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第１章 総則 

第1条 （利用規約の適用） 

1. 沖縄クロス・ヘッド株式会社（以下、「乙」といいます。）はOCH POWERハウジングサービスにつ

いて利用規約を定め、この利用規約に基づきハウジングサービス（以下、「本サービス」といいま

す。）を提供します。 

2. 甲はこの利用規約を遵守して、本サービスを受けるものとします。 

 

第2条 （用語の定義） 

1. この利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

 

用 語 用語の意味 

（１ ）OCH POWER 本サービス提供のため乙の運用、管理するデータセンター施設 

（２ ）契約者（以下、「甲」と

いいます。） 

この利用規約に基づく利用契約を締結し、本サービスの提供を

受ける者 

（３ ）利用契約 この利用規約に基づき乙と甲との間に締結される本サービスの

提供に関する契約 

（４ ）甲設備 乙の本サービスの提供を受けるために甲がOCH POWER内に

設置する機器等 

（ ５ ）OCH POWER Web 

Console 

OCH POWERを甲が遠隔から操作可能にするWebアプリケーシ

ョン 

 

第3条 （通知） 

1. 乙から甲への通知は、第14条（担当者）に定める本サービスの担当者に対する電子メールの送

信もしくはOCH POWER Web Console上での通知により行います。 

2. 前項に基づく乙から甲への電子メールの送信による当該通知は、担当者の電子メールアドレス

を保有するサーバに到着した時点もしくは甲がOCH POWER Web Consoleを閲覧可能になっ

た時点で完了したものとします。 

3. 乙が甲に通知を行った場合、前項に定められた通知時点をもって、同通知の内容について効

力を発生するものとします。 

4. 乙が甲に対して第１項記載の方法により通知または報告した場合において、当該通知または報

告が甲に到達しなかったとしても、当該不到達に起因して発生した損害について、乙は一切責

任を負わないものとします。 

 

第２章 契約 

第4条 （特約） 

1. 乙は、この利用規約の他必要に応じて特約を定める場合があります。この場合、甲はこの利用

規約とともに特約を遵守するものとします。但し、特約とこの利用規約の内容が競合する場合は

特約の内容を優先します。 

 

第5条 （利用申込） 

1. 本サービスの利用希望者は、この利用規約を確認し、同意した上で、乙所定の手続きに従って

利用申込を行うものとします。なお、申込みに当たっては別紙１「OCH POWER利用申込書」で

申込のこととします。 

 

第6条 （承諾） 

1. 乙が本サービス利用の申込を承諾した場合は、「OCH POWER利用契約書」により契約締結を

行うものとします。 



   

2. 乙は、次の場合には申込者による本サービス利用の申込を承諾しないことがあります。 

(1) 本サービスの利用に関する申込書等において虚偽の事実を申し述べた場合 

(2) 自己振出した手形または小切手が不渡り処分を受ける等の支払い停止状態になった場合 

(3) 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立てがあった場合、または租税滞納処分を受

けた場合 

(4) 破産、会社更生手続開始もしくは民事再生法手続き開始の申立てがあった場合、または清

算に入った場合 

(5) 解散または営業の全部もしくは重要な一部の譲渡を決議した場合 

(6) その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合 

(7) 未成年者、成年後見の開始の審判を受けたもの、もしくは保佐開始の審判を受けたもの、の

いずれかであり、利用申込の際に成年後見人または保佐人の同意等を得ていなかった場

合 

(8) 第31条（禁止事項）のいずれかに類する行為である場合、もしくは過去において第31条のい

ずれかに類する行為を行っていた場合 

(9) 第39条（OCH POWERの環境維持）の規定に違反している場合、もしくは過去において第39

条の規定に違反していた場合 

(10) 前各号のほか、乙が利用契約の承諾を不適切と認めた場合 

 

第7条 （表明保証） 

1. 乙および甲は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のい

ずれにも該当しないことを確約すこととします。 

(1) 自らまたは自らの役員（取締役、執行役または監査役）が、暴力団（暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号）、暴力団員（暴力団員に

よる不当な行為の防止等に関する法律 第２条第６号）、暴力団員でなくなった時から５年間

を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を

有する者（以下、これらを個別にまたは総称して「暴力団員等」という。）であること 

(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 

(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴

力団員等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させて

いると認められること 

(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなど

の関与をしていると認められること 

(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の運営に資するものであるこ

と 

2. 乙および甲は、相手方が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に

本契約を解除することができる。 

(1) 第１項に違反したとき 

(2) 自らまたは第三者をして次に掲げる行為をしたとき 

① 相手方に対する暴力的な要求行為 

② 相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為 

③ 相手方に対する脅迫的言辞または暴力的行為 

④ 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または相手方の

業務を妨害する行為 

⑤ その他前各号に準ずる行為 

3. 乙および甲は、前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを賠

償する責を負わないものとする。 

 

第8条 （甲の地位の承継） 

1. 甲である法人が合併、分割、譲渡等により変更がある場合、もしくは、甲である任意団体の代表



   

者を変更する場合、甲はその旨を直ちに乙に書面で通知するものとします。甲を承継した者は

利用契約に基づく一切の債務を承継するものとします。 

2. 前項の届け出があった場合は、届け出のあった事実を証明する書類を乙に提出していただくこ

とがあります。 

 

第9条 （サービス内容の変更） 

1. 甲が、利用する本サービスの内容の変更を希望する場合は、別紙２の「OCH POWER変更申

込書」により変更を申込むものとします。 

2. 前項の申込を承諾した場合は、乙は甲に対し変更日を記載した別紙３の「OCH POWER変更

承諾書」により通知します。変更日に変更の効力が生じるものとします。 

3. 第１項の申込があった場合に、技術的に困難であるなど乙の業務遂行上支障がある場合は、

乙は申込を承諾しないことがあります。この場合は甲にその旨を通知します。 

 

第10条 （利用契約の解約） 

1. 甲は、利用契約を解約する場合は、乙に対し解約の日の２か月前までに解約の旨および解約

するサービスなどを別紙４の「OCH POWER解約申込書」により通知するものとします。この場合

において、通知があった日から当該通知において解約の日とされた日までの期間が２か月未満

である場合は、解約の効力は当該通知があった日から２か月を経過する日に生じるものとしま

す。 

2. 乙は、３か月の猶予期間をもって利用契約を解約することができるものとします。 

 

第11条 （乙が行う利用契約の解除） 

1. 乙は、第29条（提供停止）の規定により、本サービスの提供を停止された甲が乙の指定する期

間内にその停止事由を解消または是正しない場合は、その利用契約を解除できるものとしま

す。 

2. 甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、第29条（提供停止）および前項の規定にかかわ

らずその利用契約を即時解除できるものとします。 

(1) 自己振出した手形または小切手が不渡り処分を受ける等の支払い停止状態になった場合 

(2) 差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申立てがあった場合、または租税滞納処分を受

けた場合 

(3) 破産、会社更生手続開始もしくは民事再生法手続き開始の申立てがあった場合、または清

算に入った場合 

(4) その他財産状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合 

(5) 第30条（提供停止）各号のいずれかの事由があり、本サービスの提供に著しく支障を及ぼす

おそれがあると認められる場合 

(6) 第7条（表明保証）に違反したとき 

(7) 甲または第三者をして次に掲げる行為をしたとき 

① 乙に対する暴力的な要求行為 

② 乙に対する法的な責任を超えた不当な要求行為 

③ 乙に対する脅迫的言辞または暴力的行為 

④ 風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、乙の信用を毀損し、または乙の業務を妨

害する行為 

⑤ その他①から④に準ずる行為 

3. 乙は、前各項の規定により利用契約を解除しようとする場合には、甲に解除の旨を通知もしくは

催告しない場合があります。 

 

第12条  （権利の譲渡等の制限） 

1. 甲が本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利を、乙の承認なく、他に譲渡、貸与、

質入れ等の行為をすることができません。 



   

 

第13条 （契約期間、解約および自動更新） 

1. 本契約の最低契約期間は、利用開始日から起算して１年間とします。 

2. 甲が、契約終了日の前月20日までに、乙所定の方法により契約を終了する旨の意思表示を行

わない限り、 利用契約は更に１年自動的に延長されるものとし、以後も同様とします。  

3. 前項にかかわらず、乙が契約終了日の前月20日までに、甲に対し通知した場合、利用契約は

延長 されることなく終了するものとします。  

 

第14条  （担当者） 

1. 本サービスの利用にあたり、甲はあらかじめ担当者を選任し、運用仕様書により定めることとしま

す。担当者が交代した場合は、直ちに乙に通知し、運用仕様書を改訂することとします。 

 

第15条 第１５ 条 （第三者への請負） 

1. 乙はこの利用規約に基づく業務の全部または一部を甲の承諾なしに乙の指定した第三者に再

委託できるものとします。 

 

第16条  （守秘義務） 

1. 甲および乙は、利用契約の履行に関して知り得た相手方の販売上、技術上またはその他業務

上の秘密を相手方の書面による承諾なしに第三者に公表または漏洩してはならないものとしま

す。但し、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。尚、本条は利用契

約終了後も有効とします。 

(1) 相手方から開示、提供を受けた情報が既に公知の場合 

(2) 相手方から開示、提供を受けた情報が、自己の責によらず公知となった場合 

(3) 相手方から開示、提供を受けた情報を第三者に開示することにつき、相手側から事前に文書

による同意を得た場合 

(4) 相手方から開示を受ける以前に、自らが、第三者から守秘義務を負うことなく正当に取得した

場合 

(5) 自らが独自に開発した場合 

(6) 甲のサービス利用に係る債権・債務の特定、支払いおよび回収のため必要な 範囲で金融機

関等に個人情報を開示する場合 

(7) 裁判官の発付する令状により強制処分として捜査・押収等がなされる場合 

(8) 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令に基 づいて

提供する場合 

(9) 緊急避難または正当防衛に該当すると乙が判断した場合 

2. 乙は、利用契約が終了し、乙所定の保存期間が経過した時点で、甲の個人情報または通信の

秘密に属する情報等を消去するものとします。ただし、乙所定の保存期間の経過後においても、

乙が法令により保存する義務を負う場合は、かかる義務の履行に必要な範囲で当該情報を保

持することができるものとします。 

 

第３章 サービス 

第17条 （サービスの内容） 

1. 本サービスの内容は、「OCH POWER データセンターサービス仕様書」（以下、「仕様書」とい

います。）のとおりとします。 

 

第18条 （技術的条件） 

1. 本サービスにおける基本的な技術的条件は、仕様書のとおりとします。 

 

第19条 （サービスの終了） 



   

1. 乙は、本サービスを終了する場合があります。 

2. 本サービスを終了する場合には、終了する３か月前までにその内容を通知します。但し、天災

その他の不可抗力等の乙の責に帰すべからざる事由により、乙のOCH POWERの使用が不可

能となり、かつ、修復の見込みがない場合には、この限りではありません。 

 

第20条 （サービスの維持・管理） 

1. 甲は、本サービスの利用にあたって、乙が発行したアカウントおよびパスワー ド、サーバ設備、

通信設備、その他本サービスに関し甲において維持管理を要する情報、機器、ソフトウェア、シ

ステム等につき、自己の責任において適切に管理するものとし、当該管理により生じた結果（乙

が発行したアカウントまたはパスワー ドを第三者に開示し、漏洩しまたは推知されたことにより

生じた結果を含みます）につき乙に対し全責任を負うものとします。  

2. 甲は、各本サービスに関し乙が甲の利用に供した機器（当該本サービスの利用において、乙デ

ータセンター内に甲が設置した、甲が所有するサーバ機器等を含み、以下、「本件機器」といい

ます）に保存したデータ（個人情報、機密情報その他当該本サービスの提供開始以降に本件

機器の甲用の領域上に保存されたすべてのデータをいい、以下、「甲データ」といいます）を、

自己の責任と費用負担において管理し、バックアップを行うものとします。乙は、甲データに対

して何ら関与および関知するものではなく、事由の如何にかかわらず、次の各号に該当する事

項について、何ら責任を負うものではありません。 

i 甲データの漏洩、滅失等に関する発生 

ii 甲データの漏洩、滅失等に対する乙での予防 

iii 甲データの漏洩、滅失等が発生した場合の乙での対応 

iv 甲データの復旧  

3. 甲は、事由の如何にかかわらず、解約により、各本サービスの利用契約が終了する場合、当該

利用契約の終了の日までに、当該本サービスに関する本件機器から甲データを削除するもの

とします。当該利用契約が終了したにもかかわらず、当該本サービスに関する本件機器に甲デ

ータが残置されていた場合、乙は当該甲データを削除することができ、当該削除に関し何らの

責任も負わないもの とします。 

 

第４章 料金等 

第21条 （料金等） 

1. 本サービスの料金は、別紙４の「OCH POWER料金表」（以下「料金表」といいます。）のとおりと

します。 

 

第22条 （料金等の支払義務） 

1. 甲は、OCH POWER利用契約書第4条（利用金額）の料金を支払う義務を負います。 

2. 第30条（提供停止）の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても本サービスの

料金の算出については、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。 

 

第23条 （料金等の計算方法） 

1. 利用開始日または利用終了日が月の中途である場合は、当該月の月額料金については、当

該月の利用期間日数を当該月の日数で割った、日割り計算により算出された金額とします。 

2. 第9条（サービス内容の変更）に基づく甲の申込により、サービスの内容を変更した場合におい

ては、変更後の月額料金を適用するものとします。変更が月の中途である場合は、前項の計算

方法により算出された金額とします。 

3. 甲が、契約締結後、利用開始日までに利用契約を解除する場合は、別紙料金表の初期費用

および月額費用の１か月分を支払う義務を負います。 

4. 甲が、第13条（契約期間）に定める最低契約期間内に利用契約を解除し、または甲の責に帰

すべき事由により利用契約を解除された場合は、解除があった次の日から最低契約期間の末



   

日までの期間に対応する本サービスに係る料金の全額を、乙が別に定める方法により、甲は乙

に一括して支払うものとします。 

5. 第13条（契約期間）に定める最低契約期間内に、甲が第9条（サービス内容の変更）に基づき契

約内容の変更を行う場合であり、かつ変更後の料金の額が変更前の料金の額より低額である

場合は、変更前の料金と変更後の料金の差額に変更のあった次の日から最低契約期間の末

日までの期間を乗じて得た金額を、乙が別に定める方法により、甲は乙に一括して支払うものと

します。 

6. 前各項の支払いが遅延した場合は、第24条（料金等の支払い方法）第3項の定めを準用しま

す。 

 

第24条 （料金等の支払い方法） 

1. 甲は乙に対し、第22条（料金等の支払義務）に定める料金を乙からの請求に基づき支払うもの

とします。 

2. 甲は、前項の請求があった日より30日以内（以下、「支払約定期間」といいます。）に、乙の指定

する金融機関の口座に支払うものとします。但し、振り込み手数料等に関する費用については、

甲の負担とします。 

3. 甲の支払いが遅延した場合、甲は乙に対して、支払約定期間満了日の翌日から支払日の前日

までの日数に応じ、第25条（延滞損害金）に定める延滞損害金を支払うものとします。但し、支

払約定期間満了日の翌日から起算して１０ 日以内に支払いがあった場合はこの限りではあり

ません。 

4. 甲と、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、乙には

一切の責任がないものとします。 

 

第25条 （延滞損害金） 

1. 甲が、料金その他の債務について支払い期日を経過してもなお支払いがない場合、当該甲は

支払い期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5%の延滞利息で計算した

額を、延滞損害金として乙が指定する期日までに支払うこととします。 

2. 天災その他やむを得ない事由により支払約定期間内に支払をなし得ない場合は、当該事由の

継続する期間は支払約定期間に算入せずまたは延滞損害金を支払う日数に算入しません。ま

た、規定により計算した延滞損害金の額に100円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てま

す。 

 

第26条 （消費税） 

1. 甲が乙に対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する

法令の規定により当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるものとされている

ときは、甲は乙に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を

併せて支払うものとします。 

 

第27条  （端数処理） 

1. 乙は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数

を切り捨てます。 

 

第５章 提供中止および提供停止 

第28条 （非常事態時の利用の制限） 

1. 乙は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合は、災害の予

防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必要な事項を内容

とする通信、その他公共の利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、

本サービスを制限する措置を採ることがあります。なおこれにより甲に発生した直接的・間接的



   

な損害について、乙は第32条 （責任の制限）の定めに関わらず、一切の責任を負わないものと

します。 

 

第29条 （提供中止） 

1. 乙は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。 

(1) 乙の本サービス用設備の保守、工事または障害等やむを得ない場合 

(2) 電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合 

(3) 第28条（非常事態時の利用の制限）の規定により、本サービスの利用の制限を行う場合 

2. 乙は、前項の規定により本サービスの提供を中止する場合は、あらかじめ14日前までに、その

旨を甲に通知します。但し、緊急の場合、その他やむを得ない場合はこの限りではありません。 

 

第30条 （提供停止） 

1. 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの提供を停止することができる

ものとします。当該措置により、甲が本サービスを利用できないことで被った損害について乙は

一切の責を負わないものとします。 

(1) 支払約定期間を経過しても本サービスの料金その他の債務について支払わない場合 

(2) 第31条（禁止事項）の各号いずれかに該当する行為を行った場合 

(3) 第39条（OCH POWERの環境維持）の規定に違反した場合 

2. 乙は、前項の規定により、本サービスの提供を停止する場合は、あらかじめ、その理由、提供を

停止する日および期間を甲に通知します。但し、緊急の場合、その他やむを得ない場合はこの

限りではありません。 

 

第31条  （禁止事項） 

1. 甲は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。 

(1) 乙あるいは第三者の名誉、信用、プライバシー等の人格的利益を侵害する行為、またはその

おそれのある行為 

(2) 乙あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのあ

る行為 

(3) 乙あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはそのおそれのあ

る行為 

(4) 犯罪行為あるいは犯罪行為をそそのかしたり容易にさせる行為、またはそれらのおそれのあ

る行為 

(5) 虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそのおそれのある行為 

(6) 公職選挙法に違反する行為、またはそのおそれのある行為 

(7) 乙の本サービスの提供を妨害する行為、あるいはそのおそれのある行為 

(8) 第三者の本サービスの利用に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用す

る行為、あるいはそのおそれのある行為 

(9) コンピュータウィルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータ・プログ

ラムを本サービスを利用して使用したり、第三者に提供する行為、あるいはそのおそれのある

行為 

(10) 風俗営業等の規制および適正化に関する法律が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あ

るいはそれに類似する行為 

(11) 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または受信者が嫌悪感

を抱く、もしくはそのおそれのあるメール（迷惑メール）を送信する行為 

(12) 無限連鎖講（ネズミ講）またはマルチ商法に類する商法を開設し、またはこれを勧誘する行

為 

(13) その他、他人の法的利益を侵害したり、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サ

ービスを利用する行為 

(14) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンク



   

をはる行為 

(15) その他乙が不適切と判断する行為 

 

第６章 損害賠償 

第32条 （責任の制限） 

1. 乙の責に帰すべき理由により、甲が本サービスを全く利用できない状態に陥った場合、乙は、

この利用規約で特に定めている場合を除き、本サービスを利用できないことを乙が知った時刻

から起算して、連続して24時間以上本サービスが利用できなかった場合に限り、甲からの請求

により、当該サービスを利用できないことを乙が知った時刻から当該サービスの提供が可能と乙

が確認した時刻までの時間を24で除した数（小数点以下の端数は切り捨てます。）に当該サー

ビスの月額料金の30分の1を乗じて算出した額を限度として、甲に現実に発生した直接損害の

賠償請求に応じます。但し、甲が当該請求をし得ることとなった日から3か月を経過する日まで

に当該請求をしなかった場合は、甲はその権利を失うものとします。 

2. 天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、法令の制定・改廃、公権力による命令・処

分、争議行為等乙の責に帰さない事由により生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事

情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、乙は賠償責任を負わないものとしま

す。 

3. 電気通信事業者等の提供する電気通信役務に起因して甲が本サービスを利用できない状態

に陥った場合、当該状態に陥った甲全員に対する損害賠償総額は、乙がかかる電気通信役務

に関し当該電気通信事業者等から受領する損害賠償額を限度とし、乙は前項に準じて甲の損

害賠償の請求に応じるものとします。 

4. 本利用契約に定める乙の賠償責任は、その請求原因の如何を問うことなく、甲が現実に被った

通常かつ直接の損害を限度とし、かつその損害賠償額の合計は、該当する本サービス利用契

約に定めるサービス料金の月額費用の1か月分を限度とします。 

 

第33条 （自己責任の原則） 

1. 甲は、本サービスの利用に伴い、国内外を問わず、第三者に対して損害を与えた場合、または

第三者からクレームが通知された場合は利用契約期間および利用契約解除後にかかわらず、

自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。甲が本サービスの利用に伴い第三者か

ら損害を受けた場合、または第三者にクレームを通知する場合においても同様とします。 

2. 乙は、甲がその故意または過失により乙に損害を被らせた場合は、利用契約期間および利用

契約解除後にかかわらず、甲に当該損害の賠償を請求することができます。 

 

第34条 （免責） 

1. 乙は、この利用規約で特に定める場合を除き、甲が本サービスの利用に関して被った損害に

ついては、その原因の如何によらず、いかなる賠償の責任も負わないものとします。 

2. 乙は、本利用規約またはサービス別規約で特に定める場合を除き、甲が本サー ビスの利用に

関して被った損害（本サービスの利用の不能、本サービスにより提供される機器・設備・ソフトウ

ェアの不具合・故障、本サービスの提供の遅延、乙設置データの損壊・消失および第三者によ

る盗用・漏洩、ウイルス・マルウェア等への感染、第三者による不正アクセス・クラッキング・セキ

ュリティホールの悪用等による損害を含みますが、これらに限りません。以下同じ）については、

債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないもの

とします。 

3. 乙は、本利用規約またはサービス別規約で特別に定める場合を除き、甲への本サービスの提

供に関し、明示的であるか黙示的であるかを問わず、いかなる保証（特定目的への適合性、機

能および効果の有効性、サービスの品質、脅威に対する安全性、 商品性、完全性、正確性、

複製・移設等されたデータの同一性または整合性、第三者の権利の非侵害性、本サービスに

基づき甲に提供される機器および設備の正常な稼働、本サービスの定常的な提供等を含みま



   

すが、これらに限りません）も行わないものとします。 

4. 甲による本サービスの利用に関連して、第三者から損害賠償請求された場合、または第三者と

の間で何らかの問題が発生した場合、甲は乙を免責するとともに、責任をもって当該第三者と

対応するものとします。 

5. 前項の定めにかかわらず、前項に関連して、第三者が乙に対して何らかの請求を行い、または

訴訟を提起した場合、甲は乙が当該第三者に対応するに際し、あらゆる協力を行い、可能な限

り自ら対応するものとし、また当該請求、訴訟に関連して乙が被った一切の損害を賠償するもの

とします。 

 

第７章 OCH POWERの利用 

第35条  （OCH POWERの利用） 

1. 甲は本サービスを利用するにあたり、別途定める「運用仕様書」に従うこととします。 

 

第36条 （甲設備の設置） 

1. OCH POWERへ設置する甲設備は、甲がその費用を負担し、甲の責任において用意するもの

とします。 

2. 甲は、甲設備の情報を、サービス利用開始前にすみやかに、乙が別途定める方法により乙に

通知するものとします。また、甲が、利用申込書の記載事項および甲設備の変更を行う場合は、

すみやかに変更内容を乙に書面で届け出るものとします。 

 

第37条  （甲設備の適宜移動） 

1. 乙は、甲設備の運用維持に支障のない限度において、甲に事前に通知することにより、甲設備

を同一OCH POWER内において、適宜移動できるものとします。 

2. 前項の甲設備の移動が、乙の事情による場合は、移動に要する費用は乙が負担するものとしま

す。 

 

第38条 （甲設備の撤去） 

1. 甲は、利用契約終了日までに甲設備の全部を甲の責任においてOCH POWERから撤去するも

のとします。この撤去費用および設置場所の原状復旧に要する費用は全額甲の負担とします。 

2. 事由のいかんを問わず利用契約が終了したにもかかわらず、甲が甲設備をOCH POWERから

撤去しない場合には、乙は甲の費用負担で甲設備を返送することができます。 

 

第39条 （OCH POWERの環境維持） 

1. 甲は、OCH POWERに発火発煙、異常な発熱、異常な温度または湿度の変化、その他

OCHPOWERの環境に影響を及ぼすおそれのある、いかなる甲設備も設置しないものとしま

す。 

2. 乙は必要に応じて甲設備の点検を行うために、甲に連絡し、ラックを開錠させることができること

とします。但し相当の注意をもってその取り扱いをしたにもかかわらず生じた損害について、乙

はその責任を負いません 

3. 甲設備に異常が発見された場合は、乙はその旨を甲に報告します。発見された異常がOCH 

POWER環境に影響を及ぼすおそれのある場合は、甲はすみやかに自己の費用負担で甲設備

の停止、移動等の処置をとるものとします。但し、緊急の場合、その他やむを得ない場合は、乙

は事前の通知をすることなく、その原因となった甲設備を停止または移動できるものとします。 

4. 甲がOCH POWER内に設置した甲設備から発生した損害については、甲が損害賠償の責任を

負担するものとします。 

 

第40条 （甲設備の運用） 

1. 甲設備は甲の責任において運用するものとします。 



   

2. 甲は、乙に作業を要請することでできるものとします。要請した作業によって起こりうるデータの

喪失や甲設備の物理的損害等の危険性を十分理解した上で、乙に作業を要請するものとしま

す。乙は、甲の要請に基づいて行った作業により発生した結果についていかなる責任も負いま

せん。 

 

第８章 雑則 

第41条 （利用規約等の変更） 

1. 乙は、甲と合意することにより、この利用規約を変更することができるものとします。 

 

第42条  （専属管轄裁判所） 

1. 甲と乙との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、那覇地方裁判所を合意上

の管轄裁判所とします。 

 

第43条 （準拠法） 

1. この利用規約は、日本国の諸法令、諸規則に準拠し、同法に基づいて解釈されるものとしま

す。 

 

第44条 （契約の発効） 

1. 利用契約は、甲および乙が、「OCH POWERサービス利用契約書」に記名捺印を終了した日を

持って発効するものとします。 

 

第45条 （協議） 

1. この利用規約に定めがない事項および疑義が生じた事項については、甲および乙は誠意をも

って協議し円満にその解決にあたるものとします。 

 


