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第１章 総則

（規約の適用）

第１条 当社は、このV-CUBEドキュメントサービス利用規約（以下、「規約」といいます。）を定

め、これによりV-CUBEドキュメントサービスを提供します。

（規約の範囲）

第２条 この規約は、契約者と当社との間のV-CUBEドキュメントサービスに関する一切の関係に

適用します。

２ 当社が、V-CUBEドキュメントサービスの円滑な運用を図るため必要に応じて契約者に通知す

るV-CUBEドキュメントサービスの利用に関する諸規定は、この規約の一部を構成するものとし

ます。

（規約の変更）

第３条 当社は、この規約を変更する場合があります。この場合、料金その他の提供条件は、変

更後の規約によります。

（用語の定義）

第４条 この規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語 意味

１ 電気通信設備 電気通信をおこなうための機械、器具、線路その他の電気的設備

２ 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通

信設備を他人の通信の用に供すること

３ V-CUBEドキュメン

ト設備

主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネット

プロトコルにより符号の伝送交換をおこなうための電気通信回線設

備（送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこ

れと一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備をい

います。以下、同じとします。）

４ V-CUBEドキュメン

トサービス

契約者または会議参加者が、当社が提供するV-CUBEドキュメント設

備を使用して、複数の地点において電子ファイルを共有することに

より会議をおこなう電気通信サービス

５ V-CUBEドキュメン

トサービス取扱所

V-CUBEドキュメントサービスに関する業務をおこなう当社の事業所

６ V-CUBEドキュメン

トサービス利用契約

当社からV-CUBEドキュメントサービスの提供を受けるための契約

７ 契約者 当社とV-CUBEドキュメントサービス利用契約を締結している者

８ 識別符号 契約者を識別するための英字または数字の組み合わせ

９ 通常ユーザーID 契約者がV-CUBEドキュメント設備を利用するために、当社がV-CUBE

ドキュメントサービス利用契約に基づいて契約者へ割り当てる識別
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符号

10 Web会議 契約者およびWeb会議参加者が、パソコン、スマートフォン、および

タブレット（以下、「端末類」といいます。）のブラウザーまたはア

プリケーションソフトにより当社が提供するV-CUBEドキュメント設

備に接続しておこなう会議

11 会議室 Web会議が開催できる、V-CUBEドキュメント設備で提供される仮想的

な場所

12 会議資料 会議室に接続することで閲覧可能となる電子ファイル

13 Web会議参加者 会議室に接続して会議をおこなう、会議主催者、会議参加者、傍聴

参加者、および、会議資料閲覧者の総称

14 会議主催者 契約者または契約者から指定されたWeb会議を主催する会議参加者

15 会議参加者 会議参加接続でWeb会議へ参加する者

16 会議参加接続 会議室と端末類との間の接続およびその通信において、端末類で符

号の送信および受信が可能であるもの

17 保管容量 Web会議において使用する電子ファイルおよびそのWeb会議の影像等

を記録した電子ファイルを保管する目的で、V-CUBEドキュメント設

備に設けられた記憶領域の容量

18 消費税相当額 消費税法（昭和63年法律第108号）および同法に関する法令の規定に

基づき課税される消費税の額ならびに地方税法（昭和25年法律第226

号）および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税

の額
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第２章 契約

（契約の単位）

第５条 当社は、１の通常ユーザーIDごとに１のV-CUBEドキュメントサービス利用契約を締結し

ます。この場合、契約者は、１のV-CUBEドキュメントサービス利用契約につき１人に限ります。

（契約の条件）

第６条 V-CUBEドキュメントサービス利用契約の申込みは、日本国内に所在する法人または個人

に限るものとします。

（契約申込の方法）

第７条 V-CUBEドキュメントサービス利用契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について

記載した当社所定の契約申込書をV-CUBEドキュメントサービス取扱所に提出していただきま

す。

(１) 利用期間の区分

(２) 会議室の区分

(３) 会議参加接続の同時接続数

(４) 保管容量

(５) V-CUBEドキュメントサービスに係る当社の指定する事項

(６) その他申込みの内容を特定するために必要な事項

（契約申込の承諾）

第８条 当社は、V-CUBEドキュメントサービス利用契約の申込みがあったときは、受け付けた順

序にしたがって承諾します。

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合にはそのV-CUBEドキュメントサービス利用契約

の申込みを承諾しないことがあります。

(１) V-CUBEドキュメントサービスを提供することが技術上著しく困難なとき

(２) V-CUBEドキュメントサービス利用契約の申込みをした者が、当社の電気通信サービスの

利用を停止されているとき、または、その利用を停止されたことがあるとき、もしくは当社

の電気通信サービスに係る契約について当社がおこなう契約の解除を受けたことがあると

き。

(３) V-CUBEドキュメントサービス利用契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容

を記載した契約申込書を提出したとき。

(４) V-CUBEドキュメントサービス利用契約において試用タイプの申込みをした者が、過去に

V-CUBEドキュメントサービスの試用タイプを利用したことがあるとき

(５) その他当社のV-CUBEドキュメントサービスに係る業務の遂行上著しい支障があるとき。

（会議室区分等の変更）

第９条 契約者は、会議室の区分、傍聴参加接続の同時接続数、および会議資料閲覧接続の同時
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接続数の変更を請求することができます。

２ 当社は、前項の請求があったときは、第８条（契約申込の承諾）の規定に準じて取り扱いま

す。

３ 前２項の規定にかかわらず、契約者は、利用期間の区分の変更はできません。

（譲渡および再販の禁止）

第10条 契約者は、V-CUBEドキュメントサービスが具備する機能が予定する行為を除き、再販、

賃貸、リースおよびその他の方法により、V-CUBEドキュメントサービスに関する権利を第三者

に譲渡または貸与することはできません。

（氏名等の変更）

第11条 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所に変更があったときは、これを証明

する書類を添えて、速やかにV-CUBEドキュメントサービス取扱所に届け出ていただきます。

（地位の承継）

第12条 相続または法人の合併もしくは分割により契約者の地位の承継があったときは、相続人

または合併後存続する法人、合併もしくは分割により設立された法人もしくは分割により営業

を承継する法人は、これを証明する書面を添えて、V-CUBEドキュメントサービス取扱所に届け

出ていただきます。

２ 前項の場合に、相続人が２人以上あるときは、そのうちの１人を当社に対する代表者と定め、

これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。

３ 当社は、前項の規定による代表者の届け出があるまでの間、その相続人のうちの１人を代表

者として取り扱います。

（契約者がおこなう契約の解除）

第13条 契約者は、V-CUBEドキュメントサービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじ

めそのことをV-CUBEドキュメントサービス取扱所に当社所定の方法により通知していただき

ます。

ただし、V-CUBEドキュメントサービスの提供を開始した月と、同一の月における契約の解除

はできません。

（当社がおこなう契約の解除）

第14条 当社は、第18条（利用停止）の規定によりV-CUBEドキュメントサービスの利用を停止さ

れた契約者が、なおその事実を解消しない場合は、その契約を解除することがあります。

２ 当社は、契約者が第18条（利用停止）の規定のいずれかに該当する場合、その事実が当社の

業務の遂行に特に著しい影響を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項の規定にか

かわらず、V-CUBEドキュメントサービスの利用停止をおこなわずその契約を解除することがあ

ります。

３ 当社は、前２項の規定によりそのV-CUBEドキュメントサービス利用契約を解除しようとする

ときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
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第３章 付加機能

（付加機能の提供）

第15条 当社は、契約者から請求があったときは、次の場合を除き、料金表第１表（料金）に定

める付加機能を提供します。

(１) 付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能使用料の支払いを怠り、または怠るおそ

れがあるとき。

(２) 付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、

V-CUBEドキュメントサービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。

（付加機能の廃止）

第16条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。

(１) その付加機能の提供を受けている契約者から廃止の申出があったとき。

(２) その付加機能の利用を継続するにあたり、料金表第１表（料金）に規定する提供条件を

満たさなくなったとき。

(３) その付加機能の提供を受けているV-CUBEドキュメントサービス利用契約の解除があった

とき。
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第４章 利用中止および利用停止

（利用中止）

第17条 当社は、次の場合にはV-CUBEドキュメントサービスおよび付加機能の利用を中止するこ

とがあります。

(１) 当社の設備の保守上または工事上やむを得ないとき。

(２) 第36条（利用の制限）の規定により、V-CUBEドキュメントサービスの利用を中止すると

き。

２ 前項の規定により、V-CUBEドキュメントサービスの利用を中止するときは、あらかじめその

ことを契約者にお知らせします。

ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

３ 当社は、前２項の規定によるV-CUBEドキュメントサービスの利用の中止により生じた損害に

対し、一切の責任を負わないものとします。

（利用停止）

第18条 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合は、当社が別に定める期間、そのV-CUBE

ドキュメントサービスの利用を停止することがあります。

(１) V-CUBEドキュメントサービスに係る契約の申込みにあたり、当社所定の契約申込書へ事

実に反する記載を行ったことが判明したとき。

(２) 契約者が当社と契約を締結している他の電気通信サービスに係る料金その他の債務につ

いて、支払期日を経過してもなお支払わないとき。

(３) 前２号のほか、この規約に違反する行為であって、V-CUBEドキュメントサービス他当社

の電気通信サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備に著しい支障を

及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき。

２ 当社は、前項の規定によりV-CUBEドキュメントサービスの利用を停止するときは、あらかじ

めその理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。

ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

３ 当社は、前２項の規定によるV-CUBEドキュメントサービスの利用の停止により生じた損害に

対し、一切の責任を負わないものとします。
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第５章 サービスの利用

（通信の品質）

第19条 契約者は、V-CUBEドキュメントサービスに係る通信の品質について、当社の電気通信設

備の状態またはWeb会議参加者の電気通信サービスの利用形態等により変動する場合があるこ

とに同意していただきます。

（端末類等の用意）

第20条 契約者およびWeb会議参加者は、自己の責任および負担において、V-CUBEドキュメント

サービスの利用に必要となる端末類、Webカメラ、ヘッドセットその他一切の周辺機器類、な

らびに当社もしくは当社が指定する者または第三者が提供するソフトウェアを用意するもの

とします。

２ 契約者およびWeb会議参加者は、V-CUBEドキュメントサービスをインターネットから利用す

る場合、自己の責任および負担において、インターネット回線を用意するものとします。

（注）当社が指定する者とは、「株式会社ブイキューブ」とします。以下、この規約において同

じとします。

（当社等が提供するソフトウェア）

第21条 第20条（端末類等の用意）の当社または当社が指定する者が提供するソフトウェアは、

指定するWebサイトまたはApple App Store もしくは Google Play 等第三者が運営するソフト

ウェア配布サイトにて配布するものとします。

２ 当社は、前項にてソフトウェアの配布を受けた契約者またはWeb会議参加者に対して、V-CUBE

ドキュメントサービスを利用できる期間に限り、そのソフトウェアの利用を非独占的に許諾し

ます。

（通常ユーザーIDの取扱い）

第22条 契約者は、通常ユーザーIDが不正に利用されないよう、通常ユーザーIDおよびそのIDに

係るパスワードについて適切に管理するものとします。

２ 契約者は、通常ユーザーIDが不正に利用されている、または不正に利用されるおそれがある

場合に、直ちに当社に連絡するものとします。

３ 当社は、通常ユーザーIDの不正利用により契約者に発生したいかなる損害についても、一切

の責任を負いません。

（規約の遵守）

第23条 契約者は、その契約者に係る通常ユーザーIDによりV-CUBEドキュメントサービスを利用

するWeb会議参加者に、この規約を遵守させるものとします。

２ 当社は、Web会議参加者のすべての行為について、そのWeb会議の契約者の行為とみなすもの

とします。
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（その他の禁止行為）

第24条 契約者はおよびWeb会議参加者は、次のことを守っていただきます。

(１) 当社もしくは当社が指定する者または第三者の著作権その他の権利を侵害する行為をし

ないこと。

(２) V-CUBEドキュメントサービスによりアクセス可能な当社または第三者のデータを改ざん、

消去する行為をしないこと。

(３) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為をしないこと。

(４) 意図的に有害なコンピュータープログラムを送信しないこと。

(５) 当社の設備に無権限でアクセスし、その利用または運営に支障を与える行為をしないこ

と。

(６) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行

為をしないこと。

(７) 法令、この規約もしくは公序良俗に反する行為、サービスの運営を妨害する行為、当社

の信用を毀損する行為、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしないこと。

(８) その他、前各号に該当する恐れのある行為またはこれに類する行為をおこなわないこと。
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第６章 データの取扱い

（データの取扱い）

第25条 当社は、当社のV-CUBEドキュメント設備に保存された契約者またはWeb会議参加者のデ

ータが、滅失、毀損もしくは漏えいした場合、または滅失、毀損、漏えいその他の事由により

本来の利用目的以外に使用された場合、契約者、Web会議参加者または第三者に発生した直接

もしくは間接の損害について、その原因の如何にかかわらず、いかなる責任も負わないものと

します。

（データの利用）

第26条 当社は、当社のV-CUBEドキュメント設備の故障もしくは停止等の復旧等の設備保全また

はV-CUBEドキュメントサービスの維持運営のため、当社のV-CUBEドキュメント設備に保存され

たデータを確認、複写または複製することがあります。

（データの消去）

第27条 当社は、V-CUBEドキュメントサービスに係る契約の解除があったときは、当社の電気通

信設備に保存されているデータを削除します。

２ 前項の場合において、当社は、契約者、Web会議参加者または第三者に発生した直接もしく

は間接の損害について、その原因の如何にかかわらず、いかなる責任も負わないものとします。

（利用情報の取扱い）

第28条 当社および当社が指定する者は、V-CUBEドキュメントサービスおよびそのサービスの機

能を利用するために当社または当社が指定する者が提供するソフトウェアについて、その品質

や満足度の向上を図ることを目的に、登録情報、利用実績に関する情報、ログデータ（動作記

録データ）等を用いた統計分析情報を作成および利用（契約者およびWeb会議参加者が特定さ

れない状態で当社または当社が指定する者が第三者に開示することを含みます。）することが

できるものとします。

２ 契約者およびWeb会議参加者は、前項の利用情報の利用について、同意するものとします。
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第７章 料金等

（料金および工事に関する費用）

第29条 当社が提供するV-CUBEドキュメントサービスの料金は、料金表第１表（料金）に規定す

る料金とし、当社が提供するV-CUBEドキュメントサービスの態様に応じて、基本料、加算額お

よび付加機能使用料を合算したものとします。

２ 当社が提供するV-CUBEドキュメントサービスに係る工事に関する費用は、料金表第２表（工

事に関する費用）に規定する工事費とします。

（料金の支払義務）

第30条 契約者は、そのV-CUBEドキュメントサービス利用契約に基づいて当社がV-CUBEドキュメ

ントサービスまたは付加機能の提供を開始した日から起算して、その契約の解除または付加機

能の廃止があった日までの期間について、料金表第１表（料金）に規定する料金のうち月額で

規定されているもの（以下、「月額料金」といいます。）の支払いを要します。

２ 前項の期間において契約者は、理由の如何を問わず、V-CUBEドキュメントサービスまたは付

加機能を利用できなかった期間中の月額料金の支払いを要します。

３ 前２項の規定にかかわらず、料金表第１表（料金）に別段の定めがある場合は、その定めに

よります。

（工事費の支払義務）

第31条 契約者は、V-CUBEドキュメントサービス利用契約の申込みまたは工事を要する請求をし、

その承諾を受けたときは、料金表第２表（工事に関する費用）に規定する工事費を支払ってい

ただきます。

ただし、工事の着手前にそのV-CUBEドキュメントサービス利用契約の解除またはその工事の

請求の取消し（以下、この条において「解除等」といいます。）があった場合、この限りであ

りません。この場合、すでにその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還

します。

２ 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工

事に関して解除等があった時までに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負

担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税

相当額を加算した額とします。

３ 第１項の場合において、料金表第２表（工事に関する費用）に別段の定めがある場合は、そ

の定めによります。

（料金の計算方法等）

第32条 料金の計算方法ならびに料金および工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定め

るところによります。
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（割増金）

第33条 契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額

のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）の２倍に相当する額に消費

税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。

（延滞利息）

第34条 契約者は、料金、工事に関する費用または割増金等の料金以外の債務（延滞利息を除き

ます。）について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払

いの日の前日までの期間について、年10％の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が定

める方法により支払っていただきます。

ただし、支払期日の翌日から計算して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。
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第８章 免責事項

（無保証）

第35条 当社は、V-CUBEドキュメントサービスおよびソフトウェアの継続性、通信の完全性およ

び確実性を含む信頼性、可用性、利用可能性、セキュリティー保護性、無エラー性、無ウィル

ス性、不具合修正の確約、商品性、品質満足度ならびにお客様の特定目的への適合性を含むい

かなる種類の保証もおこないません。

２ 当社は、V-CUBEドキュメントサービスにおいて、お客さまが使用する端末、オペレーション

システム、ソフトウェアおよびV-CUBEドキュメントサービスの定期的なメンテナンス、突発的

なサービス障害、帯域の圧迫、その他緊急を要する措置等により快適に利用できないことがあ

りますが、これにより生じた損害について一切の責を負いません。

３ 当社は、V-CUBEドキュメントサービスがサイバー攻撃、戦争、テロ、地震、天変地異等の不

可抗力により生じた不履行または履行遅延について、一切の責任を負いません。
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第９章 利用の制限

（利用の制限）

第36条 当社は、天災、事変その他非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要

と認めたときは、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

の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のための緊急を要する事項を

内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関に係る通信（当社がそれらの機関と

の協議により定めたものに限ります。）以外のものによる通信の利用を中止する措置をとるこ

とがあります。

機関名

気象機関

水防機関

消防機関

災害救助機関

警察機関（海上保安機関を含みます。以下同じとします。）

防衛機関

輸送の確保に直接関係がある機関

通信の確保に直接関係がある機関

電力の供給の確保に直接関係がある機関

ガスの供給の確保に直接関係がある機関

水道の供給の確保に直接関係がある機関

選挙管理機関

別記１の基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関

預貯金業務をおこなう金融機関

国または地方公共団体の機関

２ 当社は、前項の規定による本サービスの利用の制限により生じた損害に対し、一切の責任を

負わないものとします。
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第１０章 雑則

（承諾の限界）

第37条 当社は、契約者からその他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に

困難なときまたは保守することが著しく困難であるとき等当社のV-CUBEドキュメントサービ

スに係る業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、

その理由を通知します。ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるとこ

ろによります。

（法令に規定する事項）

第38条 V-CUBEドキュメントサービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項につい

ては、その定めによります。

（個人情報の取扱い）

第39条 当社は、V-CUBEドキュメントサービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取扱

いについては、当社が別に定めるところによります。

２ 当社は、当社が保有している個人情報について契約者から開示の請求があったときは、原則

として開示します。

３ 契約者は、前項の請求をし、その個人情報の開示（該当個人情報が存在しない場合、その旨

を知らせることを含みます。）を受けたときは、当社が別に定める手数料の支払いを要します。

（閲覧）

第40条 この規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供

します。
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別記

１ 新聞社等の基準

区 分 基   準

１ 新聞社

次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社

(１) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または議論する

ことを目的としてあまねく発売されること

(２) 発行部数が、１の題号について8,000部以上であること

２ 放送事業者 電波法（昭和25年法律第131号）の規定により放送局の免許を受けた者

３ 通信社

新聞社または放送事業者にニュース（１欄の基準のすべてを備えた日

刊新聞紙に掲載し、または放送事業者が放送をするためのニュースま

たは情報（広告を除きます。）をいいます。）を供給することを主な目

的とする新聞社
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料金表

通則

（料金の計算方法等）

１ 当社は、契約者がそのV-CUBEドキュメントサービス利用契約に基づき支払う料金を暦月に従

って計算します。

２ 当社は、V-CUBEドキュメントサービスの提供を開始した日の翌月の初日から、本サービスの

廃止があった月の末日までの期間について、月額で定める料金（以下、「月額料金」といいま

す。）の支払いを要するものとし、日割り計算はおこないません。

３ ２の規定には、以下の例外があります。

(１) 提供を開始した日が暦月の初日である場合、使用を開始した月の月額料金の支払いを要

するものとします。

(２) 廃止があった日が暦月の初日である場合、廃止があった月の月額料金の支払いを要しな

いものとします。

(３) 提供を開始した日が暦月の初日以外で，かつ廃止があった日が提供を開始した月の翌月

の暦月の初日である場合，使用を開始した月の月額料金の支払いを要するものとします。

（端数処理）

４ 当社は、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。

（料金等の支払い）

５ 契約者は、料金および工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定す

る金融機関等において支払っていただきます。

６ 料金および工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。

（料金の一括後払い）

７ 当社は、当社に特別の事情がある場合は、５および６の規定にかかわらず、契約者の承諾を

得て、２か月以上の料金を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあり

ます。

（前受金）

８ 当社は、料金または工事に関する費用について、契約者の要請があったときは、当社が別に

定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。

（注）当社が定める条件とは、前受金には利息を付さないことをいいます。
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（消費税相当額の加算）

９ 第30条（料金の支払義務）の規定その他この規約の規定により料金表に定める料金または工

事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額（税抜額（消

費税相当額を加算しない額をいいます。以下、同じとします。）とします。）に消費税相当額を

加算した額とし、その算出方法は、当社が別に定めるところによります。この場合において、

当社は消費税法第63条に定めるところにより、必要に応じて税込額（税抜額に消費税相当額を

加算した額とします。）を併記します。

(注) 当社は、税込額を併記する場合、括弧内にその額を記載するものとします。

10 ９の場合に、消費税相当額の算出方法によっては、契約者への請求額とこの規約に定める税

込額が異なる場合があります。

11 税法の改正により消費税等の税率が変動した場合、改正以降における消費税相当額は、変動

後の税率により計算するものとします。
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第１表 料金

１ 適用

区分 内容

(1) 提供機能 V-CUBEドキュメントサービスでは、当社が別に定める「TOHKnet ServeMall 

V-CUBEドキュメントご利用マニュアル」に記載する機能を提供します。

(1の2) 利用期間の

区分

V-CUBEドキュメントサービスには、利用期間に応じて以下の区分があり

ます。

区 分 内  容

通常タイプ 試用タイプ以外のもの

試用タイプ ２週間の期間限定で提供するV-CUBEドキュメントサー

ビス

(2) 基本料の適用 当社は、１のV-CUBEドキュメントサービス利用契約（１の通常ユーザー

ID、１の会議室、会議参加接続が同時に最大20接続まで、保管容量が１

ギガバイトまでのもの）について、基本料を適用します。

(3) 会議室の追加に

よる加算額の適用

ア 契約者は、会議室を追加することができます。このとき、追加する

会議室の数を当社へ申し出るものとします。

イ 当社は、その申し出の数に応じ会議室追加の加算額を適用します。

ウ 追加できる会議室の数の上限は、その利用契約における会議参加接

続数から１を減じた数までとします。

(注) 会議参加接続を30接続追加している場合、追加できる会議室は49室

までです。このとき、会議室の総数は50室となります。

エ この追加の会議室の数を変更する場合は、イの規定によるものとし

ます。

(4) 追加の会議室数

の変更

ア 契約者は、追加の会議室の数を変更することができます。このとき、

変更する会議室の数を当社へ申し出るものとします。

イ 当社は、その申し出があったとき、(3)のイの規定に準じて取り扱い

ます。

(注) 変更の申し出があった月の加算額は、変更後の会議室の数に応じた

ものとなります。

ウ この変更は、暦月において１回までに限ります。
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(5) 会議参加接続の

同時接続数の追加

による加算額の適

用

ア 当社は、契約者から請求があったとき、会議室への会議参加接続機

能の同時接続数を追加します。

イ 契約者は、会議参加接続の同時接続数を追加するとき、その追加す

る同時接続数を当社へ申し出るものとします。

ウ 当社は、イの申し出があったとき、その同時接続数に応じ、追加会

議参加接続数の加算額を適用します。

エ 追加する同時接続数は10接続ごととし、１の利用契約につき最大30

接続までとします。

(6) 追加の会議参加

接続の同時接続数

の変更

ア 契約者は、追加の会議参加接続の同時接続数を変更することができ

ます。

イ 当社は、アの申し出があったとき、(5)のウの規定に準じて取り扱い

ます。

(注) 変更の申し出があった月の加算額は、変更後の同時接続数に応じた

ものとなります。

ウ この変更は、暦月において１回までに限ります。

(7) 保管容量の追加

による加算額の適

用

ア 契約者は、会議室の保管容量を追加することができます。

イ 契約者は、保管容量を追加する場合、変更後の保管容量を当社へ申

し出るものとします。

ウ 当社は、イの申し出の保管容量に応じ、追加保管容量の加算額を適

用します。

エ 追加の保管容量は、１ギガバイトごととし、上限はありません。

(8) 追加の保管容量

の変更

ア 契約者は、追加の保管容量を変更することができます。

イ 当社は、アの申し出があったとき、(7)のウの規定に準じて取り扱い

ます。

ただし、当社は、契約者による保管容量の使用状況により、その申し

出を承諾しない場合があります。

(注) 変更の申し出があった月の加算額は、変更後の保管容量に応じたも

のとなります。

(注) 当社が、追加の保管容量の変更を承諾しない場合とは、契約者が実

際に使用している保管容量に対し、申し出の保管容量が少ない場合を

いいます。

ウ この変更は、暦月において１回までに限ります。
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(9) 付加機能に係る

料金の適用

ア 当社が提供する付加機能を利用した場合、その機能に係る付加機能

利用料を適用します。

イ 当社は、付加機能利用料の適用にあたり、以下のとおり取り扱うも

のとします。

(ｱ) 付加機能の提供を開始した日および廃止した日が、暦月の中途（暦

月の初日および末日を含みます。）の場合、その月の付加機能利用料

の支払いを要するものとします。

ただし、料金表通則２の規定において月額料金の支払いを要する期

間外のとき、および料金表通則３の規定において月額料金の支払い

を要しない場合に該当するときは、その支払いを要しないものとし

ます。

(ｲ) 付加機能の提供を開始した日および廃止した日が、同じ月に属す

る場合、その月の付加機能利用料の支払いを要するものとします。

(10) 試用タイプに係

る料金の減免

第30条（料金の支払義務）の規定にかかわらず、試用タイプに係る料金

は、支払いを要しません。
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２ 料金額

  ア 基本料

月額

区分 単位 料金額 （税込額）

会議室
１のV-CUBEドキュメント

サービス利用契約ごとに
50,000円  (54,000円)

  イ 加算額

月額

種類 単位 料金額 （税込額）

追加会議室数 １の会議室ごとに 10,000円 (10,800円)

追加会議参加接続数 10の接続ごとに 20,000円 (21,600円)

追加保管容量 １ギガバイトごとに 10,000円 (10,800円)

  ウ 付加機能利用料

月額

種類 単位 料金額 （税込額）

P
C
画
面
共
有
機
能

特定の会議参加者の端末類（パソコンに

限る）の表示画面を、会議参加者で共有

する機能

１の会議室ごとに 20,000円 (21,600円)

備考

当社は、契約者より請求があった場合のみ、この機能を提供します。
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第２表 工事に関する費用

１ 適用

区分 内容

(1) 工事費の適用 工事費は、工事を要することとなるV-CUBEドキュメントサービス取扱

所において、１の工事ごとに適用します。

(2) 工事の適用区分 工事の区分は、以下のとおりとします。

工事の区分 適用

ア 使用開始に係る

工事

V-CUBEドキュメントサービスを利用開始す

る場合に適用します。

イ 会議室の追加に

係る工事

会議室を追加または会議室数を変更する場

合に適用します。

ウ 会議参加接続の

同時接続数の追加

に係る工事

傍聴参加接続の同時接続数を追加または変

更する場合に適用します。

エ 保管容量に係る

工事

保管容量を追加または変更する場合に適用

します。

オ 通常ユーザーID

の再発行に係る工

事

通常ユーザーIDを再発行する場合に適用し

ます。

カ 付加機能に係る

工事

付加機能を利用する場合に適用します。

(3) 試用タイプに係

る工事費の適用

第31条（工事費の支払義務）の規定にかかわらず、試用タイプに係る

工事費は、支払いを要しません。

２ 工事費の額

１の工事ごとに

工事の区分 工事費の額 （税込額）

使用開始に係る工事 45,000円 (48,600円)

会議室の追加に係る工事 45,000円 (48,600円)

会議参加接続の同時接続数の追加に係る工事 －

会議資料閲覧接続の同時接続数の変更に係る工事 －

保管容量に係る工事 －

通常ユーザーIDの再発行等に係る工事 －

付加機能に

係る工事
PC画面共有機能に係るもの －
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附則

（実施期日）

この規約は、平成２６年１月１０日から実施します。

附則

（実施期日）

１ この規約は、平成２６年４月１日から実施します。

(経過措置)

２ この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、又は支払わなければならなかった電気通信

サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。

附則

（実施期日）

１ この規約は、平成２７年４月２０日から実施します。

（経過措置）

２ この改正規定実施前に、現に改正前の規定により提供しているV-CUBEドキュメントサービスにつ

いては、この改正規定実施の日に利用期間の区分が通常タイプ、保管容量が１ギガバイトのものに移

行したものとみなします。

３ この改正規定実施前に、改正前の規定により支払い、または支払わなければならなかった電気通

信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。


