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業界最安値の Web-To-Print  SaaSサービスを今だけ無料でお試し頂けます。

・Web-To-Printを使って売上拡大・新規顧客開拓をしませんか？ METAWORKS On Demandは、「サーバや
ソフトウエアの購入は一切不要、営業部門だけで即導入できる」印刷会社様向けの画期的なSaaSサービスです。

http://www.metaworks.jp/

株式会社ロココ
東京都港区芝2-2-14
一星芝ビルディング6F
TEL: 03-3769－0655

株式会社サイバーテック
東京都千代田区神田錦町3-5-1
興和一橋ビル別館７F 
TEL: 03-5577-8000 

METAWORKS On Demand

15日無料トライアル申込書

■御社名

■部署名

■役職

■お名前

■導入予定はいつ頃ですか？

■どんな用途で利用したいですか？

■どんな点を重視しますか？

■電話番号

■E-Mail

■トライアル開始希望日をご記入ください。

月 日～
※申し込み多数の場合、ご希望に沿えない事がございます。

開発開発・販売

□個人情報の取り扱い及びMETAWORKS On Demand利用規約を承諾の上、本サービスを申し込みます。
※ ☑マークを記入の上、FAX又はメール添付で送付ください。
（FAX: 03-3769-0656  Mail: info@metaworks.jp）



個人情報の取扱いについて

1. 個人情報保護管理責任者の氏名又は職名、所属及び連絡先

弊社は、次の者を個人情報の保護管理者として任命し、採用応募者の個人情報を適切か
つ安全に管理し、個人情報の漏えい、滅失又はき損を防止する保護策を講じています。

株式会社ロココ 個人情報保護管理責任者 西本 憲二
株式会社ロココ 個人情報取り扱い責任者 福田 勝志

2. 個人情報の利用目的
本サービス（METAWORKS OnDemand）の運営、サービス向上と、アフターサービス、新
商品・サービスに関するお知らせのために利用いたします。

3. 個人情報の提供の任意性と結果

個人情報の提供はご本人の任意で行うことができますが、必用な個人情報の一部または
全部を提供されなかった場合は2項に記されたサービスを提供できない場合があります。

4. 個人情報の第三者提供

提供された個人情報はあらかじめ同意をいただいている場合を除き、第三者への提供は
いたしません。但し、次の場合はその限りではありません。
国もしくは地方公共団体等の機関から適法に要求された場合、及び法令に基づく場合。
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合。

5. 個人情報の委託
弊社では2項に記された目的を達成するために、業務の一部を委託する場合があります。
この場合、個人情報を適切に取り扱っている委託先を選定し、個人情報の適正管理や機
密の保持に関して契約等を締結し適切な管理を実施します。

6. 本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得
弊社では、本人が容易に認識できない方法による個人情報の取得は行っておりません。

7. 個人情報の利用停止、開示、訂正・削除等の応諾

弊社では、ご本人からの求めにより自己に関する個人情報の利用目的の通知、開示、訂
正・削除及び利用・提供の停止に応諾しております。その際はご本人様を確認し、合理的
な期間内に対応いたします。
その際は下記窓口までご連絡下さい。

お問合せ先
株式会社ロココ
ソフトウェア事業本部 営業部 福田 勝志
電話：03-3769-0655 ファックス：03-3769-0656

Eメール：info@metaworks.jp



 
METAWORKS On Demand 利用規約 
 
本規約は、「株式会社ロココ」(以下、「弊社」といいます)が「METAWORKS On Demand」
の名称を付して行う役務の提供および各種個別機能（第 2 条第 6 項に定めるものをいいま

す）の提供もしくは販売(以下、総称して「本サービス」といいます)のご利用開始にあたっ

て、基本的条件を定めるものです。本サービスのお申込み、ご利用にあたっては、以下の

各条項をご確認いただき、ご同意された場合のみ本サービスをお申込み、ご利用ください。 
 
規約の範囲および変更 
 
第 1 条 
 
   1. 弊社が本サービスの提供に関してオンラインその他の方法により提示する諸規定、別

則、詳則、ガイドライン、特約等(以下、「諸規定」といいます)は、本規約と一体となって

効力を有するものとします。なお、本規約と諸規定を総称して「サービス規約」といいま

す。 
   2. 本規約と諸規定の間に齟齬、矛盾がある場合には、特段の定めのない限り諸規定が優

先するものとします。 
   3. サービス規約の一部に不備があった場合でも、本規約または諸規定の他の条項は効力

を失わないものとします。 
   4. 弊社は、サービス規約に基づき、メンバー(第 2 条に定義)に対して本サービスを提供

します。またメンバーはユーザーに対して(第 2 条に定義)本サービスを利用した営利目的の

事業をおこなうことができるものとします。メンバーからユーザーに対して行うサービス

の内容及び利用料金等について弊社は一切の責任を負わないものとします。 
   5. 弊社は、メンバーの承諾なくサービス規約を変更することがあります。この場合、事

前に相当期間をおいて、第 5 条の規定に従いメンバーに告知するものとします。 
   6. メンバーは、前項によるサービス規約の変更に同意しない場合、本サービスの利用を

停止し、速やかに第 8 条に従って解約手続をとるものとします。メンバーによる解約がな

されない限り、メンバーは変更後のサービス規約に同意したものとみなし、弊社は、当該

変更後のサービス規約に基づいて、本サービスを提供します。 
 
定義 
 
第 2 条 
 



   1. 申込者とは、本サービスの利用の申込みをする者をいいます。 
   2. メンバーとは、第 4 条に従って本サービスの利用の申込みを行い、第 6 条により本サ

ービスの提供を受けることができるようになった者をいいます。 
   3. ユーザーとは、メンバーが発行する管理者用 ID により本サービスの全部または一部

の機能を利用する者をいいます。 
   4. 利用料金とは、本サービスを利用するために、弊社に対して支払う必要がある料金を

いいます。 
   5. 蓄積情報とは、メンバー専用のデータ保存領域に蓄積された電子データをいいます。 
   6. 個別機能とは、ソフトウェアの使用、商品の販売等、本サービスの一部としてサービ

ス規約に基づきメンバーに提供される具体的な機能をいいます。個別機能の詳細は弊社が

管理する Web サイトにて別途定めるとおりといたします。 
 
本サービスの機能および制約条件 
 
第 3 条 
 
   1. 本サービスは、インターネットを利用して弊社が管理するサーバー上に電子データを

保存するスペースをメンバーに対して提供することを核とし、合わせて関連する個別機能

を提供するものです。 
   2. 弊社は、本サービスを利用するために必要となる通信機器、ハードウェア類およびイ

ンターネット接続環境その他の制約条件（以下、「システム条件」といいます）を指定する

ことがあります。ただし、本サービスが支障なく利用できることを弊社が保証するもので

はありません。システム条件は、メンバー自らが準備し、またはその適合を確認する必要

があり、通信費用等システム条件を満たすための費用はメンバーが負担するものとします。 
   3. 本サービスは、日本国内に居住し、日本語を解する方を対象に提供しています。イン

ターネットを利用したサービスの性格上、日本国外からのアクセスを技術的に制限するも

のではありませんが、弊社は日本国外から本サービスへアクセスすることを予定しておら

ず、また、そのようなアクセスについて何らの責任を有するものではありません。 
 
本サービス利用の申込手続 
 
第 4 条 
   1. 本サービスを利用可能な状態にするために、申込者は、弊社が指定する Web 画面上

に所定の項目を入力するもしくは弊社が指定する申込書に記載して申込むものとします。 
   2. 弊社に登録いただいた申込者の情報（以下、「登録情報」といいます）は、法令およ

び弊社のプライバシーポリシーに従って厳重に管理いたします。なお、登録情報に不備が



あったことにより申込者またはメンバーが不利益を被った場合であっても、弊社はその責

任を負うものではありません。 
 
通知 
 
第 5 条 
弊社がメンバーに対して連絡、情報の告知等を行う場合、別段の定めのある場合を除き、

弊社に登録された電子メールアドレス宛に発信するか、弊社が管理する Web サイトに掲示

を行うか、またはその他の合理的な方法により行うものとします。 
 
登録および利用開始 
 
第 6 条 
 
   1. 第 4 条第 1 項による本サービスの利用申込みが弊社に到達した場合、弊社は、所定の

審査を実施します。 
   2. 前項の審査の結果、弊社が本サービスの申込みを受け付けることを決定したときは、

本サービスの申込みに対する承諾の意思表示を、登録された電子メールアドレスに対して

発信する方法または申込者の Web 画面上に表示させる方法で通知いたします。 
   3. 前項に定める弊社の承諾の意思表示が最初に到達した時点で、本サービス利用契約が

弊社と申込者との間に成立いたします。 
   4. 弊社は、第 2 項の意思表示を行うにあたり、申込者に登録完了に必要な手続を取って

いただくことを求める場合があります。この場合、本サービスの利用は、申込者が弊社所

定の登録完了手続をすべて行った時点から可能となります。 
   5. 前項に基づき求められた登録完了に必要な手続が、理由の如何を問わず、第 2 項に定

める通知の発信から 30 日以内に行われないときは、第 4 条第 1 項の申込みまたは本サービ

ス利用契約は無効になるものとします。 
   6. 本サービスの利用申込みが次の各号に規定する事由に該当する場合には、弊社は本サ

ービス利用申込みを拒絶することができるものとします。 
      (1) 申込み内容に虚偽、記入漏れ、誤記があった場合 
      (2) 申込者が、過去に弊社から本サービスの利用停止、または、本サービス利用契約

の解約をされたことがある場合 
      (3) 申込者が指定した支払方法において、決済不能またはそのおそれがあると判断さ

れる場合 
      (4) その他弊社が本サービスを提供するには不適当と判断した場合 
   7. 前 4 項の規定に関わらず、個別機能を利用するにあたっては、別途申込手続が必要と



なる場合があります。この場合メンバーは弊社所定の手続に従って申し込むものとします。 
   8. メンバーは、登録情報に変更が生じた場合は、弊社所定の変更手続を行うものとしま

す。なお、変更手続を行わないことにより生じる不利益は、メンバー自らが負うものとし、

弊社は一切その責任を負いません。 
 
利用料金 
 
第 7 条 
 
   1. 本サービスの利用料金および支払方法は、別途弊社が管理する Web サイト上に掲示

するとおりとします。 
 
本サービス利用契約の解約 
 
第 8 条 
 

1.メンバーは、弊社が別途定める手続に従い、利用登録日から 180 日経過後は、何時に

でも本サービス利用契約を解約することができます。なお、利用登録日から 180 日間は弊

社の責による場合を除き解約することはできません。 
   2. 本サービス利用契約が解約された場合、弊社は、当該メンバーの管理者用 ID、パス

ワードを無効化し当該メンバーの本サービス専用領域へのログインを停止するとともに、

残存する蓄積情報を消去するものとします。 
   3. メンバーが本サービスを解約する場合、解約の理由の如何を問わず、弊社はすでに支

払われた利用料金の返還を一切行わないものとします。なお、未払いの利用料金がある場

合、当該メンバーは、この支払を免れるものではありません。 
   4. 本条に従ってメンバーが解約した時点で、提供が完了していない個別機能があった場

合、当該個別機能の利用に必要な料金が既に支払われていることを条件として、弊社は当

該個別機能を提供します。諸規定に別途定めのない限り、メンバーは当該個別機能の注文

をキャンセルしたり、料金の返還を求めたりすることはできません。 
 
ID およびパスワードの管理 
 
第 9 条 
 
   1. 弊社は、本サービスの提供を開始するにあたり、メンバーに対して本サービスの利用

に必要となる管理者用 ID およびパスワードを発行し、当該管理者用 ID およびパスワード



の使用をもって、メンバー本人と確認いたします。 
   2. メンバーは、弊社が発行する管理者用 ID およびパスワードならびにメンバー自らが

ユーザーへ発行するユーザーID 及びパスワードを自らの責任において管理し、使用するも

のとします。 
   3. メンバーは、次の各号に該当する事由が発生した場合には、速やかに弊社所定の手続

を行うものとします。 
      (1) 管理者用 ID、パスワードを失念した場合 
      (2) 管理者用 ID、パスワードを第三者に利用されたもしくはそのおそれがある場合 
   4. 前項規定の手続を行わないことにより生じる不利益は、メンバー自らが負うものとし、

弊社はその責任を負いません。また、弊社の責めに帰する事由なく、当該管理者用 ID およ

びパスワードで本サービスが利用されている限りは、当該管理者用 ID、パスワードを発行

されたメンバーは、利用料金を負担するものとします。 
    
蓄積情報の管理 
 
第 10 条 
 
   1. 蓄積情報のアップロード、ダウンロード、消去、バックアップ、維持、管理および共

有は、メンバー自らの責任でこれを行うものとします。 
   2. 本サービスの個別機能の一部では、メンバーとユーザーとの間で蓄積情報を共有し、

ユーザーにアップロードまたはダウンロードさせることができる場合があります。これら

の個別機能を利用する場合、メンバーとユーザーとのやり取りに弊社は関与いたしません。 
   3. 弊社は、蓄積情報の破損、消失、変質、コンピューターウイルス感染等(以下「破損

等」といいます)がないよう、善良なる管理者の注意義務を尽くして本サービスを提供いた

しますが、これにより破損等の完全な防止を保証するものではありません。 
   4. 弊社は、本サービス利用契約の期間中、蓄積情報の消去、閲覧および第三者への開示

を一切行わないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限り

ではありません。 
      (1) 第三者の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合 
      (2) 法令に基づく開示命令があった場合 
      (3) 当該蓄積情報の保存が、本規約第 12 条に定める禁止行為に該当する、またはそ

のおそれのある場合 
   5. 本サービスの必要上、弊社は蓄積情報の種類(ファイル属性等の情報)を機械的に認識

しています。また、弊社は、蓄積情報の種類、蓄積情報へのアクセス頻度等の情報、蓄積

情報の容量・個数等の情報を、個人を特定しない形で取得し、本サービスの改善のために

統計的に用いることがあります。 



 
本サービスの提供停止、変更、終了 
 
第 11 条 
 
   1. 弊社は、善良なる管理者の注意義務を尽くして本サービスの提供の維持に努めますが、

次の各号に該当する事由が発生した場合には、本サービスの提供を一時的に中断すること

があります。弊社が意図して中断する場合には、第 5 条の規定に従い、事前にメンバーに

告知するものとします。 
      (1) 設備の保守、工事上やむを得ない場合 
      (2) 設備にやむを得ない障害が発生した場合 
      (3) 天災、地変、その他の非常事態により、本サービスの提供ができなくなった場合 
      (4) ログイン方法、決済手段、その他本サービスの一部のうち第三者が提供するシス

テム等（第 14 条に定めるものをいいます）が停止した場合 
      (5) その他、本サービスの運営上または技術上必要と弊社が判断する場合 
   2. 弊社は、弊社の判断により、本サービスもしくは個別機能の一部または全部を終了す

ることがあります。この場合、第 5 条の規定に従いメンバーに告知するものとします。 
   3. 前項の場合において、メンバーの管理者用 ID、パスワード、蓄積情報の取り扱い、

個別機能の提供ならびに利用料金の支払および返還については、別途弊社が告知した場合

を除き、第 8 条、第 13 条に準じるものとします。 
 
禁止事項 
 
第 12 条 
 
   1. メンバーは、本サービスの利用に際し、次の各号に該当する行為をしてはならないも

のとします。 
      (1) 他者の著作権、商標権等の知的財産権、肖像権あるいは営業秘密等を侵害する行

為 
      (2) 他者の財産権を侵害する行為 
      (3) 他者の名誉や信用を毀損し、あるいはプライバシーを侵害する行為 
      (4) 他者に有形、無形の不利益、損害等を与える行為 
      (5) 公序良俗に反する行為 
      (6) 犯罪行為または犯罪行為に結びつき、もしくは犯罪を助長する行為 
      (7) 有償、無償を問わず、自己の管理者用 ID、パスワード、ユーザー ID、パスワ

ード等を他者に使用させる、またはその目的で管理者用 ID、パスワード、ユーザー ID、



パスワード等を公開する行為 
      (8) 他者の管理者用 ID、パスワード、ユーザー ID、パスワード等を用いて不正に

弊社の設備または他者の蓄積情報にアクセスしようとする行為 
      (9) コンピューターウイルス等有害なプログラムを使用または提供する行為 
      (10) 本サービスに用いられるセキュリティ技術、ソフトウェアの解析、修正等をす

る行為 
      (11) 虚偽の情報を用いて本サービスを利用する行為 
      (12) 本サービスを利用して、無差別にまたは無作為に抽出もしくは生成した電子メ

ールアドレスに対し電子メールを送信するよう弊社に指示する行為 
      (13) 本サービスを利用して、その送信を望まない第三者（通常望まないと予見され

る第三者を含む）に対して電子メールを送信するよう弊社に指示する行為 
      (14)目的の如何を問わず、不正または大量のデータを送信するなどして、本サービス

が通常想定していない動作を起こさせ、またはそのように試みる行為 
      (15) その他法令に違反する行為 
   2. 弊社は、メンバーによる本サービスの利用が、前項各号に該当するかを確認する義務

を負うものではありません。 
   3. メンバーは、弊社の事前の書面による承諾なく、本サービスに関して生じたメンバー

の権利を他者に譲渡しまたは担保に供し、もしくはメンバーの義務を他者に引き受けさせ

てはならないものとします。 
 
弊社による提供停止・解約措置 
 
第 13 条 
 
   1. 弊社は、メンバーが次の各号のいずれかに該当する場合であって、弊社が相当の期間

を定めて催告したにも拘らず是正がされないときは、本サービスの全部または一部の提供

を一時的に停止し、または、本サービス利用契約を解約することができるものとします。

ただし、緊急やむを得ない場合または是正の見込みのないことが明らかな場合は、催告す

ることなく、直ちに本サービスの提供停止または本サービス利用契約の解約をすることが

できるものとします。 
      (1) 支払期日を経過してもなお利用料金が支払われないとき 
      (2) サービス規約に違反する行為があったとき 
      (3) メンバーの責に帰すべき事由により、ログイン方法、決済手段、その他本サービ

スの一部のうち第三者が提供するシステム等（第 14 条に定めるものをいいます）が停止も

しくは終了したとき 
   2. 弊社は、前項の規定により本サービスの提供の停止または本サービス利用契約を解約



する場合、あらかじめ、その理由、提供停止または解約をする日、提供停止期間を第 5 条

の規定に従い当該メンバーに通知します。 
   3. 本条第 1 項の規定により本サービスもしくは第三者が提供するシステム等が停止ま

たは終了された時点、または本サービス利用契約が解約された時点で、提供が完了してい

ない個別機能があったとしても、弊社は当該個別機能の提供を完了させる義務を負いませ

ん。 
   4. 本条第 1 項の規定により、本サービスもしくは第三者が提供するシステム等が停止ま

たは終了された場合、または本サービス利用契約が解約された場合において、弊社に支払

うべき利用料金が未だ支払われていないときには、弊社は、当該メンバーに対して残額の

支払いを求めることができます。また、すでに支払われた利用料金の返還は一切行わない

ものとします。 
   5. 本条に基づき本サービス利用契約が解約された場合、メンバーの管理者用 ID、パス

ワードおよびメンバーが保持する蓄積情報の取り扱いについては第 8 条第 2 項に準じるも

のとします。 
 
第三者との提携 
 
第 14 条 
 
   1. 弊社は、本サービスの提供にあたって、本サービスの一部を弊社が指定する第三者に

下請負させ、または委託することがあります。この場合において、メンバーの個人情報を

下請先または委託先に開示する必要があるときは、当該下請先または委託先にもプライバ

シーポリシーに従った個人情報の管理を行わせます。 
   2. 弊社は、ログイン方法、決済手段、その他本サービスの一部を第三者が提供するシス

テム等を利用して提供することがあります。この場合、第三者が提供するシステムの利用

条件は、当該第三者とメンバーとの間の契約によることがあります。 
 
ソフトウェアの利用 
 
第 15 条 
本サービスの一部には、弊社が別途提供するソフトウェアを使用することで提供される個

別機能があります。当該ソフトウェアの使用にあたって、メンバーは弊社が別途定める使

用条件に従うものとします。 
 
著作権その他権利 
 



第 16 条 
 
   1. 本サービスに関連して利用できる Web サイト、ソフトウェア、サービス資料、技術

情報その他の著作物は、各国の著作権法その他の法令で保護される弊社または弊社が許諾

を受けている第三者の知的財産であり、弊社または権利を保有している第三者の許諾なく

これらの全部または一部を、複製、改変、アップロード、掲示、公衆送信、譲渡、頒布、

ライセンス、販売、出版等いかなる方法にても利用することはできません。 
   2. 本サービスまたは本サービスに関連する Web サイト等に表示される、

「METAWORKS」、「NeoCoreXMS」その他本サービス提供に用いられる名称および各社

の商品名は、各社の商標または登録商標であり、それぞれの企業の許諾なく使用すること

はできません。また、本サービスに関して表示されている商標、サービスマークおよびロ

ゴは、弊社以外の第三者の登録商標または商標である場合があります。 
   3. 本サービスおよび本サービスに関連する Web サイト等の使用は、弊社が明示的に許

諾している場合を除き、弊社または第三者の特許権、商標権、著作権等の権利の譲渡、ラ

イセンスを意味するものではありません。 
 
準拠法および管轄裁判所 
 
第 17 条 
サービス規約および本サービス利用契約の準拠法は、日本国法とします。また、サービス

規約、本サービス利用契約の適用、解釈および本サービスの利用に関わる全ての紛争は、

大阪地方裁判所を専属管轄裁判所とします。 
 
免責事項 
 
第 18 条 
 
   1. 弊社は、本サービスについて、諸規定に明示的に定める場合を除いて、何らの保証を

するものではありません。 
   2. 本サービスは、メンバーのハードウェア類、ネットワーク環境等による影響を受け、

また、通信設備、通信回線等に依拠するものであり、弊社は、本サービスの完全性、有用

性を保証するものではありません。 
   3. サービス規約に基づいた本サービスの中断、提供停止、変更、終了またはサービス利

用契約の解約により損害が生じた場合であっても、弊社はその責任を負いません。 
   4. サービス規約に基づいた蓄積情報の消去、アクセス制限、閲覧、第三者への開示等に

より損害が生じた場合であっても、弊社はその責任を負いません。 



   5. 蓄積情報が破損等したことにより損害が生じた場合であっても、弊社の責に帰すべき

事由のないときは、弊社はその責任を負いません。 
   6. メンバーが本サービス利用契約を解約したことにより損害が生じた場合であっても、

弊社はその責任を負いません。 
   7. メンバー間またはメンバーとユーザー又は第三者との間で紛争（交渉、クレーム、ト

ラブル、訴訟等を含みます）が生じた場合、弊社は、当該紛争の解決および生じた損害に

対して何ら責任を負いません。 
   8. 弊社の責めによらないシステム障害、通信設備の断絶等の事情により発生した電子メ

ールの不着、遅延によって損害が生じた場合であっても、弊社はその責任を負いません。 
   9. 天災地変、公権力による命令処分、ストライキ、サイバーテロ等弊社の責めによらな

い事由により本サービスの全部または一部を提供できない場合、弊社はその責任を負いま

せん。 
  10.弊社の責に帰すべき事由によりメンバーに損害が発生した場合の損害賠償の範囲は、

当該メンバーが直接かつ現実に被った通常範囲の損害とし、賠償額の上限は、当該メンバ

ーが損害を被る原因となった機能に関して当該メンバーが弊社に支払った月額の金額を上

限とします。 
 
2010 年 4 月 20 日  
 
METAWORKS On Demand トライアル利用規約 
 
METAWORKS On Demand トライアルは、METAWORKS On Demand の全ての機能をト

ライアル申込者に対してトライアル申し込み日から 15日間に限り無償で使用を許可するも

のです。 
 
METAWORKS On Demand トライアルは、トライアル申込者本人のみが使用できるものと

し、本サービスを利用した営利目的の事業をおこなうことはできません。 
 
トライアル期間中にトライアル申込者が登録した蓄積情報はトライアル申し込み日から 15
日経過後に全て消去されます。 
 
その他利用に関しては、METAWORKS On Demand 利用規約に準拠します。 
 
2010 年 4 月 20 日 
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