約

9

b) 不服申⽴には次の記載をすること：“（i）私は、当該コンテンツの
権利者⼜は⾏使、利⽤する権利を保有する者である；（ii）私は当該コン
テンツを使⽤、公開する権利を持っている、⼜はその権利者から許諾を
得ている；（iii）不服申⽴の内容は全て事実である；（ⅳ）不服申⽴の内
容が事実と相違し、虚偽の申告であるときは、いかなる責任も負いま
す”。

（4）申⽴をするユーザーの署名⼜は押印（法⼈の場合は、法⼈の印鑑で押印）
3. 上記申⽴書のタイトルは“不服申⽴書”とし、次の住所まで送付してくださ
い：
中国上海市杨浦区国定路335号 3号楼 7楼 B区（200433）

4. 当社は、有効な不服申⽴書を受領した場合、直ちに当社の定める⼿続にした
がって適切な処理を⾏います。なお、事実調査のために、当社は、ユーザー
から引き渡された情報を複製し、守秘義務を負う第三者に委託することがあ
ります。審査結果は、メールなどの連絡⼿段で、ユーザーに連絡されるもの
とします。

14.利⽤規約の成⽴と有効化
本サービスの利⽤申込をした時点で、本規約に同意したものとみなされますの

で、本規約に同意しない場合は本サービスを利⽤しないでください。

15.規約の修正
当社は、必要に応じて、本規約を変更することがあります。本規約を変更する

場合は、変更⽇の30⽇前までに、ウェブサイト、メール⼜はその他の⽅法で、ユー
ザーに告知します。
変更後の本規約に同意できない場合は、本サービスの利⽤を直ちに中⽌してく

ださい。本サービスを引き続き利⽤する場合は、変更後の本規約に同意したものと
みなされます。

16.本サービスの修正、中断、中⽌、終了
1. ユーザーは、本サービスの最低利⽤期間が経過した後は、いつでも本規約

に基づく本サービスの利⽤契約を解除することができるものとします。
2. 当社は、本サービス⼜は本ソフトウェアを、不定期に更新する場合があり

ます。ユーザーは、更新通知を受け取るかどうかを、⾃ら選択することができます
が、更新しない場合は、最新の本サービスの提供を保証できません。最新の本サー
ビスを利⽤しないことによって、ユーザーに⽣じた損害に対して、当社は⼀切の責
任を負いません。
3. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、ユーザーに何らの催告をす

ることなく、本規約に基づく本サービスの利⽤契約を、いつでも解除できるものと
します。

（1） ユーザーが違法な⽬的で本サービスを利⽤したとき
（2） ユーザーが本規約に反する⾏為をしたとき
（3） ユーザーが当社に本サービスの利⽤料⾦を⽀払わないとき
（4） 当社が⾏政から本サービスの中⽌を指⽰⼜は命令されたとき
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（5） その他本サービスの継続が困難な事情が発⽣したとき

17.規約の分割性
本規約の⼀部が、何らかの理由で無効となった場合でも、、その他の部分は有

効に存続するものとします。

18.法律適⽤と管轄
1. ユーザーが、中華⼈⺠共和国のユーザーである場合は、本規約の成⽴、有

効、執⾏あるいは本規約に関連する解釈及び紛糾の解決は、中華⼈⺠共和国法に従
うものとします。なお、当社とユーザーとの間で何らかの紛争が発⽣した場合には
協議をして、これを解決する。協議してもなお解決しない場合は、上海市杨浦区⼈
⺠法院を専属的合意管轄裁判所として、これを解決するものとします。
2. ユーザーが、中華⼈⺠共和国以外のユーザーである場合は、本規約の成⽴、

有効、執⾏あるいは本規約に関連する解釈及び紛糾の解決は、中華⼈⺠共和国⾹港
特別⾏政区法に従うものとします。なお、当社とユーザーとの間で何らかの紛争が
発⽣した場合には協議をして、これを解決する。協議をしてもなお解決しない場合
は、⾹港国際仲裁センターにおける仲裁により、これを解決するものとします。仲
裁規則により、仲裁⾔語は、中国語と英語とします。
3. 本規約の⽬次番号と標題は、ユーザーの便宜のために記載されています。

⽬次番号と標題には、本規約の解釈には関係がなく、本規約の解釈には利⽤されな
いものとします。

19.その他
当社は、本規約の修正、サービス変更、その他重要事項の変更については、ウ

ェブページ、メールあるいはその他の⽅法でユーザーに告知します。
ウェブページでの告知が30⽇以上続いた場合、あるいはメールがユーザーのメ

ールアドレスに送信された場合をもって、告知がなされたものとみなします。
当社は、ユーザーから、本サービスについてのご意⾒をお待ちしています。な

お、ユーザーから特別に申し出のない限り、ご意⾒の内容を秘密とすることはなく、
当社は意⾒を公開⼜は公表する権限を持つものとします。ユーザーは、当社がユー
ザーからいただいた意⾒を、ユーザーの許諾なく、無料かつ無制限に利⽤すること
に同意するものとします。また、当社は、状況に応じて、ユーザーのご意⾒を、当
社の裁量で修正、改変、変更して利⽤することができるものとします。
本サービスあるいは本規約について、何かご意⾒やご要望があれば、次のメー

ルアドレス宛に、support@intsig.com までご連絡ください。当社は、ユーザーの
ために、よりよいサービスを提供してまいります。
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