
Wall利用規約

第1条（利用規約の適用）
1. 別途、書面による合意がある場合を除き、Wall利用規約（以下「本利用規約」といいます。）は株
式会社SUPWAT（以下「当社」といいます。）が提供するWall（以下「本サービス」といいます。）のお
客様自身による利用に関して適用するものとします。
2. 「お客様」とは、本利用規約を承諾の上、当社所定の手続に従い本サービスの利用を申し込
み、当社がその申込みを承諾した法人及び団体等をいいます。
3.本利用規約は当社とお客様との間に適用されるものであり、お客様は、本サービスのサービス申
込フォーム又は申込書（以下「申込書等」といいます。）により必要情報を当社に提出した時点で、
本利用規約の事項に拘束されることに承諾したものとみなされます。
4. お客様による本サービスの利用開始にあたって、お客様はお客様を当事者とする本利用規約
の各条項を内容とする契約（以下「本契約」といいます。）を締結したものとし、本サービスの利用を
申し込んだ方は、お客様を代表して本契約を締結する権限を有することを表明したものとします。
5. 本利用規約は本サービスをご利用いただく際の、当社とお客様との間の一切の関係に適用され
るものとします。
6. 本利用規約の内容と、本利用規約外における本サービスの説明等が異なる場合には、本利用
規約の規定が優先して適用されるものとします。

第2条（本サービスの実施）
当社は本利用規約に基づき、お客様に対して本サービスを提供します。

第3条（本利用規約の変更）
1. 当社は、以下の場合には、お客様の承諾を得ることなく、本利用規約の全部又は一部を変更す
ることがあります。その場合、お客様は、変更された利用規約に従うものとし、変更された利用規約
の内容が本契約の内容となります。
(1) 本利用規約の変更が、お客様の一般の利益に適合すると当社が判断したとき
(2) 本利用規約の変更が、本契約を締結した目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容
の相当性及びそ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当社が判断した
とき
2. 当社は、前項の変更を行う場合は、効力発生時期を定めた上で、変更後の新利用規約の内容
及び効力発生時期を、お客様に対し、インターネットの利用その他当社指定の方法で速やかに通
知します。

第4条（本サービス内容）
1. 特に定めがない限り、当社はお客様に対し、ソフトウェアの提供あるいはクラウドサービスの提供
等により、本サービスを通じて、データの管理・解析・学習済みモデルの構築・再学習等を行うこと
ができるプラットフォームを提供します。
2. 当社は、本サービスのより詳細な内容及び機能等につき、当社から送付する資料又は当社サイ
ト上の本サービスに関連するページ等により情報を提供します。なお、当社は、本サービスの内容
及び機能等を、当社の判断に基づき、事前予告なしに随時追加、変更又は削除等する場合があり
ます。

第5条（本サービス料金）
1. お客様は当社に対し、前条に定められた本サービスの利用の対価として、当社が別途定める料
金表（以下「本料金表」といいます。）に記載の金額（以下「本サービス料金」といいます。）を支払う
ものとします。当社は、お客様に対し、１ヶ月前までに変更内容を通知することにより、本料金表の
内容を変更することができるものとします。この場合、本料金表が変更された日以降に更新された
本契約から、変更後の本料金表に基づく本サービス料金を適用するものとします。
2. 本サービス料金の支払方法は、双方が別途合意する場合を除いては、クレジットカード払い又
は請求書払いとなります。支払日は、申込書等において定めるものとします。なお、クレジットカード



払いの場合、当該クレジットカード会社の規約により本サービス料金の支払いが承認されなかった
とき又は当該クレジットカードの会員資格を喪失したときその他の事由により当該クレジットカード会
社による当社に対する本サービス料金の立替払いがなされなかったときは、当社はお客様に対し、
直接立替払いのなされなかった当該料金の支払いを請求し、お客様は当社が定める日までに当
社が定める方法で当該料金を支払うものとします。
3. お客様の当社に対する各支払に要する振込手数料は、お客様の負担とします。

第6条（本契約の契約期間）
1. 本契約の契約期間は、利用開始日から1年間とします。当社が定める方法により契約終了を希
望する月の前々月までにお客様又は当社から別段の意思表示がないときは、本契約は期間満了
日の翌日から更に１年間同じ条件で自動的に更新されるものとし、以降も同様とします。
2.お客様は、本契約の成立後、契約期間内に解約することはできません。お客様の都合で解約又
は一部解約が発生した場合、お客様は、解約料として本来の契約期間満了までの本サービス料
金を当社に支払うものとします。既に支払済であればそれを充当するものとし、不足分があれば、
お客様は当社に対し、当該不足分を別途支払います。
3. 当社は、当社において本サービスの継続が困難な状況が生じた場合は、お客様へ通知すること
により、本契約を解約することができます。

第7条（本契約の解除）
1. 前条の定めにかかわらず、お客様及び当社は相手方が次の各号のいずれかに該当した場合で
あって、書面により相手方に催告後、相手方が直ちに是正しないときは、本契約の全部又は一部
を即時に解除できます。
(1) 相手方が正当な理由なく、本契約の全部又は一部を履行しないとき
(2) 相手方の責めに帰すべき事由により、本契約に定める債務の履行が著しく遅滞又は不能に
なったとき
2. 前項の定めにかかわらず、お客様及び当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当するに
至ったときは、相手方に何らの通知、催告を要せず即時に本契約の全部又は一部を解除できま
す。
(1) 自己振出しの手形又は小切手が不渡処分を受ける等の支払停止状態となったとき
(2) 差押え、仮差押え、本契約に関する仮処分若しくは競売の申立てがあったとき、又は租税滞納
処分を受けたとき
(3) 破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始の申立てがあったとき
(4) 解散又は事業の全部又は重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
(5) その他財産状態が悪化し、又はその虞があると認められる相当の事由があるとき
(6) その他本契約に関して重大な違反が認められるとき
3. 当社はお客様に対し、当社が前項各号に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できな
かった場合にお客様が被った損害について、一切その責任を負わないものとします。

第8条（本サービス利用の廃止）
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、合意に基づき、本サービスの全部又は一部を廃
止することができるものとします。
(1) 廃止日の6ヶ月前までにお客様に通知した場合
(2) 天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
(3) 当社が開発していないソフトウェア等若しくは当社が製造していないハードウェア等のライセン
ス、製造若しくは販売停止等供給が停止し、又はそれらのサポートが終了となった場合

第9条（サービスレベル等）
1.当社は、本サービスの内容の追加若しくは変更又は本サービスの中断、停止、廃止若しくは終
了によってお客様に生じたいかなる損害についても、一切の責任を負いません。アクセス過多その
他予期せぬ要因でデータ処理速度の低下や障害等が生じた場合も同様とします。
2. 当社は、本サービスの提供にあたり、データの処理速度・品質等については、本サービスが明
示した内容以上は、一切サービスレベルの保証はいたしません。



3. 当社は、お客様の利用する機器による機能制限若しくはお客様が当社アプリケーションのプロ
グラムをバージョンアップしないことによる、又は当社が合理的な範囲内で対策を講じても避けられ
ない第三者からの不正アクセス、ハッキング等のセキュリティ事故が発生した場合も一切責任は負
いません。

第10条（お客様の義務）
1. お客様は、自らのログイン情報及びAPI接続情報を自己の責任において適切に管理及び使用
し、第三者に開示又は利用させてはならないものとします。
2. お客様が前項の義務に違反したことにより当社に損害が発生したときは、当社はお客様に対し
てその損害の賠償を請求できるものとします。
3. お客様のログイン情報及びAPI接続情報がお客様以外の第三者に利用された場合であっても、
当社は、当該利用はお客様によるものとみなし、これによりお客様に損害が発生した場合であって
も当社は責任を負わないものとします。
4. 当社は、不正利用防止の観点から、お客様による本サービスへのログインができない状態にす
ることができるものとします。

第11条（ネットワーク通信の取扱い）
1. 本サービスの提供にあたって、当社が提供するサービスの内容に応じてSSL暗号化技術を用い
たセキュリティ強化が図られますが、お客様は、本サービスを利用して送受信される電子メール及
び各種電子データについて、送受信の過程で当社の関知しない種々のネットワークや機器を経由
することがあることを理解し、場合によっては本サービスを正常に利用できない可能性があること及
び意図しない第三者による操作等が行われる可能性があることを認識し、本サービスが確実な通
信を保証するものではないことを理解したうえで本サービスを利用するものとします。
2. 当社が指定した環境又は条件外で本サービスを利用したことによりお客様に損害が発生した場
合、当社はいかなる責任も負わないものとします。

第12条（データの保存）
1. 当社は、本サービスにおいてお客様から当社に提供されたデータについて、当社が委託してい
る本サービス用サーバ（以下「本サービス用サーバ」といいます。）に保存及び蓄積することができ
るものとします。
2. お客様は、当該データを本利用規約に基づいてお客様が利用し、当社に利用させる権限があ
ること、かかるデータの利用が法令に違反するものではないことを保証します。
3. 本サービス利用を通じて取得したデータ及び情報並びに本サービス利用を通じて本サービス用
サーバに保存及び蓄積したデータ等については、お客様の責任においてバックアップ等の保全
措置を行うものとします。当社は、本サービスの障害対策を目的として、本サービスに関するデータ
等のバックアップを行うことができるものとします。

第13条（障害時の対応）
1. お客様は、本サービスに関して、何らかの不具合又は故障等（以下「障害等」といいます。）を発
見した場合は、速やかに当社にその旨を連絡するものとします。また、当社は善良なる管理者の注
意義務をもって本サービスの正常な稼働を目的として、通信回線、サーバ及びソフトウェアの維持
管理（監視を含みます。）を行うものとし、障害等が発生した場合には直ちにお客様に通知するも
のとします。
2.本サービスに関して障害等が発生した場合は、お客様は、当社の指示に従い、必要な作業を行
うものとし、当社が行う障害切分け及び対応に伴う各種作業に協力するものとします。

第14条（本サービスの一時停止）
1.お客様が次の各号の行為を行ったときは、当社は、事前の通知なく、また、何らの責任を負うこと
なく、当該行為を行ったお客様の本サービスの利用を停止することができます。
(1) お客様が本利用規約に違反し、または違反する恐れがあると当社が認める行為。
(2) 月ごとの利用上限を大幅に超える利用がなされ、また利用がなされる恐れがあるなど、本サー
ビスに著しい負荷や障害が加えられることによって当社のサービスの提供に影響を与え、又は与え



る恐れがあると当社が判断する行為。
(3) その他、当社が不適切と認める行為。
2. お客様に当社は次の各号の事由により、事前の通知なしに本サービスを停止する場合がありま
す。
(1) 本サービスを提供するために必要なシステムのメンテナンス、電気通信設備の保守上若しくは
工事上やむを得ないとき、又はやむを得ない障害等が発生したとき。
(2) 本サービスに著しい負荷や障害が加えられることによって正常なサービスを提供することが困
難であるとき、又は困難であると当社が判断したとき。
(3) 本サービスに関するデータの改ざん、ハッキング等本サービスの提供を継続することにより、お
客様又は第三者等が著しい損害を受ける可能性を当社が認知したとき。
(4) 電気通信事業者又は国内外の電気通信事業体による電気通信サービス、電力会社による電
力供給サービスその他の公共サービスの提供が停止されることで、本サービスの提供が困難に
なったとき。

第15条（個人情報の保護及び取扱いについての責任）
1. 当社は、当社の個人情報保護方針に沿って、お客様から開示を受けるデータ等に含まれる個
人情報（ただし、次条1項に定めるユーザー情報を除きます。本条において、かかる個人情報を
「個人データ」といいます。なお、本利用規約において、個人情報とは、個人情報の保護に関する
法律（平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。）に定める個人情報をいいま
す。）は、お客様の委託に基づき提供を受けるものとします。お客様が個人データを本サービスに
アップロードする等により当社に開示したときは、お客様は、本サービスの利用のために当社に個
人データの取扱いを委託したものとします。
2. お客様が当社に個人データの取り扱いを委託するに際しては、お客様自身が個人情報保護法
等の法令に定める手続きを履践していることを保証するものとします。
3. 当社は、お客様から委託された個人データを、本契約の有効期間にかかわらず、永久に第三者
に対して一切開示又は漏えいしないものとします。
4. 当社は、お客様から委託された個人データについて、漏えい、滅失又は毀損の防止その他の
個人データの安全管理のため、管理責任者を定め、必要かつ適切な措置を講じます。
5. 当社は、お客様から委託された個人データを、委託の趣旨の範囲を超えて利用、加工、複写及
び複製を行わないものとします。
6. 当社は、お客様から委託された個人データについて、漏えい、滅失又は毀損等の事故が発生し
た場合、その事実を速やかにお客様に報告し、原因の調査を行い、事故の拡大防止に必要な措
置を講ずるものとします。
7. 本サービスにおいてお客様から当社に提供されたデータ等に個人データが含まれる場合の取
扱いについては、お客様自身が個人情報保護法に定める個人情報取扱事業者として主体的に行
い、当社はお客様から第4条に定める本サービスの提供に関する範囲で取扱いの委託を受けてい
るに過ぎないことを、お客様及び当社は相互に確認します。

第16条（情報の利用）
1. 当社は、前条の定めに関わらず、ユーザー情報（第2条第1項に定める申込書等においてお客
様が当社に提供した情報、当社がお客様に割り当てたユーザー名及びこれについてのログインパ
スワード等、お客様に関する情報をいいます。）については、本サービスを含む当社が提供しまた
は提供しようとしているサービスの品質向上及びこれらのサービスに関するお客様へのご案内の目
的で利用することができるものとします。
2. お客様は、ユーザー情報の提供について、お客様自身が個人情報保護法等の法令に定める
手続きを履践していることを保証するものとします。
3. 当社は、統計的目的で本サービスの利用状況を分析し、統計結果を一般に公表することがあり
ます。但し、個々のお客様及び個人情報が識別されることのないようにします。
4. 当社は、お客様から本サービスの利用情報を取得し、またはお客様に対し、本サービスに関す
るフィードバックの提供を求める場合があります。ただし、これらの利用情報またはフィードバックの
内容の利用の目的は、本サービスの運営、プロモーション、改善、および、新しいサービスの開発
に限定されます。



第17条（事例の公開）
お客様は、当社がお客様の会社名を本サービス導入企業として次の各号において公開及び紹介
することを承諾するとともに、お客様に事前に通知した上で、公開又は紹介に必要な範囲内でロゴ
及び商標等の使用を当社に無償で許諾します。
(1) 営業資料
(2) 展示会の出展ブース
(3) セミナー
(4) 当社ホームページ
(5) マスコミからの取材

第18条（機密保持）
1. 本契約にいう機密情報（以下「機密情報」といいます）とは、本契約に関連して一方当事者から
他方当事者に開示される技術上又は営業上の有用な情報であって、次の各号の一に該当するも
のをいいます。
(1) 機密である旨が明瞭に表示された書面、図表、その他関係資料等の有形の形態により開示さ
れる情報
(2) 機密である旨を告知したうえで口頭その他無形の形態で開示される情報であって、かかる開示
後３０日以内に当該情報の内容が秘密である旨を明示された書面により通告される情報
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、機密情報に含まれない
ものとします。
(1) 既に公知のもの又は自己の責めに帰すことのでき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第三者から正当に入手したもの
(4) 機密情報によらずに独自に開発し又は知り得たもの
3. お客様及び当社は、相手方より提供を受けた機密情報を機密に取り扱うものとし、相手方の書
面による承諾がない限り、第三者に開示又は漏えいしないものとします。尚、本契約の内容も機密
情報とします。ただし、本件業務の遂行のために機密情報を知る必要があるそれぞれの役員、従
業員にのみこれを開示することができ、当該役員および従業員に対して機密保持義務を遵守させ
るものとします。また、政府機関もしくは金融商品取引所、または裁判所等から法令、規則、命令も
しくは合理的な根拠に基づき機密情報の開示が要求された場合、機密情報を合理的に必要な範
囲内でのみ開示することができます。
4. お客様は、本件業務が完了した場合、本サービスが解約または満了となった場合、または本
サービスの有効期間中に当社の要求があった場合には、本件機密情報を直ちに返還または廃棄
するものとします。
5. お客様において本件機密情報が第三者に漏洩した又はその疑いがある場合には、発生原因の
如何にかかわらず、お客様は当社に対して直ちに状況を報告するとともに、漏洩の有無等を調査
し、漏洩の事実を認めるときはその原状回復、拡大防止と再発防止に必要な措置を講じる必要が
あります。

第19条（遅延損害金）
お客様は、本契約に基づく債務の弁済を怠ったときは、弁済すべき金額に対し、年率14.6％の割
合による遅延損害金を当社に支払わなければなりません。

第20条（権利義務の譲渡）
お客様は、本契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し又は承継させてはなりません。但
し、書面により当社から事前の承諾を得た場合を除きます。

第21条（財産権の帰属）
1. 本サービスを構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続き、商標、商号等に関
する著作権、知的財産権その他一切の有体・無体の財産権（以下「知的財産権等」といいます。）
は、当社に帰属するものとし、お客様に本利用規約に定める以上に使用許諾するものではありま



せん。
2.本サービス用サーバに保存された、お客様がアップロードしたデータについて、お客様と当社は
それぞれ次のとおり利用権限を有するものとします。
(1) お客様：自由に利用することができるものとします。
(2)当社：本サービスを含む当社が提供しまたは提供しようとしているサービスの品質向上、本サー
ビスに係る研究開発のため（以下「本条において「本目的」といいます）にのみ利用できるものとしま
す。
3. お客様が本利用規約締結前から保有している学習済みモデル及び本サービスを用いてお客様
自身が開発した学習済みモデルについては、当社は、本サービスを提供する目的の範囲で当該
知的財産権等を利用できるものとします。

第22条（再委託）
当社は、本サービスの提供に関して、全部又は一部の業務を、当社の責任において第三者に再
委託できるものとします。

第23条（禁止事項）
お客様は、本サービスの利用にあたり、次に掲げる行為を行ってはならないものとします。
(1) 本利用規約に違反する行為
(2) 当社又は第三者の著作権､商標権､特許権その他の知的財産権を侵害する行為又は侵害を
可能ならしめる行為
(3) 本サービスの全部又は一部の複製、改変、編集、消去、他のプログラム等との結合、リバース
エンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル又はミラーサイト構築等の行為
(4) 本サービスに対してウイルス等の有害なプログラムを送信してサービスに負荷をかける行為又
は本サービスが当該有害なプログラムを受信可能な状態に置く行為
(5) 法令その他当局の規則若しくは通達によって禁じられた行為又は公序良俗に反する行為
(6) 当社の事前の許可なく、第三者に本サービスを利用させる行為
(7) 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
(8) 当社のネットワークまたはシステム等に不正にアクセスし、または不正なアクセスを試みる行為
(9) 前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為
(10) その他、当社が不適切と判断する行為

第24条（反社会的勢力の排除）
1. お客様及び当社は、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会
運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる反社会的勢力のいずれにも該当し
ないことを表明し、かつ将来に亘っても該当しないことを確約します。
2. お客様及び当社は、自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当
要求行為、取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為、風説、偽計又は威力を用いて会社
の信用を棄損し又は会社の業務を妨害する行為、反社会的勢力の活動を助長し又はその運営に
資する行為、反社会的勢力への利益供与等その他これらに準ずる行為を行わないことを確約しま
す。

第25条（損害賠償）
当社は、本契約に違反し、お客様に損害を与えた場合、当該違反行為の日を終期として過去1年
間にお客様が当社に支払済みの本サービス料金を上限として、お客様に対し当該違反によりお客
様に生じた直接かつ通常の損害に限り損害賠償の責めを負うものとします。

第26条（分離可能性）
本利用規約の条項の一部が、管轄権を有する裁判所によって違法または無効と判断されたとして
も、残部の条項は、その後も有効に存続します。

第27条（免責）
1. 当社は、いかなる場合も、お客様が本サービスの利用に起因して被った逸失利益、間接損害、



懲罰的損害その他特別損害につき、一切責任を負わないものとします。
2. 当社は、お客様が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切
責任を負わないものとします。
3. お客様は、お客様が原因で発生した当社の債務、損害及び費用（弁護士費用を含みます。）に
関して、当社に対して補償を行うものとします。

第28条（不可抗力）
当社は、天災、台風、地震、停電、火事、労働争議、騒乱、伝染病、納入業者の債務不履行、法
令の変更、政府、関連省庁若しくは地方公共団体による法令、条例、規則、通達、行政指導その
他の指導、輸送機関の問題又は合理的な範囲内で当社の管理の及ばない事柄その他の不可抗
力による本契約上の債務不履行につき何ら責任を負わないものとします。

第29条（存続条項）
本契約がいかなる理由により終了した場合においても、契約期間中における当然に終了後も有効
となる取決めのほか、第15条(個人情報の保護及び取扱いについての責任)、第16条（情報の利
用）、第17条（事例の公開）、第18条(機密保持)、第19条（遅延損害金）、第20条(権利義務の譲
渡)、第25条(損害賠償)、第27条（免責）、本条及び第31条(管轄裁判所)の各規定は、以後も引き
続き効力を有するものとします。

第30条（協議）
本利用規約に定めのない事項又は本利用規約の各条項について疑義が生じた場合には、お客
様と当社は誠実に協議し、円満に解決を図るものとします。

第31条（管轄裁判所）
本サービスに関する訴訟については、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。

2021 年 3 月 1 日制定


