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株式会社テンダ

Dojo ウェブマニュアル

サービス利用規約

Dojo ウェブマニュアル（以下，「本サービス」といいます。）の登録希望者へのご注意：本サービス利用規約（以下，「本規約」といいます。）は，本サービスに関して
お客様とテンダとの間で締結されるサービス利用契約（以下，「本契約」といいます。）に関する法的な契約書です。お客様は，本サービスのご利用申し込み前に本規約の
内容を確認する手段やその機会があった場合は「利用を申し込んだ時点」，又はご利用申し込み前にその手段や機会がなかった場合は「本サービスの利用を開始した時点」
若しくは「お客様専用のサービス環境を構築した時点」で，本規約の条項に拘束されることに承諾したものとみなし，以降の返品及び返金は一切受け付けないものとします。

第１条 （定義）
１. 「登録希望者」とは，本サービスの利用（トライアル利用を含みます。）を希
望された法人，団体のみなさまをいいます。
２. 「登録情報」とは，登録希望者が本サービスを利用するにあたって，テンダに
提供する必要のある情報をいいます。
３. 「お客様」とは，登録希望者がテンダ所定の手続きに従い申し込みを行った（以
下，「ユーザー登録」といいます。）結果，テンダが本サービスのご利用を許
諾した方をいいます。
４. 「本ソフトウェア」とは，本サービスの対象となるソフトウェアで，お客様が
テンダから適法に利用許諾権を得たものをいいます。
５. 「本サービス」には，導入支援，サポート等の保守サービスは含まれないもの
とします。
６. 「利用料金」は，お客様が本サービス利用の対価としてテンダに対して支払う
金員であり，サービスの種類や許諾されたユーザー数によって変わります。
第２条 （適用範囲）
１. 本規約は，テンダから本サービスの提供を受けるお客様に適用されます。
２. 本規約とは別に，書面にて本サービスに係る特約が定められた場合で，本規約
と異なる内容の定めがあるときには，特約が優先して適用されるものとします。
第３条 （登録及び利用）
１. 登録希望者は，本規約を承認の上，所定の手続きに従い，テンダに対して本サ
ービスの利用の登録を申し込むことができます。
２. テンダは，以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は，登録希望者のユー
ザー登録を拒否し，又はお客様のユーザー登録を喪失させることができるもの
とします。なお，テンダは，請求があった場合であっても当該拒否理由を開示
する義務を負いません。
(1) 第１項に基づいて登録希望者又はお客様から提供された情報の全部又は一部
につき虚偽の情報が含まれていた場合
(2) 登録希望者又はお客様が第１９条第１項又は第２項各号の事由に該当するこ
とが判明した場合
(3) 登録希望者又はお客様が，テンダとの間の契約，規約などに違反したことがあ
る又は違反していることが明らかになった場合
(4) その他ユーザー登録が適当でないとテンダが判断した場合
第４条 （利用責任者）
１. 登録希望者は，本サービスの利用に関する利用責任者をあらかじめ定めた上，
ユーザー登録を行うものとし，本サービスの利用に関するテンダとの連絡・確
認・問合せ等は，原則として利用責任者を通じて行うものとします。
２. テンダが本サービスの利用を許諾した後，登録情報に変更が発生した場合，お
客様は利用責任者を通して直ちに登録情報の変更手続を行うものとし，お客様
が変更手続を怠ったことにより生じた損害について，テンダは一切の責任を負
いません。
第５条 （オプション）
１. お客様は，ディスク容量増加などの追加オプションの申込み，変更又は解約が
できます。
２. 追加オプションの契約期間は，お客様による解約の申込みがない限り，各有償
プランの契約期間と同一となります。
３. 追加オプションの契約期間途中の解約や利用日数に関わらず，テンダが規定し
た契約期間分の料金は，全額お支払いいただくものとし，既に支払われた利用
料金がある場合でもテンダから契約企業への返金は致しません。（一部の返金
においても致しません。）

三者からクレーム等の請求がなされた場合，自己の責任と費用をもって処理，
解決するものとします。お客様が本サービスの利用に伴い，第三者から損害を
被った場合，又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様
とします。
４. 本サービスを利用してお客様が提供又は伝送する情報等については，お客様の
責任で提供されるものであり，テンダはその内容等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し
ます。
第９条 （禁止事項）
１. お客様は，本サービスの利用に関して，以下の各号の行為を行わないものとし
ます。
(1) テンダ若しくは第三者の著作権，商標権，特許権などの知的財産権等の財産的
若しくは人格的な権利を侵害する行為又はこれらを侵害するおそれのある行
為
(2) 本規約，法令，条例，公序良俗等に反する行為又はその恐れのある行為
(3) 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報等を改ざん又は消去す
る行為
(4) 本サービスの信用を損なう行為又はその恐れのある行為
(5) 他者を差別若しくは誹謗中傷し，又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
(6) 犯罪行為，犯罪行為に結びつく行為若しくはこれを助長する行為又はその恐れ
のある行為
(7) 自己の名のもとで第三者に本サービスを利用させる行為
(8) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(9) 本サービスを商業又はその準備の目的で利用する行為
(10) ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
(11) テンダ若しくは第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はその恐れのあ
る行為
(12) 本サービスのサーバやネットワークシステムに支障を与える行為，BOT，チー
トツールその他の技術的手段を利用してサービスを不正に操作する行為，本サ
ービスの不具合を意図的に利用する行為等，本サービスの正常な運営を妨げる
行為又はその恐れのある行為
(13) 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・目的でリンクをはる行為
(14) その他，テンダが不適当と判断した行為
２. 前項の禁止行為に該当するか否かは，テンダが合理的に判断するものとし，テ
ンダは判断基準について説明する義務を負いません。
３. お客様は，第１項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合，
又は該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は，直ちにテンダに
通知するものとします。
４. テンダは，本サービスの利用に関して，お客様の行為が第１項各号のいずれか
に該当又は関連するものであることを知った場合，事前にお客様に通知するこ
となく，本サービスの全部又は一部の提供を停止し，又は第１項各号に該当す
る行為に関連する情報等を削除することができるものとします。ただし，テン
ダは，お客様の行為又はお客様が提供若しくは伝送する情報等を監視する義務
を負うものではありません。
５. 前項の措置によりお客様に生じた損害について，テンダは一切の責任を負いま
せん。
６. お客様は，テンダ並びに日本国政府又は該当国の政府より必要な許可等を得る
ことなしに，本ソフトウェアの全部又は一部を，直接又は間接に輸出してはな
りません。

第６条 （利用料金）
１. テンダは別途定める利用料金（消費税相当額を含む。）をお客様に請求し，お
客様はこれを請求書記載の期日までにテンダが指定する口座に振り込んで支
払うものとします。なお，かかる支払に必要な振込手数料その他の費用は，お
客様の負担とします。
２. お客様は，前項の支払を所定の支払期日が過ぎても履行しない場合，所定の支
払期日の翌日から支払日の前日までの日数につき年 14．6％の利率で計算した
金額を延滞利息として，利用料金その他の債務と一括して，テンダが改めて定
める指定日までに前項の方法により支払うものとします。なお，当該指定日ま
でに履行がされないときは，テンダは，本サービスの提供を停止することがで
きるものとし，当該停止期間中の利用料金については返金致しません。
３. 著しい経済変動等の要因により利用料金の見直しが必要と判断した場合には，
テンダはお客様に利用料金の変更を申し入れ，お客様及びテンダ間で協議の上，
その変更を行うことができるものとします。

第１０条 （秘密保持）
１. お客様及びテンダは，本契約に関連して知り得た相手方の登録情報及び秘密（以
下，「秘密情報」と総称します。）を，相手方の事前の書面による承諾なくし
て，第三者（ただし，弁護士，税理士，公認会計士その他の法令上秘密保持義
務を負う者を除きます。）に開示又は漏洩してはなりません。なお，この秘密
保持義務は，別途当事者間で協議・決定がなされない限り，本契約終了後も存
続するものとします。
２. テンダは，前項にかかわらず，法律に従い開示の義務を負う場合，捜査機関の
令状がある場合，裁判所，行政機関等から開示要求がある場合又はそれに準じ
る必要性がある場合には，秘密情報を第三者へ開示することがあります。
３. お客様は，本サービスの全部又は一部を，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することはできないものとします。
４. テンダは，本サービスの提供又は品質向上のために必要な範囲で，お客様の秘
密情報を複製・複写・利用することができるものとします。
５. テンダは，本契約が終了したとき又はお客様の書面による同意や要請を受けた
とき，登録情報の削除を行うことができるものとします。

第７条 （トライアル）
１. お客様は，本サービスを無償で試用（以下，「トライアル」といいます。）頂
くことができます。
２. お客様は，トライアル期間終了後に，別途有償プランに申込み頂いた場合に限
り本サービスを継続してご利用頂くことができます。
３. お客様が，トライアル期間中に有償プランに申込みされた場合，トライアル期
間の残日数にかかわらず，その時点でトライアル期間は終了するものとします。

６. お客様は，本契約が終了した場合，テンダから提供された秘密情報（本サービ
スに関するドキュメント等を含みます。）を，テンダの指示に従い遅滞なく返
還，破棄又は消去するものとします。
７. 第１項にかかわらず，テンダはお客様からの書面による別段の意思表示が無い
限り，本サービスの利用者として，お客様の企業名を公開することができます。
なお，お客様は，テンダが企業名を公開する際に，お客様のロゴ，商標等を使
用することを許諾します。

第８条 （自己責任の原則）
１. 本サービスの提供を受けるために必要な機器，通信等の環境は，全てお客様の
責任と費用において備えるものとします。また，本サービスの利用にあたり必
要となる通信費用は，全てお客様の負担とします。
２. お客様は，本ソフトウェア等に記録される自己の情報（データ，コンテンツ等
を含み，以下，「情報等」といいます。）などを保護する為の適切な措置を逐
次実施するものとし，当該措置を怠ったことによりお客様に生じた不利益，損
害について，テンダは一切の責任を負いません。
３. お客様は，本サービスの利用に伴い，第三者に対して損害を与えた場合又は第

第１１条 （個人情報の取り扱い）
テンダは，お客様の個人情報を，以下のウェブサイト上に掲載した個人情報保護
方針に基づき取り扱います。
https://www.tenda.co.jp/privacy/
第１２条 （権利の帰属）
１. 本サービスにおいてテンダから提供される情報，本ソフトウェア，画面，ドキ
ュメント及びコンテンツ（以下，「テンダコンテンツ」と総称します。）に係
る著作権，特許権，実用新案権，商標権，意匠権その他一切の知的財産権及び

様式番号: PKH-00-048/版数:1.00
これらの権利の登録を受ける権利（以下，「知的財産権」と総称します。）は，
テンダに帰属します。
２. お客様は，方法又は形態の如何を問わず，テンダコンテンツに関して，私的利
用の範囲を超えて複製，転載，公衆送信，改変その他の利用をすることはでき
ません。
３. お客様は，テンダに対し，著作者人格権を行使しないものとします。
４. お客様が本条の規定に違反したことにより第三者との間に問題が発生した場
合，お客様は，自身の責任と費用において当該問題を解決するとともに，テン
ダに何らの不利益，負担又は損害を与えないよう適切な措置を講じなければな
りません。
第１３条 （本サービス等の変更・更新）
テンダは，お客様に事前に通知することなく，本サービス又は本ソフトウェアの
内容の全部又は一部を変更又は更新することができます。ただし，当該変更又は更
新によって，変更又は更新前の全ての機能・性能が維持されることを保証するもの
ではありません。
第１４条 （本サービス等の停止・中断）
１. テンダは，第９条第４項に掲げる場合のほか，以下のいずれかに該当する場合
には，本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができます。
この場合において，テンダはお客様に対して，できる限り事前に通知するよう
努めます。
(1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又はメンテナンス作業を定
期的又は緊急に行う場合
(2) コンピューター，通信回線等が事故により停止した場合
(3) 火災，停電，疫病，天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなく
なった場合
(4) その他，テンダが本サービスの提供の停止又は中断が必要と合理的に判断した
場合
２. テンダは，お客様が利用料金未払いその他本契約に違反した場合には，お客様
への事前の通知又は催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供
を停止することができるものとします。
３. お客様は，前２項に基づく本サービスの提供の停止，中断その他の事由により
本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても，第６条に
定める利用料金の支払を要します。
第１５条 （債務不履行）
１. テンダは，お客様が本契約に基づく債務を履行しない場合には，お客様に相当
の期間を定めた催告を行い，なおその期間内に履行がされないときは，書面に
よる通知をもって本サービスの利用を解除することができるものとします。
２. 前項にかかわらず，お客様が，第６条第２項に定める指定日より 1 ヶ月経過し
ても，利用料金を支払わない場合，テンダは，本サービスの利用を解除するも
のとします。この場合において，お客様が再度本サービスの利用を希望される
場合には，本来の契約発効日又は更新日に遡り契約は発効したものとみなし，
それに従って算出した利用料金を適用するものとします。
３. テンダは，お客様が次の各号のいずれかに該当したときは，催告することなく
直ちに本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとしま
す。
(1) 差押・仮差押・仮処分・滞納処分・強制執行・競売の申立等を受けたとき，破
産手続・民事再生手続・会社更生手続開始等の申立があったとき，又はそれら
の恐れがあると認められるとき
(2) 監督官庁より営業停止・取消等の処分を受けたとき
(3) 手形・小切手を不渡りにする等，支払不能状態に至り，又はその恐れがあると
認められるとき
(4) 解散，会社分割又は合併の決議をしたとき
(5) お客様又はテンダに対して背信行為があったとき
(6) 公序良俗に反する行為があったとき
(7) 事業の全部又は重要な一部を譲渡したとき
(8) 第１９条第１項又は第２項各号の事由に該当したとき
(9) その他前各号に準ずる事由があったとき
第１６条 （権利義務の譲渡禁止）
お客様は，テンダの事前の書面による承諾なくして，本契約上の地位又は本契約
に基づく権利若しくは義務の全部若しくは一部につき，第三者に対する譲渡，移転，
担保設定その他の処分をすることはできません。
第１７条 （賠償責任）
お客様及びテンダは，本契約に基づく債務の履行にあたり自己の責に帰すべき事
由により相手方に損害を与えた場合には，お客様がテンダに支払った利用料金の３
ヵ月分に相当する額を限度として当該損害を賠償する責を負うものとします。
第１８条 （サービスレベル）
１. テンダは，以下のウェブサイト上に掲載した Dojo ウェブマニュアル品質保証
の基準を満たすよう，商業的に合理的な努力を払って本サービスを提供します。
https://tepss.com/dojo-wm/slo.pdf
２. テンダは，Dojo ウェブマニュアル品質保証を随時変更することがあります。
なお，この場合には，Dojo ウェブマニュアル品質保証の内容は，変更後の内
容を適用するものとします。
３. Dojo ウェブマニュアル品質保証に記載する Dojo ウェブマニュアル品質保証値
を下回った場合でも，テンダは，損害賠償その他のいかなる責任も負わないも
のとします。
第１９条 （反社会的勢力の排除）
１. お客様及びテンダは，相手方が次の各号のいずれかに該当する場合には，相手
方に対して催告することなく本契約を解除することができます。
(1) 相手方の役員若しくは実質的に経営に関与する者又は従業員（以下，
「役員等」
といいます。）が暴力団，暴力団員，暴力団準構成員，暴力団関連企業，総会
屋，社会運動標ぼうゴロ，政治活動標ぼうゴロ，特殊知能暴力集団，その他反
社会的勢力（以下，「反社会的勢力」と総称します。）である，又は反社会的
勢力であった場合
(2) お客様又はお客様の役員等が反社会的勢力に対し，不適切な資金若しくは役務
提供等をしている場合又は反社会的勢力と何らかの不適切な取引をしている
場合
(3) 前各号に掲げる場合のほか，お客様又はお客様の役員等が反社会的勢力と何ら
かの不適切な関係を持っている場合
(4) お客様又はお客様の役員等が，自ら又は第三者を利用して，暴力，脅迫，威力，

詐欺等の違法又は不当な手段を用いて不当な要求行為等を行った場合
お客様及びテンダは，次の各号について相互に表明し，保証します。
自らが反社会的勢力でないこと
自らが反社会的勢力でなかったこと
反社会的勢力を利用しないこと
自らの役員等が反社会的勢力でないこと及び反社会的勢力と交際がないこと
自らの財務及び事業の方針の決定を支配する者が反社会的勢力でないこと及
び反社会的勢力と交際がないこと
３. お客様又はテンダが第１項の規定により本サービスの利用を解除した場合，こ
れにより相手方に損害が生じたとしても，当該解除者は当該損害について賠償
責任を負いません。
４. お客様又はテンダは，相手方が第１項に違反したことにより損害を被ったとき
には，相手方に対し，その損害の賠償を請求することができるものとします。
２.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

第２０条 （免責）
１. テンダは，本サービス及び本ソフトウェアの完全性，正確性又は有効性につい
て保証するものではありません。
２. テンダは，第６条第２項，第８条第４項，第１３条，第１４条第２項及び第２
４条に定める場合をはじめ、テンダの責に帰することのできない事由により生
じたお客様への直接又は間接の損害について，一切の賠償の責を負わないもの
とします。
第２１条 （有効期間）
１. 本契約の有効期間は，本サービスの利用開始日から起算して 1 年間とします。
ただし、トライアルの場合には、トライアル後有償プラン申込において定めら
れた利用開始日を起算日とします。
２. 有効期間満了の 1 ヵ月前までに，お客様又はテンダのいずれからも，書面によ
る本契約終了の意思表示がされないときは，本契約は同一条件で更新されるも
のとし，以後も同様とします。
第２２条 （本サービスの廃止）
１. テンダは，お客様の事前の承諾を得ることなく，本サービスの全部又は一部を
廃止することができるものとします。
２. テンダは，前項に基づく廃止を行う場合， 廃止日の３ヵ月前までにお客様に
通知するものとします。ただし，かかる廃止が，テンダにおいて商業的に合理
的な努力を払っても予期できない事由や天災地変等の不可抗力その他のやむ
を得ない事由に基づく場合には，この限りではありません。
第２３条 （本契約の終了）
１. 本サービスの提供の停止若しくは廃止又は本契約の解除・解約により、本契約
は当然に終了するものとします。
２. お客様又はテンダは，第２１条の有効期間にかかわらず，希望日の 1 ヶ月前ま
でに書面にて相手方に通知することにより，本契約を解約することができるも
のとします。
第２４条 （本契約終了後の措置）
１. お客様は，本契約終了時点において未払いの利用料金，遅延損害金その他の金
銭債務がある場合には，直ちにこれを支払うものとします。
２. 本サービス（追加オプションを含む。）の利用日数や本契約の終了時期にかか
わらず，テンダが規定した契約期間分の料金は全額お支払い頂くものとし，既
に支払われた利用料金がある場合でもテンダからお客様への返金（一部の返金
を含みます。）は致しません。
第２５条 （本規約の変更）
１. テンダは，民法第５４８条の４の規定により，本規約をいつでも変更すること
ができます。
２. テンダが本規約を変更する場合，変更の効力発生日前に予め変更内容及び変更
の効力発生日を，テンダのウェブサイトにて周知するものとします。
第２６条 （準拠法）
本規約の成立，効力，履行及び解釈に関する準拠法は，日本法とします。
第２７条 （合意管轄）
お客様とテンダの間で紛争が生じた場合には，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。
第２８条 （協議等）
本規約に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は，誠意
を持って協議の上解決することとします。なお，本規約の何れかの部分が法令等に
より無効と判断された場合でも，本規約等全体の有効性には影響がないものとし，
無効とされた部分については，当該部分の趣旨に最も近い有効な規定と置き換える
ものとします。

付則
本規約は，2021 年 11 月 30 日から適用されます。

