
セールスパートナー「デモ用 ROOMS」利用規約 
 
株式会社Ｂｌｏｏｍ Ａｃｔ（以下「当社」といいます）は、本利用規約を定め、これによ
りセールスパートナーに対し、デモ用に使用するための ROOMS を提供します。本利用規
約は、セールスパートナーとの間に本契約が成立した場合には、その契約内容とするもの
であり、セールスパートナーは、本契約の申し込みをした時点をもって下記条項を承諾し
たものとみなします。 
 
 
第 1条（定義） 
本利用規約において使用する用語の定義又は意味は、以下のとおりとします。  
(1)「本サービス」とは、当社が提供する ROOMSの機能・サービス全てをいいます。 
(2)「本契約」とは、本サービス利用契約をいいます。 
(3)「申込フォーム」とは、甲が提供する本サービスの利用申込書（WEB 上の申込書）をい
います。 
(4)「申込書」とは、甲が提供する本サービスの利用申込書（紙の申込書）をいいます。 
(5)「セールスパートナー」とは、当社が本サービスの販売を委託もしくは販売権限を与え、
本サービスの販売の斡旋・取次等を行う者として当社が承認した代理店若しくは販売店で
あり、且つ、当社と本契約を締結し、当社より本サービスの提供を受ける者をいいます。 
(6)「ユーザー」とは、セールスパートナーが指定した本サービスの利用者をいいます。 
(7)「企業用アプリケーション」とは、当社が構築したセールスパートナー専用の ROOMS
利用画面の総称です。 
(8)「企業管理者」とは、当社との窓口となるセールスパートナーの代表管理者で、企業用
アプリケーション内において、ユーザー登録やログイン権限の付与等、全ての権限を有し
た者をいいます。 
(9)「管理者」とは、企業管理者が指定した管理者で、企業用アプリケーション内において、
企業管理者と同等の権限を有した者をいいます。 
(10)「ルーム」とは、本サービスで提供されるオンライン上の仮想会議室をいいます。 
 
第 2条（サービス概要） 
本サービスは、本来契約ルーム数等に応じて課金される有料のサービスですが、ROOMS
セールスパートナーに対しては、当社が営業用デモとして１ルームと最大 15 名分のアカウ
ントを設定して提供し、その利用料はセールスパートナー契約期間中に限り免除されます。
本サービスの概要は、以下各号に定める通りです。 
(1) 当社は、セールスパートナー専用の企業用アプリケーション（商品名：ROOMS）を構



築し、企業管理者用アカウント（以下「企業管理者アカウント」といいます）の発行とサ
ービス利用申込に応じたルーム数を設定します。 
(2) 当社は、セールスパートナー専用の企業用アプリケーションを通じて、その他各種付加
サービス（以下「付加サービス」といいます）を提供します。 
(3) セールスパートナーは、企業用アプリケーションを通じて、当社が設定したアカウント
数を上限とした人数の利用者を指定して，ユーザーとして登録し、その登録ユーザーに
ROOMS 利用アカウント（以下「利用アカウント」といいます）を発行し、ログイン権限
を付与することができます。 
 
第３条（サービス利用規約の変更） 
当社は、本利用規約を変更する必要が生じたときには、本契約の目的に照らして、相当な
変更をすることがあります。当社は、当社が運営するウェブサイト及び企業用アプリケー
ション上で、あらかじめ変更内容及び効力発生時期を表示し、変更後の本利用規約の効力
は，表示されたその効力発生時期より生じます。セールスパートナーは、本利用規約の変
更の効力発生後も継続して本サービスを利用する場合、変更後の本利用規約の全ての記載
内容を承諾したものとみなされます。 
 
第４条（本サービスの申し込みと事実表明） 
１、本サービスの利用契約の締結をする者（以下「申込者」という）は、当社所定の書式
及び方式により、申込書又は申込フォーム（以下，両者を含めて「利用申込書」という）
に必要事項を記載又は入力し、本サービスの利用申し込みを行うものとします。 
２、申込者は、本サービス利用申し込みにあたり、当社が必要とする情報（以下「登録情
報」という）を遅延なく、当社に提供し、当社に対して次の事項を表明し、これを保証し
ます。 
(1) 本サービス申し込みにおいて申込者が述べた事実は、完全かつ正確である。 
(2) 本サービスの利用は、第三者の如何なる権利も侵害しない。 
(3) 本サービス利用にあたり、不法及び不正な目的又は意図をもっていない。 
(4) 本サービスの利用にあたり、本規約等に違反する目的又は意図をもっていない。 
(5) 本サービスの利用にあたり、類似サービスの開発及び調査の意図をもっていない。 
３、当社は、次に掲げる各号の何れかの事由に該当すると判断した場合には、本サービス
への申し込みを承諾しません。尚、当社はかかる措置に関し申込者に対し一切の責を負わ
ないものとします。 
(1) 申込者に本サービスを提供することが不適切な場合。 
(2) 申し込みの際に、申込者が提供した情報に虚偽の記載等がある場合または申し込み時の
事実表明に虚偽がある場合。 
(3) その他申込者に本サービスを提供することが不適切であると当社が判断した場合。 



 
第５条（契約の成立） 
１、本サービスは、申込者が申込を当社に行い、事前審査を完了した時点を以て契約（以
下「本契約」といいいます）が成立します。尚、事前審査完了後、当社が、第４条３項や
第 24条 4項等により、申込みを承諾しないと判断した場合は、本契約は、申し込み時点に
遡及して無効となります。 
２、本利用規約につき、利用申込書に特段の定めがある場合は、利用申込書に記載した内
容が、本利用規約に優先します。 
３、本サービスは、当社がセールスパートナー専用の企業用アプリケーションを構築し、
セールスパートナーに企業管理者アカウントを発行した時点を以て利用開始とします。 
４、セールスパートナーがオプションの追加または機能等を変更する場合は、当該分の利
用開始を以て本契約に追加（以下「契約追加」といいます）されるものとし、この契約追
加分の費用については当社より請求するものとします。 
 
第６条（サービス内容） 
当社は、登録情報を基に本サービスを提供します。登録情報が誤っている等の理由により
本サービスが提供できない場合は、当社が本サービスを提供できなかった事について、そ
の責を負いません。 
 
第 7条（アカウントの管理義務） 
１、当社は、本サービスを契約したセールスパートナー（以下「契約企業」といいます）
に対し、当該契約企業に所属する者をユーザーとして登録し、利用アカウントを付与する
ことを認めるものであり、契約企業に所属する者以外への利用アカウントの付与、貸出や
利用カウントの共有使用を認めません。 
２、セールスパートナーは、本サービスの利用アカウントが不正に使用されないように、
利用アカウントについて管理責任を負うものとします。 
３、契約企業に所属する者以外への利用アカウントの付与、貸出及び共有使用が発覚した
場合は、その利用アカウントの利用開始からの期間の通常年間利用料金（１年未満は１年
に切り上げ計算）の２倍に貸出又は共有使用をおこなった者の人数ないし企業数を掛け合
わせた金額を違約金として支払うものとします。 
 
第８条（契約期間） 
１、本契約期間は、本契約の成立から利用申込書記載の契約期間満了日までとします。但
し、セールスパートナー契約が更新された場合は、本契約も同条件で利用申込書記載の期
間をもって自動的に更新されるものとし、以降も同様とします。 
２、セールスパートナーは、本契約の成立後、契約期間内の解約をすることはできません。



但し、セールスパートナー契約が解約となった場合は、その時点をもって本契約も解約さ
れるものとします。 
３、当社は、本サービスの継続が困難な状況が生じた場合は、セールスパートナーに通知
することにより、本契約を解約することができます。 
 
第９条（契約終了時の取扱い） 
セールスパートナー契約の解約、当社による契約解除、本サービスの廃止等その終了原因
を問わず、セールスパートナーと当社との間の本サービス利用契約が終了した場合、セー
ルスパートナーは、当社で利用していたセールスパートナーのアカウントに関する一切の
権利を失うものとし、アカウントに紐づく利用情報（プロフィール、ルーム予約情報、接
続履歴、格納資料等）は、契約終了日をもって全て削除されることを承諾するものとしま
す。尚、削除された利用情報は、如何なる場合においても復元・提供することはできませ
ん。これによりセールスパートナーに損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。 
 
第 10 条（サービスの変更） 
１、当社は、当社の裁量により、セールスパートナーに事前に通知をすることなく、本サ
ービスの一部の内容を追加または変更することができます。当社は、本条に基づく本サー
ビスの追加または変更により、変更前の本サービスのすべての機能・性能が維持されるこ
とを保証するものではありません。 
２、当社は、本サービスの変更によってセールスパートナーに損害が発生した場合でも、
一切の責任を負いません。 
 
第 11 条（免責事項等） 
１、セールスパートナーは、セールスパートナーご自身の責任において当サービスをご利
用いただくものとし、当サービスにおいて行った一切の行為について、本規約 23 条１項を
除き、当社は一切の責を負わないものとします。また、その結果・効果等についても保証
するものではありません。 
２、セールスパートナーは、ご利用環境やデバイス、ブラウザの違い等により表示外観上
の差異や表示不能が生じることがあることを、あらかじめ承諾するものとします。 
３、セールスパートナーが本サービスの利用によって第三者に対して損害を与えた場合、
セールスパートナーは自己の責において解決するものとし、当社は一切の責を負わないも
のとします。また、セールスパートナーは、セールスパートナーが利用アカウントを付与
し、あるいは、企業用アプリケーションの使用及び本サービスの利用の権限を付与した利
用者について、如何なる場合もセールスパートナーが責を負うものとします。 
４、当社は、本サービスで利用される資料共有用サーバーの管理には万全を期しておりま
すが、それを保証するものではありません。セールスパートナーは共有サーバー上に個人



情報や機密情報等の重大な情報を格納しないことを約束するとともに、共有サーバー上の
予期せぬトラブルにより、格納したデータの消失や改ざん等、セールスパートナーに対し
て不利益が発生した場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。 
５、極端に長い時間のご利用があり、当社が機械的あるいは実際のご利用に沿わない接続
と判断した場合、ルームサーバー利用に対する公平性を確保させて頂く為の処置として、
接続に制限をかけさせていただく場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。 
 
第 12 条（本サービスの契約解除等） 
当社は、セールスパートナーについて次に掲げるいずれかの事由に該当すると判断する場
合、何らの催告、通知をせずにセールスパートナーに対する本サービスの提供を中止もし
くは停止し、または催告を経ずに本契約を解除することができます。この場合、本サービ
スの中止もしくは停止又は本契約の解除によりセールスパートナーに損害又は不利益等が
生じたとしても当社は一切の責を負わないものとします。 
(1) 本利用規約等を含め、本契約に違反した場合。 
(2) 申し込みに関する書類、フォーム等に虚偽の記載があった場合又は申込時の事実表明に
虚偽があった場合。 
(3) 本サービス申し込みにおいて著しい誤解を招く情報、著しく誤った情報を提供した場合、
又は重要な情報を隠した場合。 
(4) 本サービス申し込み又は利用により日本その他の国の法令に違反した場合。 
(5) 第三者を誹謗中傷した場合、知的財産権、既存のドメインに対する権利、その他の権利
を侵害した場合（第三者から当社に対してお客様による、かかる権利侵害行為の存在が通
知された場合において、当社からセールスパートナーに対して当該通知の内容について問
い合わせを行ったにもかかわらず、当社の指定する期間内に契約者が回答をしない場合に
は、当該権利侵害があったものとして本号を適用するものとします）。 
(6) 利用料の支払いがないか、滞納した場合。 
(7) 本サービスの評価又は信用を意図的に毀損した場合。 
(8) 手形、小切手の不渡りのため手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又はこれ類する
事態が生じたとき。 
(9) 監督官庁より営業の取消・停止等の処分を受けたとき。 
(10) 仮差押、仮処分、強制執行等を受けたとき（第三債務者としての場合を除く）。 
(11) 支払停止、支払不能もしくは債務超過の状態に陥り又は破産手続、会社更生手続及び
民事再生手続、特別清算手続等の倒産処理手続（本契約締結後に改正もしくは制定された
ものを含む）の申立に至る事由を生じ、又はこれらの申立を受けもしくは自らこれらの申
立をしたとき。 
(12) 本サービスと類似したサービスの開発又は調査の意図をもっていた場合 
(13) 第 20 条（機密保持)の確約に違反したとき。 



(14) その他、個別業務の遂行が困難になるおそれありと判断に至る相当の事由が生じた場
合。 
 
第 13 条（本サービスの停止等） 
当社は、次の何れかに該当する場合、何ら催告、通知をせずに本サービスの提供を中止又
は必要な期間停止することができます。この場合、本サービスの中止または停止によりセ
ールスパートナーに損害または不利益等が生じたとしても、当社は本規約等に定める場合
を除き、一切の責を負わないものとします。 
(1) 本サービスにかかわるコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急
に行う場合。 
(2) コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合。 
(3) 火災、停電、天災地変、疫病の蔓延、社会的脅威など不可抗力により本サービスの運営
ができなくなった場合。 
(4) その他、当社が中止又は停止を必要と判断した場合。 
 
第 14 条（サービスレベル） 
１、当社は、別途定めるサポート窓口において、原則として土・日・祝日及び年末年始な
どの当社指定休日を除く平日（以下「営業日」といいます）の 10:00〜17:00 までの時間帯
において、各種お問い合わせに対応します。対応は原則として電話、メール又は本サービ
スにて行い、訪問・郵便でのサポートは提供致しません。 
２、当社は、本サービスの利用に伴い、セールスパートナー専用の企業用アプリケーショ
ンを構築し、サービスの提供のみを行います。本サービスを利用するためのシステム利用
環境の整備、ウェブカメラの設置等その他一切の通信機器等はセールスパートナーが準備
するものとし、その通信機器におけるバージョンにより本サービスの表示速度や画質の低
下や障害等が生じても、当社は一切の責を負わないものとします。その他、本サービスの
提供内容以外によって生じるセールスパートナーへの本サービスの不都合も同様とします。 
 
第 15 条（競業避止義務） 
１、セールスパートナーは、ブラウザを同期させる技術を用いたリモートシステムを基に、
本サービスに類似するサービスを自ら開発せず、または関連会社等に開発させないこと、
あるいは，本サービスに類似するサービスを用いた営業等（代理店・販売店などとして本
サービスに類似するサービスの販売の斡旋・取次等を行うことを含む）を行わないことに
同意します。 
２、セールスパートナーは、自ら、本サービスの利用者として指定したユーザーに対して
も、前項と同様の義務を負わせるものとします。 
 



第 16 条（第三者との紛争解決） 
セールスパートナーは、本サービスの利用、本利用規約等に違反したことなどを原因とし
て、第三者との間で紛争等が生じた場合、自らの責と一切の費用負担において当該紛争を
速やかに解決するものとします。尚、当社は当該紛争に関して、一切の責を負わないもの
とします。 
 
第 17 条（変更届出） 
１、セールスパートナーは、申込者及び企業管理者名・住所・電話番号・メールアドレス・
URL 等、その他申込に際して当社に提供した事項に変更があったときには、ただちにその
情報を提供した当社に届け出るものとします。 
２、当社は、前項の届出があった時は、その届出のあった事実を証明する書類を提示させ
ることができます。 
３、第１項の届出の無い場合、当社はセールスパートナーに対し、セールスパートナーが
提供したセールスパートナーの住所・電話番号・メールアドレスなどの連絡先に対し通知
すれば足りるものとみなし、当該通知がセールスパートナーに到達しなかったとしても、
当該通知を発したときにセールスパートナーに到達したとみなします。 
 
第 18 条（譲渡の禁止） 
契約者は、当社が事前に承諾した場合を除き、本契約上の地位並びに本サービスに対する
如何なる権利又は義務についても第三者に譲渡、承継、担保設定その他の処分をすること
はできないものとします。 
 
第 19 条（事例の公開） 
当社は、セールスパートナーからの特段の申し入れがない限り、セールスパートナーの会
社名を当社サービス導入企業として公開することができるものとします。 
 
第 20 条（機密保持） 
セールスパートナー及び当社は、相手方より提供を受けた技術上、営業上その他業務上の
機密情報を厳重に取り扱うものとします。また、この機密情報はセールスパートナーへの
サポートやサービスの改善目的にのみ使用するものとし、同じく厳重に管理・取り扱うも
のとします。尚、本サービスの契約条件も機密情報とします。 
 
第 21 条 （個人情報） 
１、当社の個人情報の取り扱いについてはプライバシーポリシーに定めるとおりとします。 
２、当社は、本利用契約の終了後も、プライバシーポリシー記載の利用目的の範囲内でセ
ールスパートナーおよび利用者の個人情報を利用できるものとします。 



 
第 22 条（再委託） 
１、当社は、本サービスの構築・保守等の業務につき一部又は全部の作業を当社の責任に
おいて第三者に再委託できるものとします。この場合は、当社は委託先に対して、本契約
と同様の義務を負わせ、一切の責任は当社に帰属します。 
２、当社は、本サービスのサーバー運用等の業務につき、データセンター事業者に委託を
行う場合があります。この場合は、当社は委託先に対して、本契約と同等の義務を負わせ、
一切の責任は当社に帰属します。 
 
第 23 条（損害賠償） 
１、当社は、本サービスの提供にあたり、自らの故意または重過失により契約者に損害を
与えたとき、セールスパートナーに対してその損害を賠償するものとします。但し、不法
行為、債務不履行、その他請求原因の如何を問わず、当社は、如何なる間接損害、予見の
有無にかかわらず特別な事情から生じた損害については、賠償の責を免れるものとし、当
社が責を負う賠償額は、当該損害の発生した契約に関しての通常料金を元に計算した利用
料金免除額相当額をその上限とします。 
２、セールスパートナーが本利用規約等に違反し、又は本サービスの利用に関連して、当
社に損害を与えた場合には、本利用規約等の定めにより本サービス提供の一時停止、本契
約の解除等をしたか否かにかかわらず、当該セールスパートナーは、当社に対しその損害
を直ちに賠償する責を負うものとします。 
３、法人又はその他の団体（以下「法人等」といいます）が、当該法人等に所属する個人
をセールスパートナーとして本サービスに利用申し込みをし、本契約が締結された場合、
その利用態様如何を問わず、当該法人等の利用であるとみなします。その場合において、
当該個人が本利用規約等に定める事項に違反したことにより当社が損害を被った場合には、
その時点で当該個人が法人等に所属しているか否かに関わらず、当該法人等が当該損害を
賠償する責を負うものとします。 
４、セールスパートナーが本サービス利用により第三者と紛争になった結果、当社が当該
第三者より請求または要求を受けた場合、セールスパートナーは、セールスパートナーの
責任の下当社を保護するものとします。万一当社が当該第三者に対し損害賠償義務を負い、
かかる請求もしくは要求に対応する費用（弁護士費用等含む）を負担した場合、その損害
額及び費用を当社に補償するものとします。当社は、当該第三者に現実に損害額を支払う
前でも、当該損害額にかかる損害補償義務の履行をセールスパートナーに請求できるもの
とします。ただし、損害および費用の補償義務の履行請求に際し、セールスパートナーは
自己の責に帰すべき事由がない場合に限り、当社に弁明を申し立てることができるものと
します。 
 



第 24 条（反社会的勢力の排除） 
１、セールスパートナーと当社は、双方に対して本契約成立日において、自らの取締役、
監査役及び執行役員等の業務執行について重要な地位にあるもの、並びに出資者（併せて
以下「役職員等」）が、以下の各号に定めるもの（以下「暴力団等」）に該当しないことを
表明し、保証するものとし、かつ将来に亘っても該当しないことを確約します。 
(1) 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（平成三年五月十五日法律第
七十七号。その後の改定を含みます）第２条において定義されるもの）。 
(2) 暴力団の構成員（準構成員を含みます。以下同様）、もしくは暴力団の構成員でなくな
った日から５年を経過しない者。 
(3) 暴力団関係企業又は本項各号に定める者が出資者または業務執行について重要な地位
にある団体もしくはこれらの団体の構成員。 
(4) 総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の
構成員。 
(5) 暴力団又は暴力団の構成員と密接な関係を有する者。 
(6) 前各号に準じる者。 
２、セールスパートナーと当社は、双方に対して本契約成立日において、以下の各号のい
ずれにも該当しないことを表明し、保証するものとし、かつ将来に亘っても該当しないこ
とを確約します。 
(1) 暴力団が経営を支配していると認められる関係を有すること 
(2) 暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 
(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者に損害等を加える目的をも
ってするなど、暴力団等を利用していると認められる関係を有すること 
(4) 自己又は役職員等が暴力団等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関係を有すること 
(5) 自己又は役職員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること 
(6) 前各号に準じる関係を有すること 
３、セールスパートナーと当社は、自ら、又は第三者を通じて以下の各号の何れかに該当
する行為及び該当する虞のある行為を行わないことを誓約するものとします。 
(1) 暴力的な行為。 
(2) 法的な責を超えた不当な要求行為。 
(3) 取引に関して、脅迫的な言動を行い、又は暴力を用いる行為。 
(4) 風説の流布、偽計もしくは威力を用いて、当社及びセールスパートナーの信用を毀損し、
又はこれらの者の運営にかかる業務を妨害する行為。 
(5) 暴力団等が役職員等となり、又は前項各号に該当する行為。 
(6) 前各号に準じる行為。 
４、本条第１項及び第２項に定める表明及び保証事項が虚偽や不正確となる事由が判明若



しくは発生し、又は発生すると合理的に見込まれる場合には、当社は、通知・催告その他
の手続きを要することなく、当該申込者にかかる利用申し込みを承諾せず、又は、本契約
成立後に，当社は，本契約を解除することができるものとします。 
５、前項によっては、セールスパートナーに対する損害賠償、または、当社に対する損害
賠償請求は何ら妨げられないものとします。 
６、第４項にしたがって，利用申込を承諾せず、又は，本契約を解除したことによって当
社又はセールスパートナーに損害、損失、費用等が発生した場合でも、その相手方は何ら
責を負わないものとします。 
 
第 25 条（準拠法） 
本契約の効力、履行、解釈に関する準拠法は日本法とします。 
 
第 26 条（専属的裁判管轄） 
当社とセールスパートナーとの間で訴訟の必要が生じた場合は、当社の本社所在地を管轄
する裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
 
第 27 条（存続規定） 
本規約等は利用契約期間が終了したといえども有効に存続します。 
 
 
２０２１年３月２３日 制定 


