
 

MoChatサービス利⽤規約 

 

第1条（規約の適用） 

1. この利⽤規約（以下「本規約」といいます）は、インヴェンティット株式会社（以

下「当社」といいます）がインターネット上で提供する、チャットサービス「MoChat」、

「MoChat Plus」（以下「本サービス」といいます）の利⽤に対して適⽤されます。 

2. 本サービスの利⽤者（以下「利⽤者」といいます）は、本規約に従い本サービスを

ご利⽤いただけます。 

3. 本サービスのご利⽤には、別途、当社が提供するMDMサービス、「MobiConnect for 

Business」または「MobiConnect for Education」（以下、両サービスを総称して「MDM

サービス」といいます）の契約が必要です。 

4. MDMサービスにつきましては、本規約とは別に、MDMサービスの利⽤規約（以下

「MDM規約」といいます）が適用されます。本サービスは、MDMサービスと組合せて

利⽤するサービスとなり、本規約は、MDM規約と併せて適用されます。 

4. 本規約に定めのない事項については、MD規約の定めが適用されます。また、本規約

とMDM規約が抵触する場合は、別段の定めがない限り、本規約が優先されて適用され

ます。 

5. 本規約とは別に、本サービス内で別途定める諸規定（ヘルプや注意書き等含む）は、

それぞれ本規約の一部を構成します。 

 

第2条（ログインIDとパスワード） 

1. 利⽤者は本サービスを利⽤するために、利⽤者ごとにMDMサービスにて発⾏された

企業ID、ユーザーID、パスワードが必要となります。 

2. 利⽤者は⾃⾝にてMDMサービスを使い、本サービスを利⽤する⾃社管理者向けにユ

ーザーID及びパスワードを発⾏することができます。 

3. 利⽤者はこれらID及びパスワードの使用及び管理に責任を持つものとし、当社は、

利⽤者の管理不⼗分、使⽤上の過誤、第三者の使⽤、不正ログイン等による損害に対し

ては、⼀切の責任を負いません。 

4. 企業ID、ユーザーID、パスワードを利⽤者以外の第三者への譲渡、または貸与を禁

止することとします。 

5. 利⽤者は、企業ID、ユーザーID、パスワードが盗まれたり第三者に使用されている

ことが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に

従うものとします。 

 



第3条（禁止事項） 

・ 1. 本サービスの利⽤にあたっては、故意または過失にかかわらず、利⽤者⾃⾝また

は第三者をして、以下の⾏為を⾏なうことを禁⽌します。禁⽌事項に該当すると当社

が判断した場合、当社は事前の通知なく当該利⽤者の本サービスの停⽌、利⽤者の抹

消、今後⼀切の本サービスの利⽤停⽌をおこなう場合があります。 

・ 当社に対して、虚偽の情報・内容を申告または登録する⾏為 

・ 本規約の条項に違反する⾏為 

・ 当社または第三者の商標権、著作権等の知的財産権、および肖像権、プライバシー

等、その他の権利を侵害する⾏為、またはそのおそれのある⾏為 

・ 通常の範囲でのWebブラウザによる使用以外での特殊なアクセス 

・ ⼤量のリクエストを本サービスに対して発⾏し、システムに対する負荷をかける⾏

為 

・ 企業ID、ユーザーID、パスワードを利⽤者本⼈の許可無く使⽤する⾏為 

・ 不正アクセスやクラッキング、リバースエンジニアリング等に相当する⾏為 

・ 法令に触れる⾏為 

・ 犯罪に関わる⾏為 

・ 公序良俗に反する⾏為またはそのおそれのある⾏為 

・ 本サービスの運営を妨げる⾏為またはそのおそれのある⾏為 

・ 社会的に不適切な⾏動と解される⾏為 

・ 反社会的勢⼒等に協⼒する⾏為、または関与する⾏為 

・ その他、当社が不適切と判断する⾏為 

 

第4条（個人情報の保護） 

  当社は、個⼈情報については関連法令に従い、適切に扱うよう努めます。 

 

第5条（利⽤者の責任） 

1. 本サービス上での、利⽤者間あるいは利⽤者と第三者間で問題が発⽣した場合、当

該利⽤者は⾃⼰の責任と費⽤において問題を解決し、当社は⼀切の責任を負いません。 

2. 本サービス上での利⽤者⾃⾝が登録、配信および公開した情報に関しては、当該利

⽤者に管理責任があり、当社は⼀切の責任を負いません。 

3. 利⽤者は、利⽤者⾃⾝の⾃⼰責任において本サービスを利⽤するものとし、本サー

ビスを利⽤してなされた⼀切の⾏為及びその結果について、利⽤者⾃⾝にて⼀切の責任

を負うこととします。 

 

第6条（サービスの内容） 



1. 本サービスの利⽤契約は、利⽤者が所定の申込⼿続きを⾏ない、所定の⽅法により

当社から本サービスの利⽤開始、またはそれに準ずる連絡を利⽤者に通知することによ

り、成⽴するものとします。 

2. 本サービスは、利⽤者が、当社が提供するインターネット上のサーバーシステムと

スマートフォンやパソコンを含む端末機器（以下「デバイス」といいます）に、当サー

ビスにて提供するデバイス用クライアント・アプリケーションまたはデバイスに搭載さ

れているOSの機能を使い、デバイス間で情報のやり取りを⾏なうサービスとなります。 

3. 当社は、本サービスを通して利⽤者が送信したメッセージ、ファイル等（以下「送

信情報」といいます）に、善良なる管理者の注意をもって安全に管理するよう努めます。 

4. 本サービスは、インターネット通信を利⽤します。インターネット通信は、その性

質上、情報の紛失、改ざん、破壊などの危険性を有しており、利⽤者は本サービスの利

⽤をもって本危険性について予め了承したものとします。利⽤者は、⾃⾝の責任におい

て、送信情報をバックアップする等の保護対策を⾏なうものとし、当社は本サービスの

利⽤により発⽣した送信情報に関する損害について、⼀切の責任を負いません。 

5. 本サービスは、その技術的な性質上、デバイスおよびサーバーシステム間のネット

ワーク通信の状態およびネットワーク環境等に依存します。ネットワーク通信の状態お

よびネットワーク環境等の原因により、デバイスおよびサーバーシステム間の通信に問

題が発⽣した場合、それらによる損害については、当社は⼀切の責任を負わないものと

します。また、それらの理由で本サービスが利⽤できないことによるサービス料⾦の払

い戻しは⾏わない事とします。 

6. 本サービスでは、デバイスより、デバイスの状態、利⽤状況、位置情報等の情報を

利⽤する場合があります。これら情報は、本サービスの提供及び運⽤に必要な範囲内の

利⽤にとどめ、別途定めるプライバシーポリシーに則り取り扱うものとします。 

7. 本サービスは、当社より通知するご利⽤開始⽇以降にご利⽤可能となります。 

8. 本サービスは、⽇本国内でのご利⽤を想定しております。 

9. ハードウェア、ソフトウェア、インターネット回線等、本サービスの利⽤に必要な

環境については、利⽤者⾃⾝の責任および費用負担にて整備するものとします。 

10. 本サービスのみの利⽤はできません。別途、MDMサービスのお申込みが必要です。 

 

第7条（送信情報について） 

1. 送信情報の著作権は、利⽤者に帰属します。当社は、利⽤者へ本サービスの提供、

本サービスの改良・メンテナンス等、必要な範囲内でのみ、送信情報を複製、翻案、公

衆送信（送信可能化を含む）、変更・削除等を含め、利⽤することができるものとしま

す。 



2. 送信情報の著作権は、利⽤者に帰属します。当社は、利⽤者へ本サービスの提供、

本サービスの改良・メンテナンス等、必要な範囲内でのみ、送信情報を複製、翻案、公

衆送信（送信可能化を含む）、変更・削除等を含め、利⽤することができるものとしま

す。 

3. 当社は、以下のいずれかに該当するは、送信情報を第三者に開示する場合がありま

す。信可能化を含む）、変更・削除等を含め、利⽤することができるものとします。 

・利⽤者の同意がある場合 

・法令に基づき、捜査機関・裁判所・⾏政機関等から開⽰請求があった場合 

・利⽤者または第三者の⽣命・⾝体・財産その他の権利を保護するために必要な場合 

・本サービスの運用上、緊急上、必要性が発生した場合 

・第3条の禁止事項に該当する場合 

・その他、上記に準じ当社が必要と判断した場合 

4. 当社は、以下のいずれかに該当する場合は、送信情報の全部または一部を削除する

場合があります。尚、当社は削除した、または削除された送信情報について、復旧を含

め⼀切の責任を負いません。 

・利⽤者の同意がある場合 

・第3条の禁止事項に該当する場合 

・利⽤者との本サービスの利⽤契約が終了したとき 

・当社にて、サービスの運用上で定める期間が経過した場合 

・当該利⽤契約が、利⽤者により解約された場合 

・当該利⽤契約が、当社より解除された場合 

・本サービスの提供が終了した場合 

・その他、上記に準じ当社が必要と判断した場合 

 

第8条（サービスの変更・停⽌・廃⽌） 

1. 当社の都合により、本サービスの全部⼜は⼀部の内容を変更する場合があります。

本サービスの内容を変更する場合、事前に本サービスのポータルサイト

（http://www.mobi-connect.net）上で告知することとします。 

2. 当社の都合により、本サービスの全部又は一部の提供を停止または廃止する場合が

あります。本サービスの提供を停止または廃止する場合は、事前に本サービスのポータ

ルサイト（http://www.mobi-connect.net）上で告知することとします。 

ただし、緊急かつやむを得ない場合はこの限りではありません。 

３. 利⽤者は、本条に従って本サービスの変更、停⽌及び廃⽌が⾏われることがある場

合を了承し、予めこれらに対して同意するものとします。 

 



第9条（サービスの一時的中断） 

1. 当社は次のいずれかの事態が⽣じた場合には、利⽤者に事前に通知することなく⼀

時的に本サービスを中断することがあります。本サービスの中断による損害については、

当社は⼀切の責任を負わないものとします。また、本サービスの中断によるサービス料

⾦の払い戻しは⾏わないこととします。 

・ 本サービスの保守を緊急に⾏う場合 

・ 火災・停電等により本サービスの提供ができなくなった場合 

・ 地震・噴火・洪水等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合 

・ 戦争・動乱・暴動などにより本サービスの提供ができなくなった場合 

・ 当社の管理が及ばない外部システムおよびネットワーク等の不具合により本サービ

スの提供ができなくなった場合 

・ 当社が利⽤している外部サービスの不具合により本サービスの提供ができなくなっ

た場合 

・その他、運用上または技術上、当社が本サービスの一時的中断を必要と判断した場合 

2. 当社は、当社のシステムの保守、点検、修理などを⾏う目的で、利⽤者に事前に告

知した上で、一時的に本サービスを中断することがあります。ただし、緊急時等、当社

の判断により、利⽤者への事前告知なしに本サービスを中断することがあります。本サ

ービスの中断による損害については、当社は⼀切責任を負わないものとします。また、

本サービスの中断によるサービス料⾦の払い戻しは⾏わないこととします。 

 

第10条（利⽤料⾦） 

1. 本サービスの利⽤に際し、当社が別途定める料⾦がその利⽤者に課せられるものと

します。なお、本サービス利⽤に伴うデバイス側の回線使⽤料、機材など通信接続にか

かわる費⽤の⼀切は、利⽤者が負担するものとします。 

2. 本サービス対価の支払いについては、別途当社が定める支払方法に従う事とします。

当社が定める⽀払⽅法が複数ある場合は、利⽤者が選択し、前項の利⽤料⾦を⽀払うこ

とができるものとします。なお、利⽤者が⽀払⽅法の変更を申請した場合、当該⽀払⽅

法変更内容の適⽤時期は当社の定めるところとなります。 

3. 本サービスの利⽤契約成⽴後は、この規約に別段の定めがない限り、利⽤期間中の

途中解約も含め、当社は、既に⽀払いが済まされた利⽤料⾦の返⾦は、⼀切⾏いません。 

4. 当社が指定した期⽇までに、利⽤料⾦の⽀払いが確認出来ない場合は、利⽤者に事

前に通知することなく、かつ、利⽤者の事前の承諾を得ることなく、当該利⽤者による

本サービスの利⽤停⽌、当該利⽤者のパスワードなどの変更、または当該利⽤者の本サ

ービス利⽤資格の取消しを⾏うことができるものとします。 



5. 利⽤料⾦は、利⽤者から当社に対しての事前の解約の申出がない限りは、⾃動的に

継続利⽤とみなし、利⽤期間が切れる前に、当社より利⽤者に対して利⽤料を事前に請

求することとします。 

6. 本サービスの利⽤料⾦体系は、当社の都合により変更できるものとします。ただし、

利⽤料⾦を変更する際は、利⽤者に対する事前の告知を⾏い変更するものとします。 

 

第11条（権利の帰属） 

1. 本サービスに関する所有権及び知的財産権は全て当社⼜は当社にライセンスを許諾

している者に帰属しており、本利⽤規約に基づく本サービスの利⽤許諾は、本利用規約

において明示的に定める場合を除き、本サービスに関する当社又は当社にライセンスを

許諾している者の知的財産権の譲渡⼜は使⽤許諾を意味するものではありません。 

 

第12条（サービスの解約） 

1. 利⽤者が本サービスの解約を希望する場合は、別途、当社が定める解約⼿続を⾏い、

当該解約⼿続の完了をもって、本サービスの利⽤契約は解約されることとします。 

2. 利⽤者は本サービスの解約⼿続完了により、本サービスの利⽤に必要な全ての企業

ID、ユーザーID、パスワードの権利、特典を失うものとします。 

3. 契約期間満了前の解約については、別途、解約⾦または残存期間に対する利⽤料⾦

の支払いがは発生する場合があります。 

 

第13条（規約の変更等） 

  当社は、利⽤者に事前告知をすることなく、本利⽤規約を変更することができます。

本利⽤規約が変更された場合は、本サービスのポータルサイト

（http://www.mobi-connect.net）上に表⽰された時点で効⼒が⽣じるものとし、当

該表⽰後、利⽤者が本サービスを利⽤した場合には、利⽤者は変更後の規約に同意した

ものとみなされます。 

 

第14条（免責事項） 

1. 当社は、利⽤者が本サービスの利⽤によって、他の利⽤者⼜は第三者に対して損害

を与えた場合、その⼀切の責任を負わないものとします。 

2. 当社は、本サービスの内容の追加、変更、⼜は本サービスの中断、終了によって⽣

じたいかなる損害についても、⼀切責任を負わないものとします。インターネット環境

におけるアクセス過多等、予期せぬ要因でブラウザ表⽰速度や操作速度の低下、または

データ紛失を含む障害等が生じた場合も同様とします。 



3. 当社は、次に掲げる場合には、利⽤者の管理画⾯にログインまたはデータベースに

アクセスし、利⽤者が登録した情報の内容を閲覧または、必要な操作、処理を⾏うこと

が出来るものとします。当社は、それによって利⽤者に⽣じたいかなる損害についても、

⼀切の責任を負わないものとします。 

・ 利⽤者に代わり、必要な情報登録を当社が⾏う場合。 

・ 本サービスの技術的不具合や問題の原因を解明し、解消するために必要な場合。 

・ 裁判所や警察などの公的機関から、法令に基づく依頼を受けた場合。 

・ 利⽤規約に違反する⾏為⼜はそのおそれのある⾏為が⾏われ、登録されている情報

を確認する必要があると当社が判断した場合。 

・ 人の生命、身体及び財産などに差し迫った危険があり、緊急の必要性があると当社

が判断した場合。 

・ その他、本サービスを適切に運営するために必要が⽣じたと当社が判断した場合。 

4. 当社は、利⽤者が本サービスを利⽤することで⽣じた⼀切の⾏為またはその結果⽣

じた情報漏洩を含む全ての問題について、⼀切の責任を負わないものとします。 

5. 当社は、本サービスの利⽤または解約に伴い、利⽤者のデバイスにインストールさ

れている本サービスのデバイス用クライアント・アプリケーションが削除またはアンイ

ンストールされた事により生じうる全ての問題、損害について、⼀切の責任を負わない

ものとします。 

6. 当社は、本サービス利⽤に必要なアプリケーションをデバイスにインストールする

事により⽣じた全ての問題、損害について、⼀切の責任を負わないものとします。 

7. 当社は、利⽤者の本サービス利⽤にあたり通信障害並びに本サービスの不具合を含

むなんらかの理由により、本サービスの利⽤が出来ず、その結果⽣じた全ての問題、損

害について、⼀切の責任を負わないものとします。 

8. 本サービスは、本サービスを構成しているソフトウェア、システム（外部システム

を含む）および外部サービス等、各要素が有する機能、性能およびその他の仕様の範囲

で提供され、利⽤者の期待通りの機能を有すること、期待する成果を実現すること、そ

の他完全な機能を果たすことを保証するものではありません。 

9. 当社は、本サービスを、現状有姿の状態で提供します。当社は、以下に挙げる事項

について、いかなる保証も⾏うものではありません。また、利⽤者が当社から直接⼜は

間接に、本サービスに関する情報を得た場合であっても、当社は、利⽤者に対し、本利

⽤規約において規定されている内容を超えて、いかなる保証も⾏うものではありません。 

・本サービスの利⽤に起因して利⽤環境に不具合や障害が⽣じないこと 

・本サービスの正確性、完全性、永続性、目的適合性、有用性 

・利⽤者に適⽤のある法令、業界団体の内部規則等への適合性 

 



第15条（秘密保持） 

1. 本利⽤規約において「秘密情報」とは、本利⽤規約⼜は本サービスに関連して、当

社⼜は利⽤者が、相⼿⽅より書⾯、⼝頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開⽰さ

れたか、又は知り得えた、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関

する全ての情報を意味します。但し、(1)相⼿⽅から提供若しくは開⽰がなされたとき

又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、(2)

相⼿⽅から提供若しくは開⽰⼜は知得した後、⾃⼰の責めに帰せざる事由により刊⾏物

その他により公知となったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義

務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発

したもの、(5)相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについては、秘

密情報から除外するものとします。 

2. 当社及び利⽤者は、秘密情報を本サービスの目的のみに利⽤するとともに、相⼿⽅

の書⾯による承諾なしに第三者に相⼿⽅の秘密情報を提供、開⽰⼜は漏洩しないものと

します。 

3. 第2項の定めに拘わらず、当社及び利⽤者は、法律、裁判所⼜は政府機関の命令、要

求⼜は要請に基づき、秘密情報を開⽰することができます。但し、当該命令、要求⼜は

要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければなりません。 

4. 当社及び利⽤者は、秘密情報を記載した⽂書⼜は磁気記録媒体等を複製する場合に

は、事前に相⼿⽅の書⾯による承諾を得ることとし、複製物の管理については第2項に

準じて厳重に⾏うものとします。 

5. 当社及び利⽤者は、相⼿⽅から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相⼿⽅の

指示に従い、秘密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及び

その全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。 

 

第16条（問合せ対応） 

 当社は、以下の問合せ受付時間帯において、別途利⽤者に提供するサポート専⽤メー

ルアドレス経由の問合せに対して、受付対応を提供するものとする。 

 

・問合せ受付時間帯︓ 

 ⽉曜⽇〜⾦曜⽇10:00-18:00（土・日・祝祭日および当社か定める休業日除く） 

 

第17条（準拠法） 

  本規約は日本国内法に準拠することとします。 

 

第18条（管轄裁判所） 



  本規約に関連する紛争については、当社の本社または支社を管轄する地方裁判所ま

たは簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第19条（支配する言語） 

  本規約は日本語版が正式なものであり、その他言語版との相違がある場合には日本

語版の内容が優先されるものとします。 

 

第20条（附則） 

2015年1月26日 制定・施⾏ 

 


