
利用規約 

株式会社フューチャーゲート（以下、「当社」）が提供するお寺クラウド及びオプションサービス（以下、

「本サービス」）の利用開始に際して、ご利用されるお客様（以下、「利用者」）は、利用規約（以下、「本規

約」）の内容をご確認の上、本規約にご同意頂くことが前提となります。 

第１章 総則 

第１条 適用範囲 

1. 本規約は、当社と利用者との間に生じる本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるも

のとします。 

2. 本規約は、当社所定の方法による利用者の本サービスの申し込みを持って適用されるものとし、

当社および利用者は本規約が規定する義務等に誠実に履行するものとします。 

3. 本規約の定めと異なる合意（以下、特約）を行う場合は、別途、契約書面を取り交わすものとし

ます。 

4. 前項の特約を除き、本規約の内容と、その他の本規約外における本サービスの説明等とが異なる

場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。 

第２章 契約 

第２条 サービス契約条件 

1. 本サービスの利用に関する契約を締結するには、本規約に同意して頂くことが必要となります。 

2. 本サービスの契約者は、原則として法人・団体・個人に限られます。 

 

第３条 サービス提供条件 

1. 本サービスが提供するサービスは、インターネット上のサービスと、寺院等の拠点で提供するサ

ービス及び、電子メール・電話でのサポートサービスとなります。 

 

第４条 サービス提供内容 

1. 本サービスは、別に掲載されている「お寺クラウドサービス内容」に記載された機能・サービス

を提供するものとします。 

 

第５条 サービスの申し込み・契約成立 

1. 利用者は、当社所定の方法により本規約に同意したうえで申し込みまたは発注を実施すること

で本サービス契約は成立します。ただし、当社において、本サービスの申し込みを受け付けるた

めに必要な機器の新設・対応等につき業務の遂行上または技術上著しく支障がある場合、または、

当社における確認審査の判断としてサービス提供が難しい場合には、当該申し込みを受け付け

ない場合があります。 



2. 契約成立後のキャンセルおよびサービス料金の返還はできません。 

 

第６条 サービス料金・支払 

1. 本サービスの利用料金はサービスホームページ(https://www.oteracloud.jp/)または見積書に

記載の料金とし、当社が指定する支払い方法に従って支払うものとします。 

2. 支払い方法は次の通りとします 

A) クレジットカードによる支払い：お寺クラウド、お寺クラウドオプション独自ドメイン取

得・管理代行、オンライン法要運用サポート窓口サービス 

B) 振り込みによる支払い：上記以外のサービス 

 

第７条 サービス利用期間 

1. 本サービスのうち、お寺クラウド、独自ドメイン取得代行・管理、オンライン法要運用サポート

窓口サービスには最低利用期間が定められます。最低利用期間は課金開始後１２カ月間となり、

サービス納品（利用者にてログインが可能となった時点をもって納品とします）の翌月 1日より

課金が開始されます。１３カ月目以降の利用は 1ヶ月単位かつ最低利用期間は 1ヶ月とし、日割

り計算はいたしません。また、第８条で規定される解約手続きが実施されない場合には自動的に

契約が同一条件で継続されます。 

 

第８条 サービスの解約 

1. 本サービス利用契約を解約する場合は、解約希望月の 3カ月前の末日（解約締め日）までに解約

の申請を行います。解約締め日が当社休業日である場合、解約締め日は前営業日となります。解

約締め日以前に申請があったものについて、解約希望月月末に解約処理を行います。解約日によ

る日割りの利用料返還はいたしません。サービス解約時には、当社は利用者の設定データおよび

履歴データを自動的に削除します。 

 

第９条 サービスの停止 

1. 利用者がサービス利用料金の支払をしなかった場合、または第１２条の禁止事項および第３７

条の反社会勢力排除を含む本規約に違反し、または抵触する行為をした場合、原則として事前通

知をもってサービスを停止し、利用者はサービス利用権を失います。 

2. 前項に基づきサービスを停止した場合でも、最終利用月のサービス利用料の支払義務は残るも

のとし、また既に支払われたサービス料金の返還はいたしません。 

3. 本条に基づきサービスを停止したことによって利用者に損害が発生した場合、当社は一切その

責を負いません。 

 

第１０条 サービス内容等の変更、終了 

1. 当社は、本サービスの健全な遂行・運用に必要かつ合理的と判断した場合には、利用者への事前



通知をもってサービスの内容および料金を変更することができるものとします。 

2. 当社は、当社の都合により、本サービスを 6 ヶ月前の利用者への事前通知をもってサービスを終

了することができるものとします。 

3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき利用者に生じた損害について一切の責任を負

いません。 

第３章 利用条件等 

第１１条 利用者側環境の維持管理 

1. 利用者は、本サービスで発行された管理者 ID、パスワードおよび設定データを第三者に漏洩し

ないよう適切に管理・保管するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変

更、売買等してはならないものとします。正しい IDおよび正しいパスワードを用いたログイン

がなされた場合は、利用者もしくは利用者から承諾を得た者による行為とみなします。利用者が

単純・安易なパスワードを設定していた、管理不十分、使用上の過誤、第三者の利用等によって

ログイン情報が万が一不正利用され、または機能を不正利用され、損害が発生した場合、当社は

一切その責を負いません。 

2. 設定内容および本サービスを利用して発生した登録データ等については、利用者側で適切にバ

ックアップを実施するものとします。利用者側でバックアップを実施しなかったことによるデ

ータ喪失等について、当社は一切その責を負いません。 

3. 利用者は、当サービスへの接続回線（インターネット等）に必要な回線・機器等、当サービスの

利用に必要な環境を自らの責任および負担において維持管理するものとします。利用者側の当

サービスへの接続回線環境に関連しまたは起因する障害および不正利用による損害について、

当サービスは一切の責任を負わないものとします。 

 

第１２条 禁止事項 

1. 利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当すると

当社が判断する行為をしてはならないものとし、かかる禁止事項に該当する場合、当社は利用者

の本サービス利用権を停止し、原則として利用者への事前通知をもってサービスを停止します。 

A) 法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為 

B) 公序良俗に反する行為 

C) 本サービスに関して当社に虚偽の申告を行うこと 

D) 当社、本サービスの他の利用者またはその他の第三者に対して故意または重過失により不

利益や悪影響を与えるような行為 

E) 当社、本サービスの他の利用者またはその他の第三者の知的財産権（著作権を含む）や所

有権その他の権利または利益を侵害する行為 

F) 本サービスの著作物等の一部または全部を修正・改造・流布する行為 

G) 本サービスの運営を妨害・阻害するおそれのある行為 



H) 本サービスの他の利用者の IDまたはパスワード等を利用する行為 

I) その他、当社が不適切と判断する行為 

 

第１３条 届出事項の申請・変更 

1. 利用者は、当社に対して、利用者の属性、情報等所定の届出事項について、虚偽のない届け出を

するものとします。当社への届出事項に変更が生じた場合、利用者は当社に対して速やかにその

旨を通知するものとします。 

2. 前項に定める変更通知がなされなかったことにより、当社から利用者への通知、書類等が遅着ま

たは不到達となった場合、当社はその責を負わず、利用者は本規約に定める責務を履行します。 

 

第１４条 権利譲渡禁止 

1. 利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、本サービス利用契約上の地位または本規約に基づ

く権利義務について、第三者に対し、譲渡・移転、貸与、リース、担保設定、その他の処分をす

ることはできません。 

第４章 支払方法 

第１５条 請求書の発行 

1. 支払い方法がクレジットカード払いの場合、利用者はクレジットカード会社からの支払い通知

に従い料金を支払うものとします。振込による支払の場合、当社は利用者に請求金額および支払

期限を記載した請求書を発行するものとします。 

2. 前項のいずれの場合においても、当社は、利用者の支払に対しては領収書を発行いたしません。 

 

第１６条 手数料負担 

1. 前条第１項の振込による支払において発生する手数料は利用者負担とします。 

 

第１７条 消費税負担 

1. 本サービスの利用料の消費税相当額は利用者が負担するものとします。 

 

第１８条 過小支払 

1. 利用者が振込手数料を引いてサービス利用料を振り込んだ場合や請求料金より少ないサービス

利用料金を支払った場合、当社は支払が正当に実施されていないと判断しサービスを停止でき

るものとします。 

 

第１９条 支払延滞利息 

1. 利用者が本サービスの利用料の支払期限を過ぎても履行しない場合、利用者は支払期限翌日か

ら支払前日までの日数に年 14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として当該遅延利用料に



加算されるものとします。 

第５章 サービスの運用等 

第２０条 サービス運用 

1. 本サービス（お寺クラウドのみ。サポート対応、営業対応は除く。）は、永続的（以下「24時間

365日」とします）にサービスを提供します。ただし、設備の点検・メンテナンスその他やむを

得ない事由により、利用者への事前通知をもとにサービスの停止を行うことがあります。 

2. サービス停止を伴うメンテナンスの場合には 1週間前に利用者への通知を行います。通知につ

いては原則として事前通知となりますが、天災地変、火災、停電などの不可抗力、セキュリティ

上の懸念、サービス提供インフラの運用上の懸念により当社が本サービスの運営・遂行上の支障

があると判断した場合、および突発事故等の場合は事前通知を省略できるものとします。 

3. 当社は、本条に基づき当社が行った停止によって本サービスに一時的な中断、遅延等が発生して

も、当社は一切その責を負いません。 

4. 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき利用者に生じた損害について一切の責任を負

いません。 

 

第２１条 サポート体制 

1. 本サービスは以下の内容で利用者に対してサポートを実施します。 

A) 対応時間 

• 当社は、お問い合わせ対応については当社の営業時間で対応し、障害対応については 

24時間 365日のシステム構成上の自動復旧対応を行います。当社は、当該対応におい

て最善の合理的な対応を実施しますが、発生している全ての問題が解決することを保

証するものではありません。 

2. 障害対応 

A) 本サービスに障害が発生した場合において、システム構成上の自動復旧が行われなかった

場合、当社は可及的速やかに利用者に通知し、障害対応を実施します。 

3. 監視およびセキュリティ対応 

A) 当社は、利用者が利用するサーバ環境を監視し正常性の確認を実施します。また、当社は、

本サービスにおける利用者が利用するサーバ環境のセキュリティレベルを適切に維持しま

す。 

4. 緊急対応 

A) 当社、本サービスの他の利用者またはその他の第三者に不利益や悪影響を与えるような不

正な通信や行為が発生した場合、当社は、原則として事前通知をもとにサービスを停止す

ることがあります。当社は、本条に基づく措置に関して実施された本サービスの停止によ

り利用者に発生した損害について一切の責任を負いません。 

 



第２２条 サービスレベル 

1. 本サービスは以下のサービスレベルで利用者に対してサービスを提供します。 

A) サービスレベルについて 

本サービスの特徴として、インターネットからの接続を許可することによってより自由度

の高い運用が可能となっております。その反面セキュリティ機能は導入済みですが、不正

アクセスや大量のパケット受信による DoS 攻撃等、不確定な要因も多々あり、様々な外的

要因で障害が発生する可能性があります。そのため、以下のサービスレベルを当社のサー

ビス提供基準として規定しております。 

• 稼働率に基づく対応 

本サービス側設備のサービス年間稼働率（以下、サービス稼働率）を 90%以上になる

よう設備および運用体制を維持します。 

B) 適用除外 

以下の事由により本サービスの停止が発生した場合は、本サービス提供基準の範囲外のサ

ービス停止として、サービス稼働率の算定から除きます。 

• メンテナンス（緊急メンテナンスを含む）に伴う停止 

• 不正アクセスや大量のパケット受信による DoS 攻撃による停止 

• 未知または原因不明のアプリケーション不具合による停止 

• 冗長システムの HA機能等での自動切替による停止 

• 利用者環境および接続回線（インターネット回線・VPN 回線・専用線・本サービス接

続通信事業者回線）等、当社の管理対象外の問題・事由に起因する停止 

• 法令等による規制・火災・停電・天災地変・戦争・暴動・突発事故・第三者からの攻

撃等の不可抗力による停止 

• その他、運用上あるいは技術上の理由により当社が本サービスの一時的な中断が合理

的に必要と判断した場合 

• 利用者が本サービスの利用規約に違反したことによる停止 

 

第２３条 利用者データに対するアクセス 

1. 当社は、点検・メンテナンス・障害対応・保守作業以外を目的として管理者アカウントを利用し

て利用者環境にアクセスしないものとします。 

2. 利用者は、当社のサービス保守担当者が利用者の履歴情報等閲覧することができ、業務上の必要

に応じて閲覧をする場合があることにつき契約時に同意しているものとします。 

第６章 権利 

第２４条 知的財産権 

1. 本サービスの管理画面・サーバソフトウェア・クライアントソフトウェア・文書等のサービス提

供物（以下、本サービス提供物）は、当社および当社の提携事業者の知的財産です。利用者が本



サービス提供物を改変して利用することを禁止します。 

2. 利用者が作成する、画像、ロゴ、その他コンテンツは、当社が営業上利用を求める場合、利用者

の承諾を得て、利用できるものとします。 

 

第２５条 利用範囲 

1. 利用者が本サービス提供物を本サービス以外で利用すること、他の利用用途のために利用する

ことを禁止します。 

 

第２６条 契約の権利 

1. 本サービス提供物の知的財産権（著作権を含む）・所有権その他の権利は当社に帰属し、本サー

ビス提供物の利用権は本規約に基づき利用者に帰属します。 

 

第２７条 物品の権利 

1. 本サービスを利用するために利用者が購入したサービス以外の物品・サービスについての所有

権は利用者に帰属します。本サービスの解約後に利用者が当該物品を利用することは可能です

が、当社はその動作・稼動を保証・保守するものではありません。利用者にレンタル提供された

物品についての所有権は当社および当社の提携事業者に帰属しますので解約後は速やかに当社

に返却するものとします。 

 

第２８条 カスタマイズ成果物の権利 

1. 利用者の要望に基づき本サービス提供物のカスタマイズを実施した場合、当社が将来的に標準

機能として提供すると判断した機能の開発を実施する場合は、カスタマイズによる成果物の知

的財産権（著作権を含む）・所有権は当社に帰属し、利用権が利用者に帰属します。その場合、

利用者に保守サービス費用は発生しません。利用者専用の仕組みとしてカスタマイズ開発を実

施し、標準サービスとしない場合には知的財産権（著作権を含む）は当社に帰属し、所有権は利

用者に帰属します。この場合、利用者に保守サービス費用が発生します。ただし、利用者の所有

権はカスタマイズ部分のみとなり、本サービス以外のサービスでの利用はできません。 

第７章 責任に関する事項 

第２９条 本規約違反による責任 

1. 利用者が第 12 条で規定した禁止事項の実施を含む本規約の定めに違反したことに起因しまたは

関連して、当社に損害が生じた場合、利用者は当該債務不履行等に基づく損害賠償責任を負担す

るものとします。 

 

第３０条 免責 

1. 当社の債務不履行によるものを除き、当社は、本サービスを利用したこと、または利用できなか



ったこと等に起因する利用者の損害について一切その責を負わないものとします。また、本サー

ビスのアプリケーション不具合・故障・不正侵入等によって利用者のデータが毀損・漏洩した場

合も、当社はその責を負いません。 

2. 当社は、利用者の行為については一切責任を負わないものとし、利用者が本サービスを通じて他

の利用者その他の第三者に損害を与えた場合、第三者との間で紛争が発生した場合、当該利用者

は自らの責任と費用において問題を解決するものとし、当社は一切の責を負わないものとしま

す。 

 

第３１条 損害賠償 

1. 当社が本規約に基づき利用者に対して損害賠償の責を負う場合、当社が負担する損害賠償額の

上限は利用者が当社に支払う月額利用料金の 1ヶ月分を上限とします。 

2. 当社の故意または重大な過失による債務不履行の場合には、前項の規定は適用しません。 

3. 当社が本規約に基づき負う損害賠償責任においては、直接かつ現実に生じた損害のみを賠償す

るものとし、間接損害、特別損害、付随的損害、逸失利益にかかる損害については賠償責任を負

わないものとします。 

第８章 情報の保護等 

第３２条 お客様情報の保護 

1. 当社は、当社が定める個人情報保護方針により利用者の情報を含む情報資産を保護し、本サービ

スを運営する当社の協力会社を除く第三者にみだりに情報を開示することはないものとします。

協力会社については当社が定める個人情報保護方針と同等基準を維持するものとします。 

 

第３３条 個人情報の保護 

1. 当社は、法令等に従い利用者その他の個人情報を保護します。 

 

第３４条 本サービス情報の保護 

1. 利用者は、本サービスの画面情報・説明資料・マニュアル・提案書・報告書・メール・その他本

サービスに関連して提供・交付された文書・情報を本サービスの利用外で合理的な理由・必要な

く第三者に開示しないものとします。 

 

第３５条 利用者情報の利用 

1. 当社は、利用者の個人情報を、本サービスの保守・運営のために利用できるものとし、また、本

サービスに関連して、個人情報やお客様情報を特定・識別できない形式に加工した統計情報・デ

ータを作成・活用するために利用できるものとします。 

 

第３６条 適用除外 



1. 公共機関および関係当局からの情報開示依頼があった場合においては、利用者への事前通知を

前提として情報を開示する場合があります。 

第９章 雑則 

第３７条 反社会的勢力の排除 

1. 当社および利用者は、相手方およびその関連会社が以下の各号の一にでも該当する場合、何らの

催告を要せず、本規約及びその他本サービスにかかる契約（以下、本契約）を解除することがで

きるものとします。反社会的勢力とは暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年

を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊

知能暴力集団等、その他これらに準ずる者のこととします。 

A) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき 

B) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき 

C) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ

てするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき 

D) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認め

られるとき 

E) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難される

べき関係を有しているとき 

F) 暴力的および脅迫的な要求行為・法的な責任を超えた不当な要求行為・風説の流布により

相手方の信用を棄損するとき 

2. 前項により本契約を解除した者は、解除により発生した被解除者側の損害を賠償する責任を負

わない。また、本契約の解除により解除者側に損害が発生した場合には、被解除者側は解除者側

の損害を賠償するものとします。 

 

第３８条 規約 

1. 発効 

A) 本規約は、利用者による本サービスサービスサイトからの申し込み、または当社が利用者

からの申込書または発注書の受領をもって利用者に適用されるものとします。 

2. 改定 

A) 本規約は、利用者承諾なく変更・改訂できるものとします。 

B) 本規約を変更、改定する場合は、本サービスウェブサイト（https://www.oteracloud.jp/）

上での掲載、またはその他の適切な手段で当社が利用者に告知した時点から効力が生じる

ものとします。 

 

第３９条 事業譲渡 

1. 当社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の



地位、本規約に基づく権利および義務ならびに利用者の登録事項その他の顧客情報を当該事業

譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は、かかる譲渡につき本項においてあら

かじめ同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、

会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。 

 

第４０条 準拠法 

1. 本規約及び本サービスの利用契約の準拠法は日本法とします。 

 

第４１条 合意管轄 

1. 本規約及び本サービスの利用契約に起因しまたは関連する一切の紛争は、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。 

 

附則 

本規約は 2020 年 12月 14日から適用します。 

  



2020 年 12月 14日現在 

お寺クラウドサービス内容 

 

サービス名 申し込み方法 

最低契約期間 

支払い方法 サービス内容 

お寺クラウド 

申し込み方法 

サービスサイトか

ら申し込み 

 

契約期間 

・お寺クラウド 

課金開始後１年間

以後、１ヶ月単位 

・独自ドメイン 

課金開始後１年間 

以後、1 年単位 

クレジット 

カード払い 

ホームページ作成機能 

・ニュース/Blog 機能 

・寺院紹介 

・アクセス（住所/地図） 

住職向け 檀家/会員管理機能 

・檀家/会員管理 

・檀家/会員向け情報発信 

檀家/会員向け専用機能 

・スケジュール管理 

・檀家/会員内情報交換 

・寺院からのお知らせ確認 

独自ドメイン お客様がご希望されるドメインの取得代行/管理代

行を行います。 

対象ドメイン：.jp、.com 

ホームページ作成代行 

申し込み方法 

お見積もり依頼を

当社営業までご連

絡ください。見積

書/発注書をお送

りいたします。発

注書にて、サービ

スの申し込みを行

っていただきま

す。 

 

最低契約期間 

請負契約 

銀行振込 

お寺クラウドを使い下記ページの作成を代行しま

す。なお、掲載するコンテンツ（写真/動画/記事）に

ついてはお客様にご用意いただく必要がございま

す。 

対象ページ 

・トップページ 

・寺院紹介ページ 

・境内紹介ページ 

・アクセス 

各ページ４式の記事まで作成を代行いたします。（ト

ップ/アクセスはテンプレート通り） 

ロゴ制作代行 お寺クラウドに掲載する寺院ロゴの作成代行を行い

ます。 

ロゴはお客様にドラフトイメージの作成を行ってい

ただき、データを作成いたします。 

取材対応 

（写真、動画撮影） 

お寺クラウドに掲載する、写真/動画を行います。 

交通費/宿泊費に関しては実費にて精算となります。 

オンサイト講習 お寺クラウドに関する使用方法をオンサイトにて実

施いたします。 

交通費/宿泊費に関しては実費にて精算となります。 

 


