
 

FieldPlus 個人情報収集同意書 

 

株式会社エス・ケイ（以下、弊社）は、弊社サービス「FieldPlus」（以下、本サービス）のご利用に伴い、

お申し込み及びサービスの運用に必要な個人情報をご提供頂くこととなりますが、そのお預かりした個人に関

する情報の取り扱いについて、次のように管理し、保護に努めて参ります。 

 

１．個人情報とは 

個人情報とは、個人に関する情報であって、氏名、生年月日、住所、電話番号、FAX 番号、電子メールア

ドレス、画像などによって個人を識別できる情報のことをいいます。 

 

２．利用目的 

・ サービス利用申込書は、弊社の契約管理・各種連絡手段として利用致します。 

・ オプションプランである「インストール代行」「初回使用者登録時のCSVファイルによる一括メール配

信」を希望した場合にご提供頂く情報は、初回情報登録の為に利用致します。 

・ その他弊社サーバ内のデータベースに登録される情報は、本サービスをご利用して頂く上で運用に必

要な情報の管理として利用致します。 

 

３．第三者への提供 

上記の場合または法律で定められている場合を除いて、ご記入頂いた個人情報をお申込者の同意を得ず第

三者に開示・提供することはございません。 

 

４．個人情報の管理方法 

お預かりした個人情報は当社にて厳重に管理致します。なお、本サービス解約後は一切の個人情報を抹消

致します。 

 

５．個人情報の開示・訂正・削除について 

弊社が保有する御社の個人情報について、利用目的の通知及び開示を請求することができます。また、開

示の結果、個人情報の訂正、追加、削除、利用停止及び消去、第三者提供の停止（以下「開示等」という）

を請求することもできます。社員情報の中で、人事考課に関する個人情報については、開示に応じますが、

訂正、抹消には、応じられません。ご了承ください。皆様ご自身の個人情報の開示・訂正・削除を請求さ

れる場合及び、社員皆様の個人情報の取扱いについて不明な点がありましたら、個人情報保護管理責任者

までご連絡をお願い致します。 

株式会社エス・ケイ 個人情報保護推進事務局 

TEL：03-5842-6646 

FAX：03-5842-6647 

メール：privacy@esukei.jp 

 

６．個人情報提供についての同意の確認 

御社から以下の署名欄に署名して頂いた事で、上記１～５について同意を得たものと致します。 

御社より提供された本サービスで利用する個人情報は、各個人より御社にて公正かつ適正に承諾・取得し

たものであることを前提とします。 

年    月    日 

 

御社名                  

 

ご署名               印  



Field Plus スマートフォン版 利用規約 

 
第 1 章 総則 

 
（利用規約の適用） 
第１条  

１ 株式会社エス・ケイ（以下、「当社」といいます。）は、Field Plus スマートフォン版利
用規約（以下、「利用規約」または「利用契約」といいます。）を定め、この利用規約に

基づき Field Plusスマートフォン版ご利用サービス （以下、「本サービス」といいます。）
を契約者に対して提供します。 

２ 契約者は利用規約を遵守して、本サービスを受けるものとします。 
 
（利用規約の変更） 
第２条 

１ 当社は、当社の判断により利用規約を変更することがあります。この場合の料金その他

の提供条件は、変更後の利用規約によります。 
２ 利用規約の変更にあたっては、当社は当該変更の対象となる契約者に対しその内容を専

用管理画面にて通知するものとします。当該通知が契約者に到達した時点以降、契約者

が本サービスを利用した場合、契約者は変更後の利用規約に同意したものとみなします。

ただし、この通知が到達しない場合であっても、変更後の利用規約が適用されるものと

します。 
   ３ 利用規約の変更によって契約者に生じた損害につき、その原因の如何にかかわらず、当

社は一切責任を負いません。 
 
（利用許諾） 
第３条  

１ 第１０条の規定により当社と契約者との間に利用契約が成立した場合、当社は、契約者

に対し、本サービスにかかるソフトウェアにつき、日本国内における非独占的な利用を

許諾します。 
２ 本サービスにかかるソフトウェアおよびマニュアル等本サービスに関連する一切のドキ

ュメンテーションに関する著作権、特許権、商標権、ノウハウその他のすべての知的財

産権は当社へ独占的に帰属します。 
３ 契約者は、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、本サービスにかかるソフトウ

ェア及びドキュメンテーションの二次的著作物を創作、譲渡、販売、転貸してはならず、

または第三者に対して再許諾できません。 
 
(サービスの終了) 
第４条 

１ 当社は、当社の判断により本サービスを終了することができます。 
２ 本サービスを終了するときは、終了する３ヶ月前までにその旨をメールまたは専用管理

画面にて通知あるいは告知します。ただし、緊急やむをえない場合は事後に通知します。 
３ 本サービスの終了によって契約者に生じた損害につき、その原因の如何にかかわらず、

当社は一切責任を負いません。 
 

 



第２章 契約 
 
（契約の単位） 
第５条  当社は、利用規約の他必要に応じて特約を定めることがあります。この場合、契約者は

利用規約とともに特約を遵守するものとします。 
 
（契約期間） 
第６条  本サービスの契約期間は第１０条（契約の成立）第１項に定める申込日から起算して、

６ヶ月間とし、7ヶ月目以降は 1ヶ月間を契約期間とします。 
 
 (権利の譲渡等の制限) 
第７条  契約者は、本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利を、当社の事前承諾なく、

他に譲渡、貸与、担保提供等の行為をすることができません。 
 
(非常事態時の利用の制限) 
第８条  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、通信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、その他の公共の利益のために緊急に行うことを要する通信

を優先的に取り扱うため、本サービスを制限する措置を採ることがあります。かかる措

置によって契約者に生じた損害につき、その原因の如何にかかわらず、当社は一切責任

を負いません。 
 
（契約申込） 
第９条  

１ 本サービスを利用しようとする者（以下、「申込者」といいます。）は、当社所定の利用

申込書を当社に対して提出することによって利用を申し込むものとします。 
２ 申込者が利用申込書を提出した場合、本利用規約に同意したものとみなします。 

 
（契約の成立） 
第１０条  

１ 利用規約の内容による利用契約は申込日に遡って成立します。 
２ 契約申込に係る本サービスの提供は、原則として申込を受け付けた順に行います。ただ

し、事情によりその順序を変更することがあります。 
３ 当社は、次の場合にはサービス利用の申込を承諾しないことがあります。 
（１）本サービスの申込をした者が第１７条（提供停止）第１項各号のいずれかに該当

する行為を行っていると当社が判断したとき 
（２）本サービスの申込をした者が過去において第１７条（提供停止）第１項各号のい

ずれかに該当する行為を行っていたと当社が判断したとき 
（３）利用申込書に虚偽の事実を記載したとき 
（４）前各号のほか、当社の業務遂行上支障があると当社が判断したとき 

４ 当社が申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対しその旨を通知します。 
 
（サービス内容の変更） 
第１１条  

１ 契約者が、本サービス内容の変更を希望する場合は、当社が別途定める方法により変更

を申込むものとします。 



２ 前項の申込を承諾した場合は、当社は契約者に対しその旨を通知します。 
３ 第１項の申込があった場合に、技術的に困難であるなど当社の業務遂行上支障があると

きは、当社は申込を承諾しないことがあります。この場合は契約者にその旨を通知しま

す。 
 
（契約者の名称等の変更） 
第１２条 

１ 契約者は、以下の各号に変更があったときは、そのことをすみやかに当社に届け出るも

のとします。 
（１）氏名または名称 
（２）住所または居所 
（３）メールアドレス 

２ 前項の届け出があったときは、当社はその届け出のあった事実を証明する書類を提出し

ていただくことがあります。 
３ 前２項の届出又は書類提出がなされなかったことによって契約者に生じた損害につき、

その原因の如何にかかわらず、当社は一切責任を負いません。 
 
（契約者の地位の承継） 
第１３条 契約者である法人が合併したとき、契約者はその旨をただちに当社に書面で通知するも

のとし、当社はその通知受領後 14日以内に、当該承継法人に書面により通知をして利用
契約を解約することができるものとします。当社が解約しなかった場合、承継した法人

は利用契約に基づく一切の債務を承継するものとします。 
 
（契約者が行う利用契約の解約） 
第１４条 契約者は、本サービスの利用契約を解約する際は、原則として予め当社に対し解約月の

前月末日までに解約の旨申し出、所定の解約申込書へ記入、提出するものとします。 
 
（当社が行う利用契約の解約） 
第１５条 当社は、契約者において次に揚げる事由があるときは、利用契約を解約することができ

るものとします。 
（１）第１７条（提供停止）第１項に基づき当社が本サービスの提供を停止した場合、停

止の日から 14日以内に停止の原因となった事由が解消されないとき 
（２）第１７条（提供停止）第１項各号のいずれかの事由があり、本サービスの提供に著

しく支障を及ぼすおそれがあると認められるとき 
（３）その他、本サービス提供に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められるとき 

 
第３章 提供中止及び提供停止 

 
（提供中止） 
第１６条  

１ 当社は、当社の設備の保守、工事、または障害等やむをえないときには、本サービスの

提供を中止することができるものとします。 
２ 本サービスの提供を中止するときは、当社は契約者に対し、その旨とサービス提供中止

の期間を事前に通知します。ただし、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。 
   ３ 前２項によって本サービスの提供を中止したことによって契約者に生じた損害につき、

その原因の如何にかかわらず、当社は一切責任を負いません。 



（提供停止） 
第１７条  

１ 当社は、契約者が次の各号のいずれかの行為を行なっていると判断したとき、若しくは

該当すると判断したときは、本サービスの提供を停止することができるものとします。 
（1） 法令に違反する又は、その恐れがある行為、或いはそれに類似すると当社で判断し

た行為。 
（2） 当社又は第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉、信用、プライバシー等

の権利を侵害する恐れのある行為、又はその恐れがあると当社が判断した行為。 
（3） 個人情報その他の第三者に関する虚偽の情報を記述し不正な手段で収集、取得する

行為或いはそれに類似すると当社が判断した行為。 
（4） 個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、又はそれに類似す

ると当社が判断した行為 
（5） 当社或いは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、或いはその恐れ

があると当社が判断した行為 
（6） 当社或いは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはその恐れ

があると当社が判断した行為。 
（7） 犯罪行為、若しくは犯罪行為をそそのかし容易にさせる行為、または誘発する行為

及びその恐れがあると当社が判断した行為 
（8） 虚偽の情報を意図的に提供する行為、或いはそれに類似すると当社が判断した行為。 
（9） 公職選挙法に違反する行為、またはその恐れがあると当社が判断した行為。 
(10) 無限連鎖講（「ねずみ講」と称される行為）或いはそれに類似すると当社が判断し

た行為、又はこれを勧誘・誘発する行為。 
(11) 猥褻、児童買春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信する行為、若し

くはそれを容易にさせる行為、又は児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び

児童の保護等に関する法律に違反する行為或いはそれに類似すると当社が判断し

た行為。 
(12) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（以下、「風営適正化法」とい

います。）が規定する映像送信型性風俗特殊営業或いはそれに類似すると当社が判

断した行為。 
(13) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法

律（以下、「出会い系サイト規制法」といいます。）が規定するインターネット異性

紹介事業、或いはそれに相当すると当社が判断した行為。 
(14) 当社の本サービスの提供を妨害する行為、或いはその恐れがあると当社が判断した

行為。 
(15) 第三者の通信に支障を与える方法或いは態様において本サービスを利用する行為、

若しくはその恐れがあると当社が判断した行為。 
(16) 当社或いは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする

行為、クラッキング行為、アタック行為、及び当社或いは第三者の運用するコンピ

ュータ、電気通信設備等に支障を与える方法若しくは態様において本サービスを利

用する行為、それらの行為を促進する情報掲載等の行為、それに類似すると当社が

判断した行為。 
(17) 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘の電子メール（特定電子メールを含むが

それに限定されない）を送信する行為。又は第三者が嫌悪感を抱く恐れのある電子

メール（「嫌がらせメール」「迷惑メール」）を送信する行為及びそれに類似すると

当社が判断した行為。 
(18) コンピュータウィルス等、他人の業務を妨害する恐れのある行為、或いはその恐れ



があるコンピュータ・プログラムを本サービスを利用して使用したり、第三者に提

供する行為、若しくはその恐れがあると当社が判断した行為。 
(19) 第三者の通信環境を無断で国際電話或いはダイヤル Q2 等の高額な通信回線に変

更する行為、及び設定を変更させるコンピュータ・プログラムを配布する行為。 
(20) 本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄し、又は削除する行為。 
(21) 他人の接続情報を不正に使用する行為、或いはそれに類似すると当社が判断した行

為。 
(22) 当社又は第三者の法的利益を侵害したり、公序良俗に反する恐れのある態様にお

いて本サービスを利用する行為。 
2 前項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへのリンクを貼る等、当該行為
を誘引する又は結果として同等になる行為と当社が判断したものを含みます。 

3 第 1項第 12号及び第 13号については、風営適正化法、又は出会い系サイト規制法の定
めに従い、適正に事業運営されていることが当社で確認できたものについては、第 1項
の規定適用から除外し、特別に本サービスの利用を認める場合があります。ただし、そ

の後、第 1項で定める禁止行為を行った場合や、不適正な事業運営であると当社が判断
した場合は、本条に定める処置を行うことがあります。なお、当社が確認を行う上で事

業内容に関する必要な資料等の提示を求めた際は、それに従うものとします。 
4  契約者において第 1 項で規定する行為に該当する行為があったと当社が判断した場合、
当社は本条に定める処置を行う他に、契約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼

動等の費用、及び当社が契約者の違反行為により被る損害賠償等（いずれも弁護士費用

を含む。）を契約者に請求することができます。 
5  契約者と直接関係のない第三者（契約者に関係する、本人・社員等会社関係者・グルー
プ・組合等の組織に属した者以外）の情報登録、またはその情報を用いた行為、或いは

そのおそれがあると当社が判断した場合。 
６ 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、あらかじめその理由、

提供停止をする日及び期間を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は事

後に通知します 
 

第４章 料金等 
 
（料金等） 
第１８条  

 本サービスの料金及びオプション料金は、別紙料金表のとおりとします。 
 
 

（料金等の支払義務） 
第１９条  

１ 契約者は、前条(料金等)の料金を当社に対して支払う義務を負います。 
２ 第１７条（提供停止）の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても停止

後の本サービスの料金の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り

扱います。 
 
（料金等の計算方法） 
第２０条  

１ 請求書・口座振替支払いの料金については、毎月、暦月に従って計算する料金の額とし

ます。 



２ 別紙料金表中における「ID」とは、ユーザマスタ上で端末情報を取得した端末をいうも
のとします。ユーザマスタ上で端末情報を取得した端末を削除した場合、削除した月ま

でを請求対象とします。 
３ 月途中で申込、解約、端末の削除等した場合、利用料金は申込、解約、端末の削除等し

た当該月についても１ヶ月分全額の利用料金が生じ、日割計算しないものとします。 
４ 契約期間が経過する前に利用契約が終了したとき、契約者は当社に対し、契約期間に対

応する本サービスに係る料金の全額を、契約終了の日から２週間以内に一括して支払う

ものとします。 
 
（料金等の支払方法） 
第２１条 請求書・口座振替支払い契約者は、契約者が提出した「サービス利用申込書」に記載さ

れた支払条件にて請求書または口座振替により料金を、後払いするものとします。但し、

当該支払日が銀行休業日の場合は、翌銀行営業日に支払うものとします。また、振込に

要する手数料等は契約者の負担とします。 
 
（延滞損害金） 
第２２条 契約者が、料金その他の債務について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合、

当該契約者は支払い期日の翌日から支払いの日までの日数について、年 14.5%の割合で
計算して得た額を、遅延損害金として当社が指定する期日までに支払うこととします。 

 
第５章 データ等の取り扱い 

 
（データ等の取り扱い） 
第２３条 本サービスを利用する際に当社の ASPサーバを活用する際は、ASPサーバのデータが、

滅失、毀損、漏洩等の結果発生する直接あるいは間接の損害について、当社はいかなる

責任も負わないものとします。 
 
(データのバックアップ) 
第２４条 本サービスにおいて、当社は ASP サーバ設備の故障又は停止等の復旧に対応するため、

契約ディレクトリ内のデータを複写することがあり、契約者はこれに同意するものとし

ます。 
 

第６章 損害賠償 
 
（免責） 
第２５条 当社は、契約者が本サービスの利用に関して情報等が破損または滅失したことによる損

害、契約者が本サービスから得た情報等に起因して生じた損害（パソコン本体及び携帯

電話本体、ならびにパソコン本体内及び携帯電話本体内に含まれるアプリケーション等

の破損、不具合等を含むがこれに限定されない。また、通常損害、特別損害、結果損害

を問わない）及び第三者からなされる請求を含む本サービスの利用に関して生じた一切

の損害について、その原因の如何によらず、一切の賠償の責任を負わないものとします。

万一当社が契約者に対して賠償責任を負う場合であっても、その賠償額は契約者が当社

に支払う別紙料金表記載の料金の１ヶ月分を限度とすることに契約者は同意するものと

します。 
 
 



第７章 雑則 
 
（個人情報の取り扱い） 
第２６条  

１ 当社は、本サービスにより業務上知りえた事実を第三者にもらさないこととします。た

だし、令状を持つ官公庁の職員に対してはこの限りではありません。 
２ 当社は、契約者が本規約及び準拠すべき法律に違反しない限り、契約者の個人情報等の

詳細を調査することはないものとします。 
３ 当社は、保有する顧客の個人情報に関しまして、契約者の事前の同意を得ずに本来の目

的以外にこれを使用することはありません。又、契約者の個人情報を事前の告知なく他

の業者に提供することはありません。 
４ 当社は、保有する個人情報について契約者本人から開示請求やその内容の修正の要求が

あったときは、適切な本人確認の手続きを経たうえで、速やかにこれに応じます。本人

以外の第三者からの個人情報開示請求については、法律にもとづく強制的な開示要求の

場合をのぞき、これに応じません。 
５ 当社は、法令で別段の定めがある場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内でのみ契

約者の個人情報の保存期間を定め、保存期間経過後又は利用目的達成後は契約者の個人

情報を遅滞なく消去いたします。 
 
（管轄裁判所） 
第２７条 契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、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。 
 
附則 
この利用規約は、平成２５年３月１日より実施します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
別紙 
 
（料金表） 

本契約第１８条の料金、オプション料金は以下のとおりとします。（税別表記） 

 

【料金表】 

項目 単価 単位 
初期導入費用 150,000円 式 
サーバ利用基本料 
（管理 ID料含む） 

5,000円 ～1GBまで 

アプリ月額利用料 500円 ID 

 

 

【オプション料金表】 

項目 内容 オプション料金 
Disk追加オプション サーバ利用容量を＋２GB 毎に追加することができま

す。 
2,000円/月額

 
 
 




