F@NCard
利用規約
第1条 （規約の適用）
１．本規約は、次条に定める本サービスを加盟店が利用す
る場合に適用される事項を定めることを目的とします。
２．本サービス利用の申込は、本サービスの利用を希望さ
れる加盟店が、本規約を十分に確認し、当社所定の本
サービスの申込書へ必要事項を記入し捺印した上で、
当社へ提出（電磁的方法による提出を含みます。
）する
ことにより行うものとします。
3. 前項の加盟店と当社間の本サービス利用に関する契約
（以下「本契約」と称します。）は、前項の申込に対し
て当社が承諾の通知を発した時点をもって成立するも
のとし、本規約が本契約の内容となるものとします。
第2条 （定義）
１．
「当社」とは、本サービスを加盟店に提供する株式会社
ジスターイノベーションをいいます。
２．
「加盟店」とは、当社所定の様式により本サービスの利
用を申し込み、当社がこれを承諾することにより、本
契約を当社との間で締結した飲食店、小売店、その他
の事業者をいいます。なお、加盟店は本サービスを利
用するための権利を第三者に譲渡又は貸与し、若しく
は第三者に本サービスを利用させ又は再販することは
できません。
３．
「本サービス」とは、専用スマートフォンアプリケーシ
ョン「Zeetle」や非接触 IC リーダーライター「ピット
タッチシリーズ」と連携し、加盟店によるショップカ
ードやメッセージ配信等を実現する ASP サービス
「F@NCard」をいいます。
第3条 （本規約の変更）
１．当社は、加盟店の一般の利益に適合するとき又は本規
約の変更が、本契約をした目的に反せず、かつ、変更
の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他
の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
は、当社の裁量により、本規約を変更することができ
るものとします。
2. 前項の変更がある場合には、当社は変更が適用される
日の 60 日前までに加盟店に対し、当該変更内容及び変
更日を電子メールその他適宜の方法により通知するも
のとします。
3. 加盟店は、本規約の変更に同意しない場合、前項の通
知を受けた日から 30 日以内に、本契約を直ちに解約す
ることができるものとします。この場合、加盟店は解
除により当社に生じた損害を賠償する責を負わないも
のとします。
4. 加盟店が前項に従い本契約を解約しない場合、当社が
行った本規約の変更に承諾したものと看做します。
第4条 （変更の届出）
１．加盟店は、当社への登録事項に変更が生じた場合は、
速やかに変更内容を届け出るものとします。
２．前項の届出を怠ったことにより、加盟店が不利益を被
ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
第5条 （アカウント及びパスワード）
１． 当社は、本サービスの提供にあたり、加盟店に対して
アカウント及びパスワードを発行します。
２．加盟店は、前項により発行されたアカウント及びパス
ワードを第三者に譲渡、貸与又は開示することはでき
ず、自己のアカウント及びこれに対応するパスワード
の使用及び管理について一切の責任を負うものとしま
す。また、加盟店は、アカウント及びパスワードを失
念し、又は盗まれた場合は、速やかに届け出の上その
指示に従うものとし、盗難されたアカウント及びパス
ワードによりなされた本サービスの利用は、当該加盟
店によりなされたものとみなし、本サービスの利用料
金その他一切の債務を負担するものとします。
第6条 （本サービスの開始）
１．本サービスは、次条に定める初期費用の加盟店からの
お振込みを確認後、当社が加盟店に対して通知するサ
ービス利用開始日より開始します。
第7条 （利用料及び支払方法）
１． 加盟店が支払う本サービスの初期費用及び利用料は、
本サービス利用申込書記載の通りとします。
２．加盟店は、本サービス利用申込書記載の初回支払合計
額を、本サービス申込書記載の支払期限までに当社の
指定する当社名義の口座へ振込ものとします。
３．加盟店は、第１項の本サービス利用料を、本サービス
申込書記載の引落日までに当社の指定する代金収納会
社を利用した口座振替を利用し、支払うものとします。
４．第３項で、加盟店が当社に対する利用料等の弁済を怠
ったときは、加盟店は、当社に対し支払期日の翌日か
ら弁済の日まで、遅延した金額について、年利 14.6％
の割合による遅延損害金を支払うものといたします。
５．加盟店が当社へのお支払いを 2 ヶ月以上滞った場合、
当社はいつでも加盟店に対するサービスの停止あるい
はカードを削除することができます。
第8条
（本サービスの内容の変更）
１． 当社は、加盟店への事前の通知なくして、本サービス
のサービス内容及び仕様を変更することがあります。

第9条 （本契約の中途解約）
1. 加盟店は、当社に対し、本サービスの解約希望日が属
する月の前月末までに当社所定の解約申込書を当社に
提出することにより、本サービスの利用を中止して本
契約を解約することができるものとします。解約日は、
当社が加盟店から解約申込書を受領した日が属する月
の翌月末日とし、同日をもって本サービス利用及び本
契約が終了するものとします。但し、サービス開始日
末から 36 ヵ月後の月の末日までに解約となる場合、
契約解除料として 9,800 円（不課税）をお支払い頂き
ます。
2. 加盟店は当社が、解約日をもって Zeetle デジタルショ
ップカードの全てのデータを削除すことに同意するも
のとします。
第10条 （サポート）
１．加盟店からの問い合わせに基づく、本サービスのサー
ビス内容及び操作方法の説明、操作上又はデータ処理
上の不具合対応等は、当社が通知する連絡先（E-mail）
にて受け付けます。
第11条 （免責事項）
１． 本サービスは、無保証かつ現状有姿で提供され、本サ
ービスにエラー、バグ、障害等が生じることなく提供
されること、及びウィルスその他有害成分が一切含ま
れないことを保証するものではなく、これらにより加
盟店に損害が発生した場合であっても、当社は、一切
の責任を負いません。但し、当該事由が生じた場合、
当社はその改善に向け適切な対応に努めるものとしま
す。
２． 本サービスを利用される加盟店のユーザが本サービス
の引き継ぎを行わず、アプリの削除あるいはスマート
フォンの機種変更により、本サービスの情報が消失し
た場合、当社は、一切の責任を負いません。
第12条 （禁止事項）
１．本サービスの利用を通じ、加盟店は、次の各号に記載
する行為を行うことはできません。
（１）わいせつ、賭博、暴力、残虐等の公序良俗に反する
情報、及び犯罪行為を導くために利用すること。
（２）他人の著作権、商標権、その他の権利を侵害するた
めに利用すること。
（３）他人の財産、プライバシー等の侵害、及び他人の名
誉、信用の毀損、あるいは誹謗中傷を行うために利
用すること。
（４）性的、民族的、人種的その他の差別を助長するため
に利用すること。
（５）偽造、虚偽又は詐欺的行為に利用すること。
（６）法令に違反する、もしくはそのおそれのあるサービ
スに利用すること。
（７）本サービスの運営を妨げ、もしくは当社の業務運営
を妨げるおそれのあるサービス等に利用すること。
（８）その他当社が不適切と判断するような利用を行うこ
と。
第13条 （本サービスの一時的な中断）
１．当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、加盟店
に事前に通知することなく、一時的に本サービスの提
供を中断することがあります。
（１）本サービス提供のためのシステム又は関連設備の保
守を定期的又は緊急に行うとき
（２）当社が利用する通信回線、電力等の提供が中断され
たとき
（３）火災、停電等により本サービスの提供ができなくな
ったとき
（４）地震、台風、洪水、津波、豪雪等の天災その他の非
常事態が生じたために、法令・指導等により通信の
制限等の要請、指示があった場合又は当社が必要と
判断したとき。
（５）その他当社の責に帰さない事由により本サービスの
提供が困難となったとき
２．当社は、本サービスの提供の遅滞又は一時的な中断が
発生しても、これに起因して加盟店又は第三者が被っ
た損害について、一切の責任を負わないものとします。
第14条 （本サービスの終了）
１．当社は、3 か月の予告期間をもって加盟店に通知の上、
本サービスの提供を終了することができます。
第15条 （有効期間）
１．本契約は、本契約の締結日に発効し、本サービスの開
始日から 36 ヵ月後の月の末日に終了するものとしま
す。ただし、当該有効期間満了の 2 ヶ月前までに当社
又は加盟店へ書面により本契約の更新を拒絶する意思
表示がない限り、本契約は更に 36 ヵ月同一条件にて延
長されるものとし、以後も同様とします。
第16条 （知的財産権）
１．本サービスを構成し、又は本サービスに関連する全
てのプログラム、ソフトウェア、商標等に関する著
作権その他の知的財産権は、当社又は当社に対し使
用を許諾している第三者に帰属します。
第17条 （不可抗力）
１．天災地変等の不可抗力、戦争、暴動、内乱、疫病、
法令の改廃制定、公権力による命令処分、ストライ
キその他の労働争議、輸送機関の事故、その他当社
の責に帰し得ない事由による本サービスの全部又は

一部の履行遅滞、履行不能、不完全履行について、
当社はその責に任じないものとします。
第18条 （期限の利益の喪失）
１．加盟店が次の各号の一つにでも該当した場合、加盟
店は、何らの通知を受けなくても本サービスに関連
して負担する一切の債務について期限の利益を喪失
します。
（１）本規約の定めに違反したとき
（２）手形、小切手を不渡りにする等支払停止の状態に
陥ったとき
（３）仮差押、差押、仮処分、競売等の申立を受けたと
き
（４）破産、民事再生、会社更生等の申立を受けたとき
又は自ら申立をしたとき
（５）廃業又は解散決議をなしたとき
（６）加盟店又は加盟店の株主、役員等が次のいずれか
に該当することが判明したとき
１）暴力団、暴力団組合員、暴力団準構成
２）暴力団関連企業
３）総会屋等、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力
集団等
４）その他これらに準ずる者
（７）自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当す
る行為をしたことが判明したとき
１）暴力的な要求行為
２）法的な責任を超えた不当な要求行為
３）取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用
いる行為
４）風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方並
びに相手方の顧客の信用を毀損し、又は業務を
妨害する行為
５）その他これらに準ずる行為
（８）その他前各号に類する不信用な事実があったとき
第19条 （契約解除）
１．加盟店において前条各号の一つに該当したときは、当
社は何らの催告なくして契約を解除することができま
す。なお、この解除は当該解除により当社に生じた
損害の賠償の請求を妨げません。
第20条 （機密保持）
１．加盟店及び当社は、本サービスの利用又は提供を通じ、
相手方から受領した機密情報及び自ら知り得た互いの
個人情報については、これを厳重に管理し、相手方も
しくは第三者の利益を害するために、又は自らもしく
は第三者の利益を図るためにこれを自ら利用し、又は
第三者に開示してはならないものとします。
２．前項に係わらず、加盟店及び当社は次の各号のいずれ
かに該当する情報を機密として取り扱う必要はありま
せん。
（１）既に公知のもの又は自己の責に帰さない事由により
公知となったもの。
（２）既に保有しているもの。
（３）守秘義務を負うことなく、正当に入手したもの。
（４）書面により開示を承諾されたもの。
（５）機密情報によらず独自に開発又は知り得たもの。
３．本条の機密保持義務は、本規約の終了後においてもな
お有効に存続するものとします。
第21条 （個人情報の取り扱い）
１．本サービスの提供にあたって当社が取得する個人情報
の取り扱いは、当社が所定の方法で公表するプライバ
シーポリシーの定めによるものとし、加盟店はこれを
承諾するものとします。
２．加盟店が本サービスを利用する結果として本サービス
のサーバへ保存されるメールアドレス・会員情報等の
各種情報（個人情報を含む）に関する利用目的の通知、
個人情報の開示、訂正、追加又は削除等の請求に対
しては、加盟店がその対応を行ない、当社は加盟店
からの指示により処理を行ない、加盟店の会員等か
ら直接請求を受付け、処理を行なうことはありませ
ん。
第22条 （管轄裁判所）
１． 本サービスの提供に関する訴訟については、当社の本
店所在地を管轄する地方裁判所をもって第一審の専
属的な合意管轄とします。
以 上
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