MeetingPlaza「チャイナ・ルーティングサービス」契約申込書
MeetingPlaza「チャイナ・ルーティングサービス契約約款」に同意し、以下「チャイナ・ルーティングサー
ビス」契約を申し込みます。
※お申し込みの前に「チャイナ・ルーティングサービス契約約款」をよくお読みください。
本申込書をご送付いただいた場合は、
「チャイナ・ルーティングサービス契約約款」に
ご同意いただいたものとみなされます。

申し込み年月日 20
【契約者】
ﾌﾘｶﾞﾅ

【住所】
ﾌﾘｶﾞﾅ
〒（
-

年 月

日

）

印
【窓口担当者】
ﾌﾘｶﾞﾅ】

【会社名】
ﾌﾘｶﾞﾅ

【部署名】
ﾌﾘｶﾞﾅ

【電話番号】

【FAX 番号】

【電子メール】

【サービス料金】

□「チャイナ・ルーティングサービス」
（最大 3 同時接続）10,800 円/月（年額 129,600 円）
※消費税相当額を含む

【サーバ情報】

※お使いの MeetingPlaza サーバの FQDN をご記入ください

【契約期間】（利用開始日）
20

年 月 日 ～ 20

年 月 日

代理店記入欄
代理店番号

社名

支店名等

部課名等

担当者名

電話番号

FAX 番号

電子メールアドレス

※代理店経由でお申し込みの場合は、代理店にお支払いください。弊社エヌ・ティ・ティ アイティ株式会社に直接お申し込みの場合
は下記振込先にお振込みください。なお、振込手数料は契約者または代理店のご負担となります。

【振込先】
銀行名：みずほ銀行
支店名：横浜法人支店
口座種別：普通
口座番号：1751356
口座名義：エヌ・ティ・ティ アイティ株式会社

契約申込書は FAX または郵送でお送りください。郵送の場合
は、申込書のコピーを保管してください。
エヌ・ティ・ティ アイティ株式会社
〒231-0032 神奈川県横浜市中区不老町 2-9-1
関内ワイズビル 2F
E-mail：sales@meetingplaza.com
FAX：045-224-6799 ミーティングプラザ事業部営業部
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チャイナ・ルーティングサービス契約約款
チャイナ・ルーティングサービスへの加入を希望されるお客様は、以下の条件をよくご確認いただき、ご同意の上お申
し込みください。
第 1 条（目的）
本契約は MeetingPlaza Web 会議システム（以下「会議システム」という）に
おいて、エヌ・ティ･ティ アイティ株式会社（以下、
「NTT-IT」という）が日本
～中国本土間の会議システムの通信品質を向上させるサービス「チャイナ・ル
ーティングサービス」
（以下「本サービス」という）の提供と、本サービスの申
し込みを行い NTT-IT により承諾されたお客様（以下「契約者」という）の本サ
ービス利用を円滑に行うことを目的とする。
第 2 条（本サービスの内容）
本サービスは、NTT-IT が日本～中国本土間の会議システムの通信品質を向上
させるために中継サーバを設置し、契約者に中継サーバを経由した会議システ
ムのサーバシステムへのアクセスを可能とさせるベストエフォート型サービ
スで、１契約に対し最大 3 同時接続まで利用可能とする。
第 3 条（申し込みの方法と申し込み承諾）
1. 本サービス契約の申込みをするときは、申込者が NTT-IT 所定の「チャイ
ナ・ルーティングサービス契約申込書」に必要事項を記入の上、直接また
は代理店経由にて NTT-IT に提出するものとする。
2. 申込者が本サービスの申込書を送付し、NTT-IT が本サービスの提供および
契約者による利用に支障がないと判断した場合、申込を承諾するものとす
る。
3. 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しな
い、あるいは承諾を延期することがあります。当社の承諾をもって、本サ
ービス契約が成立します。
(1) 予期せぬ事情により、新規に本サービスを提供することが技術上著し
く困難になったとき。
(2) 本サービス契約の申込みをした者が過去において会議システムの料
金の支払いを現に怠り、又は今後怠るおそれがあるとき。
(3) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
4. 前項に従い、当社が本サービス契約の申込みを承諾せず、あるいは承諾を
延期する場合は、その理由及び延期の場合には承諾時期見込みを申込者に
通知します。5． 申込の承諾後、NTT-IT は契約者の窓口担当者に対し、す
みやかに本サービスの利用方法を案内するものとする。
第 4 条（契約単位）
契約の単位は会議システムのサーバシステム 1 個に対し 1 契約とし、１契約
に対し最大 3 同時接続までとする。
第 5 条（契約期間）
本サービスの契約有効期間は本サービス利用開始日から１年間を原則とす
る。
第 6 条（料金及び支払い条件）
1. 本サービス料金は、
「MeetingPlaza チャイナ・ルーティングサービス契約
申込書」に記載の通りとする。支払については、契約者が契約開始後 60 日
以内に NTT-IT の指定する口座に現金振込するものとする。
2． ただし、代理店経由のお申し込みの場合には、契約者は担当代理店に支払
い、最終的に担当代理店が NTT-IT の指定する口座に現金振込みするもと
する。
3. 口座振込費用は、契約者または担当代理店が負担するものとする。
第 7 条（本サービスの利用時間）
1.
契約者は本サービスを常時利用することが可能である。ただし、第 11 条
の場合を除く。
2.
ただし、契約者が同一会議にて 12 時間を超える連続した接続を行った場
合には、本サービスの通信品質確保のため、NTT-IT は接続の中断、利用
の停止などを行うことができるものとする。
第 8 条（窓口担当者の設置）
契約者は、本サービス利用に伴い、窓口担当者を設ける。NTT-IT は、登録さ
れた窓口担当者に提供方法の通知を行うものとする。
第 9 条（対象物件）
1． 本サービスを利用するためには、中継サーバ経由でアクセスする会議シス
テムのサーバ情報の通知が必要であるため、契約者は、申込書に契約者の
会議システムのサーバシステム情報を記載し申し込むものとし、申込書記
載のサーバシステムを本サービスの利用できる対象物件とする。
2． 本契約中に対象物件の変更があった場合は、書面により、契約者は NTT-IT
に通知する。尚、その際、本サービス料金を改定する必要がある場合、甲
乙協議し書面によってこれを定める。
第 10 条（禁止事項）
契約者は、以下の行為を行わないものとする。
・ 契約で定められた接続数以上でアクセスすること
・ 同一の会議において 12 時間以上の連続した接続を行うこと
・ NTT-IT が動作保証していない環境下で使用すること

第 11 条（本サービスの中止）
1.
当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがある。
(1) 当社の MeetingPlaza サーバー設備及び本サービスに使用するネットワ
ークの保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 天災、戦争、その他の非常事態により本サービスの提供が困難となった
とき。
(3) 公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に扱う
ため、本サービスの提供が困難となったとき。
2.
当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそ
のことを契約者に通知するものとする。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。
3.
当社は、本サービスの中止に基づき、契約者が損害を被った場合でも、一切責
任を負わないものとする。ただし、当社に重大な過失があった場合は、この限
りではない。
第 12 条（解約）
1.
契約者は、契約期間中、いつでも解約できるものとする。ただし、本契約に定
める場合を除き、NTT-IT は返金する義務を負わないものとする。
2.
NTT-IT は、契約者の申し込み時点において予測不可能な事由を含め、契約者
に対する 30 日前の事前通知により本サービスを解約できるものとする。この
場合、NTT-IT は契約残存期間に応じて契約者に返金するものとし、その他の
損害に対しては、一切責任を負わないものとする。
3.
NTT-IT は、契約者が本契約に違反したとき、または、対価の支払いが遅滞した
ときに、契約者の同意を得ることなく一方的に本サービス利用の停止、解約が
できるものとする。
第 13 条（責任の制限）
1.
契約者は、本サービスの提供に支障を与えないために自営端末設備を正常に稼
動するように維持するものとします。
2.
以下の場合では、本契約で特に定める場合を除き、NTT-IT は責任を負わない
ものとする。
・ NTT-IT が動作保証していない環境下での使用に関する事項
・ 契約者固有の動作環境に関する事項
・ 対象物件の増設、移転、改造または撤去
・ 契約者の責に帰すべき事由により発生した事項
・ 天災地変等、いずれの責にも帰しがたい事由により発生した事項
3.
NTT-IT はいかなる場合においても本契約及び本契約に従った本サービスの提
供に関して、偶発的、間接的もしくは経済上の損害について、そのような損害
が生じる可能性について知っていたか或いは知り得たかに拘わらず一切の責
任を負わないものとする。
4.
明らかなる NTT-IT の責に帰すべき事由により契約者に損害が発生した場合、
その損害賠償額は本契約に基づいて契約者が NTT-IT に直近の 1 年間に支払っ
た本サービス料金を限度額として NTT-IT と契約者が協議して決定するものと
する。
第 14 条（機密保持）
1.
契約者及び NTT-IT は、各々本契約に基づく本サービスの実施により知り得た
相手方の業務上の秘密を、第三者に漏洩してはならない。尚、秘密保持につい
ては契約期間満了後も存続する。
2.
前項の規定は次の各号の一つに該当するものについては適用しないものとす
る。
・
知得した時点で、既に公知の情報
・
知得した時点で、既に正当に所有している情報
・
知得した後に、正当な権限を有する第三者から守秘義務を負うことなく
入手した情報
・
知得した後に、自己の責によることなく公知公用となった情報
第 15 条（権利の譲渡）
契約者は、この契約によって生ずる権利を第三者譲渡または継承させることはで
きない。
第 16 条(約款の変更)
NTT-IT は、サービスの提供および継続のために必要と判断した場
合、予告無く約款を変更できるもとする。
第 17 条（約款解釈）
1.
本契約にて提供されるサービスに関して NTT-IT と契約者の間に係争が生じた
場合は、お互いに信義誠実の原則に従って解決するものとする。
2.
前項において、訴訟による解決が必要な場合には、横浜地方裁判所を第一審の
専属的管轄裁判所とする。
3.
本契約は日本法に準拠し解釈されるものとする。

2014 年 6 月 1 日
NTT アイティ株式会社

