
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
 
  

運   用   規   約 

第 7条（掲載者の義務） 

1、乙は、本規約に基づく取引によって知ることのできた利

用者に関する情報を、利用者への商製品またはサービス

の提供以外の目的のために利用してはならない。 

2、乙は、利用者から商製品またはサービスの提供の受注を

受けるにあたっては、提供する商製品またはサービスに

関わる情報の内容、提供価格など提供条件を明確に利用

者に示すものとし、利用者に錯誤を生じさせてはならな

い。 
3、 乙は、産業 Navi 内において事業活動を行うにあたり、

甲の指示に従い商製品またはサービスの内容を明記しな

ければならない。ただし、産業 Navi 内に甲の名称を表

示するなどの方法で、当該事業に甲が関わっていると第

三者が誤解するおそれのある表示を一切行ってはならな

いものとする。 
4、 乙は，自己の責任をもって，個店ページに記載する事項

について各種法令等（主務官庁等が公表している広告に

関するガイドライン等を含む）を遵守しなければならな

い。 
 

第 8 条（資料提供等） 

乙は、甲から産業 Navi の運用に必要な情報、資料の提

供を求められた場合、これに応じるものとする。 

 

第 9条（禁止事項） 

1、 乙は、産業 Navi 掲載にあたり、次の行為を行ってはな

らない。 

(1)甲または第三者（利用者を含む。以下同じ）の著作権

等知的財産権を侵害し、または侵害するおそれのある行

為 

(2)甲または第三者を誹謗し、中傷し、またはその名誉を

傷つけるような行為 

(3)甲または第三者の財産、プライバシーを侵害し、また

は侵害するおそれのある行為 

(4)その他法令等（主務官庁等が公表している広告に関す

るガイドライン等を含む）に違反しまたは違反するおそれ

のある行為 

2、甲は、乙が前項各号に該当する行為を行っているか、ま

たは該当行為を行うおそれがあると判断した場合、乙に事

前の通知をすることなく、産業 Navi 内に掲載されている

コンテンツの全部もしくは一部を削除し、または商製品ま

たはサービスに関わる情報の全部もしくは一部の提供を停

止させることができるものとする。 

 

第 10 条（産業 Navi 運営者の義務） 

1、 甲は、掲載情報を審査の上、乙の掲載申込みから 1ヶ月

以内に WEB 上に乙の個店ページを登録するものとする。

2、 甲は、本規約の各条項の定めに従い、産業 Navi を乙の

使用に供するものとする。ただし、甲は、乙に対して、

産業 Navi を使用するために必要なコンピュータ、通信

機器その他の機器を提供するものではない。 

3、 乙が産業 Navi コンテンツの登録・更新・削除を行う場

合に要する通信費等の費用は、すべて乙の負担とし、甲

はなんらの負担も負わない。 

4、甲が産業 Navi について行う広報および宣伝などの費用に

ついては、乙に請求しない。 

 

第 11 条（責任・保証） 

1、乙は、産業 Navi において商製品またはサービスに関わる

情報を利用者に対して提供（配送等を含む）した場合、乙

第 1条(総則) 

1、本規約は、財団法人神奈川県経営者福祉振興財団（以下

「甲」という）がインターネット上で運営する産業 Navi

の運用について規定するもので、産業 Navi 掲載申込事業

所（以下「乙」という）と甲の基本的関係を定めるもので

ある。 

2、本規約は、甲が産業 Navi で提供するインターネットの

WEB サイト上で随時乙に提示することとする。 

 

第 2条（定義） 

「産業 Navi」とは、甲がインターネットの WEB サイト上にお

いて、乙が取り扱う商製品またはサービスに関わる情報を乙

に変わって利用者に提供するために必要な機能を持ったシス

テム全体（ハードウェアおよびソフトウェアを含む）をい

う。産業 Navi 利用者 (以下「利用者」という)とは、産業

Navi にアクセスし、WEB 上の商製品またはサービスに関わる

情報の提供を受ける個人または法人をいう。 

 

第 3条（産業 Navi の機能） 

甲は乙に対して、産業 Navi を通じて利用者が容易に希望商

製品等を見つけることができる商製品またはサービスの検索

機能を提供し、甲が制作した乙の情報ページ（以下「個店ペ

ージ」という）は、乙の WEB ページとして利用できるように

する。 

 

第 4条（規約の変更） 
本規約の変更については、産業 Navi のサイト上での提示、書

面その他の手段により乙に通知し、乙が産業 Navi の利用を継

続する場合は、これを承諾したものとみなす。 
 

第 5 条（提供する商製品またはサービスに関わる情報） 

産業 Navi の掲載に関しては、所定の掲載申込書、または修

正申込書に記載したものに限る。ただし乙は次の各号のいず

れかに該当する商製品またはサービスに関わる情報を利用者

に提供することはできない。 

1、子供に有害となる商製品またはサービス 

2、会員資格による商製品の販売 

3、フランチャイズ契約の募集および代理店資格取得等 

（契約金）を条件とした商製品 

 4、クーリングオフおよび返品に応じない商製品など 

 5、価格などが不適切な商製品など 

 6、使用目的および商行為判断が困難な商製品など 

7、その他公序良俗に反するもの 

8、利用者に提供する商製品またはサービスに関わる情報

  として不適当であると甲が判断するもの 

 

第 6条（産業 Navi の使用） 

乙は、産業 Navi を本規約、各種法令および公序良俗に反し

ない範囲で使用することができるものとする。 

 



 
る個々の債権の全部または一部を第三者に譲渡してはならな

い。 

 

第 18 条（賠償責任） 

1、 乙は、本規約に違反することにより、またはコンテンツ

を産業 Navi に登録、変更、削除等を行うことに関し

て、甲に損害を与えた場合、その損害を賠償するものと

する。 

2、乙は、本規約に違反することにより、またはコンテンツ

を産業 Navi に登録、変更、削除等を行うことに関して

第三者との間でトラブルが発生した場合には、乙の責任

で解決するものとし、甲に何らの負担も負わせないもの

とする。 

3、 甲は、産業 Navi の変更、中止、中断およびコンテンツ

を産業 Navi に登録、更新、削除等を行うことに関し

て、乙が損害を被ったとしても、一切の責任を負わな

い。 

 

第 19 条（産業 Navi の中断・変更・中止） 

1、甲は、次の何れかに該当する場合には、乙に事前の通知

をすることなく、一時的に産業 Navi の使用の一部又は

全部を中断・変更することができるものとする。 

(1)産業 Navi の保守点検を定期的または緊急に行う場合 

(2)火災、停電などにより産業 Navi の運営ができなくなっ

た場合 

(3)天災地変などにより産業 Navi の運営ができなくなった

場合 

(4)その他、甲が一時的な中断を必要と判断した場合 

2、甲は産業 Navi の運営の継続が困難であると判断した場

合、乙に通知の上、産業ナビの運営を終了することがあ

る。 

 

第 20 条（解除） 

甲および乙は、相手方が本規約に違反し、書面により 30 日

以上の期間を定めてその是正を催告した後なお当該違反が是

正されないときは、ただちに産業 Navi への掲載を中止ない

し終了させ、産業 Navi に関する契約を解除することができ

るものとする。 

 

第 21 条（ガイドライン） 

本規約に定めのない産業 Navi 内の特定サービスについては、

甲が別途「ガイドライン」を定めることとし、乙が特定サー

ビスを利用する際は当該ガイドラインを遵守するものとす

る。 

 

第 22 条（準拠法） 

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本国の

法律が適用されるものとする。 

 

第 23 条（管轄裁判所） 

甲と乙の間で訴訟の必要が生じた場合、横浜地方裁判所を第

一審の専属合意管轄裁判所とする。 

 

 

平成 20 年 12 月 22 日 改定

財団法人神奈川県経営者福祉振興財団

の責任において商製品またはサービスを提供し、料金を

回収するとともに、利用者に提供したコンテンツの内容

全体についても責任を負うものとする。 

2、乙が利用者に提供する商製品またはサービスの品質につ

いては、すべて乙が責任を負担するものとする。 

3、 乙は、利用者に提供した商製品またはサービスの保守、

修理、アフターサービスに関わる情報、欠陥、知的財産

権侵害等に関して発生するいかなる損失、費用、その他

の負担も甲に負わせてはならない。 

4、 乙は商製品またはサービスに関し、利用者から甲または

乙にクレームがあった場合、もしくは乙と利用者との間

で紛争が発生した場合は、すべて乙の責任により誠実

に、かつ遅滞なく解決を図り、甲には一切の負担、迷惑

をかけてはならない。これらの行為により甲が何らかの

損害を被った場合、乙はこれを甲に対して補償するもの

とする。 

5、 甲は、回線または甲の機器等に起因する通信不良、遅

延、誤送等産業 Navi の運営障害について責任を負わな

いものとする。 

 

第 12 条(秘密保持) 

1、 甲および乙は、産業 Navi の運用・掲載等により知り得

た情報、その他相手方の機密に属すべき一切の事項を、

許可なく第三者に漏洩･開示･提供してはならない。 

2、 甲および乙は、当該業務により知り得た個人情報を前項

と同様に取り扱うものとする。 

 

第 13 条（掲載料） 

個店ページの制作費･掲載料等は、別途料金表に定めること

とする。 

 

第 14 条(掲載料等の支払い) 

1、 甲は乙の個店ページが産業 Navi に掲載された後、書面

にて前条における制作費･掲載料等を請求することとす

る。乙は当該請求書を受け取った翌月末日までに、その

費用を甲指定の銀行口座に振り込みをもって支払う。 

2、 前項の期限までに支払いがなされない場合、甲は乙に事

前の通知なく当該個店ページの全部もしくは一部を削除

または停止することができるものとする。 

 

第 15 条（権利の帰属） 

商製品およびサービスに関わる情報に関する著作権その他一

切の権利は、乙に帰属するものとし、乙は、商製品およびサ

ービスに関わる情報に第三者の著作権その他の権利が含まれ

ている場合は、何ら支障のないように必要な手続きを乙の責

任において行わなければならない。上記の場合を除き、産業

Navi に関する一切の権利は、甲に帰属するものとする。 

 

第 16 条（掲載内容変更の届出） 

1、乙は、甲へ届け出た氏名、名称、商号、所在地、もしく

は産業 Navi 記載内容など重要な事項を変更する場合

は、事前に甲に対して甲所定の様式をもって届出をする

ものとし、掲載内容について甲の承諾を得なければなら

ない。 

2、掲載内容の変更に伴い、甲において修正作業が発生する

場合、その修正作業の内容により、甲は乙に対し別途修

正費用を請求することができるものとする。 

3、乙が前 1項の届出を怠ったことに起因して発生した乙の

損失その他の負担について、甲はその責任を負わない。

 

第 17 条（権利譲渡禁止） 

甲および乙は、事前に相手方の書面による承諾を得ることな

く、本規約に関する甲乙の地位、もしくは甲または乙に対す

 

 
 


