
 

 

産業向け自家消費型太陽光発電 会員サイト規約 

 

オムロンソーシアルソリューションズ株式会社（以下「当社」といいます）は、「産業向け

自家消費型太陽光発電 会員サイト」（以下「本サイト」といいます）にて、本サービス（第

２条の定義による。以下同じ）を提供します。本サービスをご利用いただくには、本規約が

適用されることをあらかじめ承諾のうえで、本規約に従い会員登録を行っていただく必要

があります。 

 

第１条（本規約の目的） 

本規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する会員と当社との間の

権利義務を定めることを目的とします。 

 

第２条（定義） 

本規約において使用する用語の意味は、以下のとおりです。 

（1）「会員」 当社の産業向け自家消費型太陽光発電に関する製品又はサービスを利用され

ている若しくは利用を検討されている組織に所属される従業者であり、かつ、

本規約に従って会員登録がなされた個人 

（2）「本サービス」 本サイトにおける資料及び動画の配信サービス、オンライン問い合わ

せ対応サービス並びに当社と会員及び会員相互間のコミュニケーショ

ンツール提供サービス 

（3）「個人情報」 個人情報の保護に関する法律（平成 15年法律 57号、その後の改正を含

む）に規定する個人情報 

（4）「知的財産権」 著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権（そ

れらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利

を含む） 

（5）「会員コンテンツ」 会員が本サービスを利用して投稿その他送信するコンテンツ（文

章、画像、動画その他のデータを含むが、これらに限られない） 

 

第３条（本規約の承諾及び変更等） 

１ 本規約は、会員と当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。

本サービスを利用するには、本規約が適用されることを承諾したうえで会員登録を行

っていただく必要があります。 

２ 当社が別途定めて会員に周知し又は通知する利用上の注意等は、本規約の一部を構成

し、本規約に定めのない事項について本規約を補完します。これらの利用上の注意等と

本規約の間に内容の相違がある場合については、本規約を優先して適用します。 

３ 当社は、法令の改廃、本サービスの内容の変更その他の理由により必要と認める場合、



 

 

本規約を変更できます。この場合、変更の内容及び適用開始日を会員に適切な方法によ

って事前に周知し又は通知します。 

 

第４条（会員登録） 

１ 本サービスの利用を希望する者（本条及び次条において以下「申込者」といいます）は、

本規約の内容を承諾の上、当社所定の方法により、会員登録の申込みをするものとしま

す。 

２ 申込者の会員登録の申込みを当社が承諾したときは、当該申込者は会員として登録さ

れます。当社が会員登録の申込みを承認するか否かの審査に必要な資料の提供を申込

者に求めたときは、申込者はこれに応じるものとします。なお、当社が申込みを承認し

なかった理由は、申込者に開示されません。 

３ 会員登録の完了時に、申込者と当社の間で本サービスの利用契約が成立します。当該利

用契約成立後、会員は、当社から本サービスの利用のために必要なアカウントの発行を

受けて、会員 ID及びパスワードを設定できるようになります。 

 

第５条（会員資格） 

申込者又は会員は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員になることはできず又は

本サービスの利用できません。 

（1） 会員登録の申込みの内容の全部又は一部に虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合 

（2） 過去に本規約に違反し又は会員登録が抹消されたことがある場合 

（3） 消費者契約法上の消費者である場合 

（4） 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から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、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能能力集団そ

の他これらに準ずる者（以下総称して「反社会的勢力」といいます）である場合 

（5） 自ら又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもっ

て反社会的勢力を利用し、反社会的勢力に対して資金等を提供し若しくは便宜を

供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し又は関与し、又は反社会的勢力

との社会的に非難されるべき関係があると認められる場合 

（6） その他会員登録又は本サービスの利用が適当でないと当社が判断した場合 

 

第６条（届出内容の変更） 

１ 会員は、会員登録の申込の内容その他の会員が当社に届け出た事項に変更が生じたと

きは、速やかに当社所定の方法により変更内容を届け出るものとします。 

２ 当社は、会員が前項の届出を怠ったために当社から会員への連絡、通知等が会員に到達

せず又は遅延したことにより会員に生じた損害について責任を負いません。 

 



 

 

第７条（パスワード及び会員 IDの管理） 

１ 会員は、自己の責任において、第４条（会員登録）第３項に基づき設定した会員 ID及

びパスワードを適切に管理及び保管するものとし、これらを第三者に利用させ又は貸

与、譲渡、名義変更、売買等を行ってはならないものとします。 

２ 会員 ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた

損害に関する責任は会員が負うものとします。 

 

第８条（委託） 

当社は、会員に対して提供する本サービスの全部又は一部を第三者に委託することが

できるものとします。 

 

第９条（利用料金） 

本サービスの利用には、利用料は発生しません。ただし、本サービスへのアクセスに必

要な通信環境やパソコンなどの設備等は会員が用意するものとし、これらにかかる費

用（通信料を含むが、これに限られない）は会員が負担するものとします。 

 

第 10条（利用条件） 

１ 本サービスは、当社の産業向け自家消費型太陽光発電に関する製品又はサービスを利

用されている若しくは利用を検討されている組織に所属している従業者を対象とする

ものであり、消費者契約法上の消費者に該当する場合は、会員登録及び本サービスの利

用は認められません。 

２ 会員は、その所属する組織における当社の産業向け自家消費型太陽光発電に関する製

品又はサービスに関連した業務において、本サービス又は本サイトにおいて配信する

資料又は動画等のコンテンツを利用するものとし、それ以外の目的で利用してはなら

ないものとします。 

３ 本サービスの提供地域は、日本国内に限定します。 

 

第 11条（禁止事項） 

会員は、次の各号に掲げる行為を行わないものとします。 

（1） 本サービス又は本サイトにおいて配信する資料又は動画等のコンテンツの無断

での複製（但し、当該コンテンツを紙媒体に印刷して会員の所属する組織内で利

用する行為は除く。）、改変又は第三者への提供 

（2） 本サイト又は本サービスを利用することにより得られる一切の情報を、無断で転

載、複製、出版、放送、公衆送信する行為、又は当該行為を第三者に行わせる行

為 

（3） 本サイト又は本サービスを利用することにより得られる一切の情報を、日本以外



 

 

の国で利用する行為 

（4） 本規約に違反する行為 

（5） 当社又は他の会員の権利又は法律上保護される利益を侵害する行為（当社又は他

の会員に対する誹謗中傷行為を含む） 

（6） 当社に対して虚偽の届出をする行為 

（7） 会員 ID又はパスワードの、第三者との共有又は第三者への譲渡若しくは貸与 

（8） 他の会員の会員 ID 及びパスワードを使用して本サイトにアクセスする行為その

他第三者になりすまして本サービスを利用する行為 

（9） 当社による本サービスの提供又は運営を妨害する行為 

（10） 自ら又は第三者を利用した次の行為 

ア 暴力的な要求行為 

イ 法的な責任を超えた不当な要求行為 

ウ 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

エ 風説を流布し、偽計又は威力を用いて当社の業務を妨害し、又は信用を毀損

する行為 

オ その他上記アからエに準ずる行為 

（11） その他、当社が不適切と判断する行為 

 

第 12条（会員の個人情報の取扱い） 

１ 当社は、会員に関する情報（会員登録の際にご登録いただいた情報及びその後に変更届

出をいただいた情報を含み、以下単に「会員情報」といいます）を、次の各号の目的に

使用します。 

（1） 会員情報の登録・管理のため 

（2） 当社、当社関係会社及び当社提携先の製品・サービスに関する製品情報、キャンペ

ーンなどの各種情報のご提供・ご案内ならびにカタログなどの各種資料のご提供・

ご送付のため 

（3） 当社、当社関係会社及び当社提携先の製品・サービスの企画・開発・改良のため 

（4） 当社、当社関係会社及び当社提携先の製品・サービスに関するアンケートへの協力

のご依頼及び実施のため 

（5） 会員若しくは会員の所属する組織における当社、当社関係会社及び当社提携先の

製品・サービスのご利用履歴・ご検討履歴又は本サイトのご利用履歴（アクセス日

時、ログイン回数、アクセスした URL及び滞在（視聴）時間を意味します。以下同

じ）を分析し、ニーズや関心に応じた本サービスの提供・改善及び本項第（2）号

に定めるご提供・ご案内・ご送付を行うため 

（6） その他前各号に附帯関連する業務の実施のため 

２ 当社は、前項に定める目的の達成に必要な範囲内において、会員情報の取り扱いを第三



 

 

者に委託することがあります。その場合、当社は、当該委託先に対し、前項に定める目

的の達成のために必要最小限の範囲で会員情報を提供するものとし、会員情報を機密

に保持させるとともに、当社から受託した業務以外の目的に会員情報を使用させない

ものとします。 

３ 当社は、会員情報から個人との関連性を排除した統計情報を作成して、これを利用し、

第三者に提供し又は公開することができるものとし、会員はこれに異議を述べないも

のとします。 

４ 会員情報の管理責任主体は以下のとおりです。 

〒108-0075 東京都港区港南 2-3-13 品川フロントビル 7F 

オムロンソーシアルソリューションズ株式会社 

５ 会員情報に関するお問い合わせ先は以下のとおりです。 

〒108-0075 東京都港区港南 2-3-13 品川フロントビル 7F 

オムロンソーシアルソリューションズ株式会社 リスクマネジメントセンタ 

＊その他、当社の個人情報の取扱いの詳細は、下記の当社ホームページをご確認くださ

い。 

「 個 人 情 報 の 取 扱 い に つ い て 」

（https://socialsolution.omron.com/jp/ja/general/privacy.html ただし当該ウ

ェブページが移転したときは移転後のものをいいます） 

 

第 13条（アクセスログ等） 

１ 当社は、次の各号に定める目的のため、Cookie（注１）を使用して、会員の本サイトの

ご利用履歴を取得し、単体で又は会員情報と結びつけて使用・分析します。 

（1）本サイトのセキュリティ確保のため 

（2）前条第１項（2）号乃至（6）号に定める目的のため 

(注 1)「Cookie（クッキー）」とは、ウェブサーバが利用者のブラウザを識別する業界

標準の技術です。利用端末上の設定の変更により Cookieの機能を無効にするこ

とができますが、無効にした場合、本サービスの全部又は一部が利用できなく

なる場合があります。 

２ 前項で取得した情報につき、前条第３項を準用します。 

 

第 14条（本サービスの停止等） 

１ 当社は、本サービスの稼働状態を良好に保つための保守点検のために、会員に対し事前

に通知したうえで、本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断できます。 

２ 当社は、次のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知することなく、本サービ

スの全部又は一部の提供を停止又は中断することがあります。 

（1） 保守点検を緊急に行う必要がある場合 

https://socialsolution.omron.com/jp/ja/general/privacy.html


 

 

（2） コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセ

ス、ハッキング等により本サービスの運営ができなくなった場合 

（3） 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの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、当社が停止又は中断を必要と判断した場合 

３ 当社は、本サービスの停止又は中断により会員に生じた損害について責任を負いませ

ん。 

 

第 15条（本サービスの終了） 

１ 当社は、当社の都合により、本サービスの内容を変更し又は本サービスの提供を終了す

ることがあります。 

２ 本サービスの提供を終了する場合、当社は、事前に会員にその旨及び終了日を通知又は

本サイトにおいて公表するものとします。 

３ 当社は、本サービスの変更又は終了により会員に生じた損害について責任を負いませ

ん。 

 

第 16条（当社による登録抹消） 

１ 会員が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は、何らの催告を要することなく

直ちに会員による本サービスの利用を禁止し、又は会員登録を抹消することができる

ものとします。この場合、当社の会員に対する損害賠償の請求を妨げないこととします。 

（1） 本規約に違反する行為をしたとき 

（2） 第５条（会員資格）に該当したとき 

（3） 支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき 

（4） 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受

け、又は自ら申立てを行ったとき 

（5） 当社からの問合せその他の回答を求める連絡に対して 30日間以上応答がない場合 

（6） その他本サービスの利用又は会員登録の継続が適当でないと当社が判断した場合 

２ 利用契約は、会員の死亡又は会員の所属する組織からの退職等により当然に解約され、

当社は、当社が会員の死亡又は退職等を知った後速やかに会員登録を抹消します。 

３ 当社は、会員登録の抹消により会員に生じた損害について責任を負いません。 

 

第 17条（退会） 

１ 会員は、当社所定の方法により退会の申入れをすることにより、会員登録を抹消するこ

とができます。 

２ 会員は、会員登録が抹消された場合、会員が当社に対して負担する債務がある場合は、

当該債務について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して当該債務を履行しな



 

 

ければなりません。 

３ 本条第２項乃至第４項、第 18条（保証の否認及び免責）、第 19条（当社の損害賠償責

任）、第 20条（会員の損害賠償責任）、第 21条（機密保持）及び第 22条（知的財産権

等）の定めは、会員登録が抹消された後も、これらの定めの対象事項が消滅するまで、

なお有効に存続します。 

４ 会員登録が抹消された後も、当社は、会員情報及び第 13条（アクセスログ等）に基づ

き取得した情報について、第 12条（会員の個人情報の取扱い）及び第 13条（アクセス

ログ等）に従い取り扱うことができるものとします。 

 

第 18条（保証の否認及び免責） 

１ 当社は、本サービスにより会員に提供される情報（会員コンテンツを含む）の内容、会

員が本サービスを利用した結果その他本サービス及びその利用又は利用不能に起因し

又は関連する一切の事項について、明示又は黙示を問わず、会員の特定の目的に適合す

ること、完全性、正確性、有用性その他いかなる保証も行わず、何らの法的責任を負い

ません。 

２ 本サービスは、クラウドサービスその他の第三者のサービスを利用して提供されてい

ます。当該サービスの提供者及び当社は、当該第三者のサービスの利用又は利用不能に

起因し又は関連して会員に生じた損害について何らの法的責任を負いません。 

 

第 19条（当社の損害賠償責任） 

本規約又は本サービスに起因し又は関連して当社が会員に対し損害賠償責任を負う場

合、当社は、本規約に特に定めるときを除き、付随的損害、間接損害、特別損害、将来

の損額及び逸失利益にかかる損害を賠償する責任を負いません。ただし、当社の故意又

は重大な過失によるときには、この限りではありません。 

 

第 20条（会員の損害賠償責任） 

会員は、本サービスの利用に起因又は関連して当社又は他の会員その他の第三者に損

害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負います。ただし、当該損害が会員の責

めに帰すべき事由により生じたものでない場合は、この限りではありません。 

 

第 21条（秘密保持） 

会員は、本サービスに関連して当社が会員に対して秘密として取り扱うことを求めて

開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾なく他の会員及び第三

者に対して開示又は提供してはならないものとします。 

 

第 22条（知的財産権等） 



 

 

１ 本サービスに関する知的財産権は、すべて当社又は当社にライセンスを許諾している

者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用は、当社又は当社にライセンスを

許諾している者が知的財産権の使用を会員に許諾することを意味するものではありま

せん。 

２ 会員は、会員コンテンツについて、自らが投稿その他送信することについての適法な権

利を有していること、及び、投稿データが第三者の権利を侵害していないことについて、

当社に対し表明し、保証するものとします。 

３ 会員は、会員コンテンツについて、本サービスの提供に必要な範囲において当社が使用

し、複製し若しくは配布し又はその派生著作物を作成し、表示し若しくは実行する世界

的、非独占的、サブライセンス可能かつ譲渡可能なライセンスを無償で当社に付与する

ものとします。 

４ 会員は、当社及び当社から権利を承継し又は許諾された者に対して著作者人格権を行

使しないことに同意します。 

 

第 23条（権利義務の譲渡等） 

１ 会員は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく自己の地位又は権利義務に

つき、譲渡、移転、担保設定その他の処分を第三者に対してすることはできません。 

２ 当社は、合併、事業譲渡その他の自由により第三者に本サービスにかかる事業を承継す

る場合、本規約に基づく自己の地位及び権利義務を当該事業の承継人に承継、譲渡又は

移転することができます。 

 

第 24条（連絡・通知） 

１ 本サービスに関する問い合わせその他会員から当社に対する連絡又は通知は、当社が

定める方法で行うものとします。 

２ 本規約に基づく通知その他の当社から会員への通知は、会員が会員登録の申込みの際

に当社に届け出たメールアドレスその他の連絡先に宛てて発信され、その通知が通常

到達すべきであったときに到達したものとみなします。 

 

第 25条（分離可能性） 

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又

は失効不能と判断された場合であっても、本規約の残りの条項及び一部が無効又は失

効不能と判断された条項の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 

 

第 26条（準拠法） 

本規約は、日本法に基づき解釈されるものとします。 

 



 

 

第 27条（合意管轄裁判所） 

本規約及び本サービスに起因し又は関連する会員と当社との間の一切の紛争について

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 11月 25日制定 

2022年 4月 1日改訂 

 


