
 

 

 

 

 

第１条（目的） 

本規約は、シャープマーケティングジャパン株式会社 ビジネスソ

リューション社（以下「弊社」といいます）が提供する「3sweb インタ

ーネットサービス」（以下「本サービス」といいます）の利用にあたっ

ての必要な事項を定めたものです。 

 

第２条（本サービスの種類） 

１．弊社が提供する本サービスの種類は以下の通りとします。 

（ １ ）インターネット接続サービス 

（ ２ ）フレッツ固定 IP接続サービス 

（ ３ ）メールサービス 

（ ４ ）独自ドメイン取得代行・管理サービス 

（ ５ ）ホスティングサービス 

（ ６ ）レンタルサーバーサービス 

（ ７ ）クラウドサービス 

（ ８ ）その他、今後弊社が提供するサービス 

２．前項各号のうち弊社が別途指定する種類の本サービスについ

ては、「インターネット接続サービス」の利用を前提に提供する

ものとします。 

 

第３条（本規約の範囲および変更） 

本サービスの提供にあたり弊社が随時提示する諸規定は、本規

約の一部を構成するものとし、利用者はこれを遵守するものとしま

す。諸規定が本規約と異なっている場合には、諸規定が優先しま

す。 

 

第４条（サービスの提供） 

１．本サービスの種類および内容は、その時点で弊社が合理的に

提供可能なものとします。 

２．弊社は、業務上の都合により、本サービスの全部または一部

を変更または追加することがあります。この場合、本規約第２

９条（利用者への連絡等）に定める方法で通知または周知を

行います。 

３．本サービスの変更が、サービス利用料金その他重要な契約内

容の変更を伴う場合は、利用者は、当該変更の効力が発生す

る日までに弊社指定の方法で手続きを行うことにより、本サー

ビスの利用を終了することができます。なお、本項が適用され

る場合は、本規約変更時の通知または周知により利用者にお

知らせします。 

４．前２項の規定にかかわらず、法令上等の理由により、利用者

の同意が必要となるような内容の変更の場合は、弊社指定の

方法で利用者の同意を得るものとします。 

５．弊社は、利用者に９０日間の予告期間をもって通知することに

より、本サービスの全部または一部を終了させることができる

ものとします。この場合、当該終了の日に本規約に基づく契約

が解除されたものとします。 

６．理由の如何を問わず、弊社は本サービスの追加、変更または

廃止により生じた利用者の損害につき、一切責任を負わない

ものとします。 

 

第５条（利用申込の受付および承諾） 

１．本サービスの利用を希望する法人または団体（以下「利用希

望者」といいます）は、本規約を承認した上で、利用する本サ

ービスを特定するために必要な事項を記載した弊社所定の申

込書を弊社に提出することにより利用申込を行うものとしま

す。 

２．弊社が利用申込を承諾し、利用登録が完了したときをもって、

当該利用希望者は利用者になるものとします。 

３．弊社は、利用希望者が次に掲げる事由に該当する場合は、利

用申込を承諾しないことがあります。 

（ １ ）本サービスに関わる債務の支払を怠るおそれがあること

が明らかであるとき。 

（ ２ ）以前に弊社との契約上の義務の履行を怠ったことがある

等、本規約に基づく義務の履行を怠るおそれがあると

き。 

（ ３ ）利用申込に際して弊社に虚偽の事実を通知したとき。 

（ ４ ）弊社または本サービスの信用を毀損するおそれのある

態様でサービスを利用するおそれがあるとき。 

（ ５ ）本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。 

（ ６ ）その他、利用者として不適切であると弊社が判断したと

き。 

４．前項の規定により本サービスの利用申込を拒絶したときは、弊

社は利用希望者に対しその旨を通知します。 

 

第６条（サービスの利用） 

１．利用者は、本規約および弊社が随時提示する諸規定に従い、

本サービスを利用することができます。 

２．利用者が第三者に本サービスを利用させた場合は、利用者に

よる本サービスの利用が行われたものとみなし、これにより発

生する利用料金その他の債務および責任は、利用者が負うも

のとします。 

 

第７条（ソフトウェア） 

１．本サービスで提供されるソフトウェア・プログラムの権利は弊社

または弊社が別に定めるものに帰属するものとし、利用者は

弊社または弊社が別に定めるものが別途示す当該ソフトウェ

ア・プログラムに関する利用条件を遵守するものとします。 

２．利用者は、利用者がライセンスを所有しているソフトウェア・プ

ログラムを除き、本サービスの利用のために弊社から提供さ

れたすべてのソフトウェア・プログラムに関して、弊社が本サー

ビスを提供するために準備・提供するサーバー（以下「提供サ

ーバー」といいます）以外で使用することはできないものとしま

す。 

３．利用者は、自らソフトウェア・プログラムを用意し、本サービス

で利用することができますが、弊社の提供するソフトウェア・プ

ログラムに適合したものを利用することを予め承諾するものと

します。 

４．弊社は、利用者に提供するソフトウェア・プログラムについて、

利用者に事前に通知のうえ、バージョンアップや修正などの措

置を実施できるものとします。ただし、弊社の判断のうえ、通知

を省略または事後とする場合があるものとします。 

 

第８条（サービスの種類等の変更） 

１．利用者は、利用する本サービスの種類、利用アカウント数（接

続アカウント、メールアカウント、またはメーリングリストアカウ

ントの数）、または容量（ホスティングスペース、またはメールボ

ックスの容量）等の契約条件の変更を希望する場合、弊社所

定の方法で変更を請求できます。 

２．前項の請求があった場合、弊社は第５条（利用申込の受付お

よび承諾）の規定に準じて取り扱います。 

 

第９条（ＩＤおよびパスワード） 

１．弊社が利用者に交付したＩＤおよびパスワードの管理および使

用については、当該利用者が責任を負うものとし、利用者は管

理責任者を定めてこれを厳重に管理させます。 

２．利用者によるＩＤおよびパスワードの使用上の過誤、管理不十

分または第三者（他の利用者を含みます。以下同じ）による不
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正使用等に起因して、利用者が損害を被った場合といえども、

弊社は当該損害につき一切責任を負いません。 

３．利用者は、ＩＤおよびパスワードの盗難もしくは第三者による使

用、またはその恐れがあることが判明した場合は、直ちに弊社

にその旨を連絡するとともに、弊社から指示がある場合にはこ

れに従うものとします。 

４．利用者は、ＩＤおよびパスワードを、第三者に対し譲渡、貸与し

ないものとします。 

５．第三者がＩＤおよびパスワードを使用して本サービスを利用した

場合は、利用者による本サービスの利用が行われたものとみ

なし、これにより発生する利用料金その他の債務および責任

は、利用者が負うものとします。ただし、第３項に基づく連絡を

弊社が受領した後に当該ＩＤおよびパスワードを使用して発生

した利用料金その他の債務についてはこの限りでありません。 

 

第１０条（本サービスの利用料金） 

１．本サービスの利用料金の算出方法および支払方法等は、本規

約で定める場合を除き、弊社が別途定める内容に従うものとし

ます。利用者は、本サービスの利用料金およびそれに係わる

消費税その他の賦課税（以下総称して「サービス利用料金等」

といいます）を負担します。 

２．サービス利用料金等の支払債務は、本サービスの利用が可能

となる日として弊社が利用者に通知する課金開始日が属する

月から発生します。なお、第１６条（サービスの中止）により本

サービスの提供が中止された場合であっても、本サービスの

提供があったものとしてサービス利用料金等を算出します。 

３．弊社は営業上、運営上の理由により、利用者の承諾を得ること

なく、弊社が適当と判断する方法で利用者に事前に通知する

ことにより、前項のサービス利用料金等の算出方法および支

払方法等を変更することができます。 

４．弊社は、利用者資格の喪失、その他理由の如何を問わず、既

に支払われたサービス利用料金等の返金を一切行わないもの

とします。 

 

第１１条（遅延損害金） 

利用者がサービス利用料金等または本規約に基づく何らかの債

務の支払いを遅延した場合には、支払期日の翌日から支払日ま

での日数について、年 14.6％の割合で計算した遅延損害金を、弊

社が別途指定する日までに弊社が指定する方法により支払うもの

とします。ただし、遅延損害金額が100円未満の場合はこの限りで

ありません。 

 

第１２条（設備等） 

利用者は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフト

ウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器の準備

および電話利用契約の締結等を自己の費用と責任において行う

ものとします。 

 

第１３条（データの消去等） 

１．第４条（サービスの提供）、第１８条（利用者資格の喪失等）、ま

たは第１９条（サービス利用の終了）により、本サービスの提供

または利用が終了した場合、弊社は、当該利用者への事前の

通知を行うことなく、当該掲載情報やソフトウェア・プログラム等、

提供サーバーのデータを完全に消去するものとします。 

２．弊社は、提供サーバーのデータが、弊社の定める所定の基準

を超えた場合は、利用者に対し、何らかの通知なく、当該デー

タを削除し、または当該データの転送もしくは配送を停止する

ことができるものとします。 

３．第１６条（サービスの中止）第１項の設備の保守・点検・修理等

のためやむを得ない場合、弊社は提供サーバーのデータを削

除することができるものとします。 

４．利用者の故意の有無にかかわらず、第１７条（禁止行為）各号

に違反して掲載されているデータについて、弊社は事前に利用

者に通知して削除することができるものとします。ただし、緊急

を要すると弊社が判断した場合は、通知は事後となる場合が

あります。 

５．第１６条（サービスの中止）により本サービスの提供を中止等し

た場合、利用者は提供サーバーのデータに対するアクセスの

権利を失い、弊社は利用者にいかなる形態であれ、それらの

データあるいはそのコピーを利用させる義務を負わないものと

します。 

６．弊社は前各項の措置により利用者に損害が生じたとしても、一

切その責任を負わないものとします。 

 

第１４条(データの取扱い) 

本サービスにおける提供サーバーのデータが、滅失、毀損、漏洩、

その他本来の利用目的以外に使用されたとしても、その結果発生

する直接あるいは間接の損害について、弊社に故意または重過

失がある場合を除き、弊社はいかなる責任も負わないものとしま

す。 

 

第１５条(データの複写および保管) 

本サービスにおいて、弊社は設備の故障等の復旧に対応するた

め、提供サーバーのデータを複写および保管することができるも

のとします。 

 

第１６条（サービスの中止） 

１．弊社は、弊社が適当と判断する方法で事前に利用者に通知し

た上で、設備の保守・点検・修理等、本サービスの提供に当た

り必要な理由のため、本サービスの提供の全部または一部を

中止できるものとします。 

２．弊社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者に事前

に通知することなく本サービスの提供の全部または一部を中

止もしくは制限することができます。 

（ １ ）利用者が本規約の規定に違反したとき。 

（ ２ ）利用者が弊社に届け出た連絡先との連絡がとれないと

き。（弊社が利用者宛に発送した郵便物が宛先不明で弊

社に返送された場合を含むものとします。） 

（ ３ ）本サービスを直接または間接に利用する者のその当該

利用に対し過大な負荷または重大な支障を与える態様

(本サービスを構成する弊社のシステムやデータ等の損

壊を含むがそれに限定されないものとします。)で利用者

が本サービスを利用したとき。 

（ ４ ）利用者の故意の有無にかかわらず、利用者が、提供サ

ーバーに対して、不正アクセス、クラッキング、アタック行

為などの何らかの不正な攻撃や不正中継を行ったとき。 

（ ５ ）利用者と料金支払者が異なる場合において、料金支払

者より、料金支払停止の通告があり、利用者がそれに代

わる料金支払方法を届け出ないとき。 

（ ６ ）弊社と利用者との他の契約において、契約解約あるいは

提供中止になったとき。 

（ ７ ）天災、地変、戦争、その他非常事態が発生し、または発

生するおそれがあるとき。 

（ ８ ）本サービス提供に必要な設備または通信回線等に障害

が発生し、または発生するおそれがあるとき。 

（ ９ ）利用者が弊社もしくは弊社以外の電気通信設備に過大

な負荷を生じさせる行為をした場合 

（１０）弊社以外の電気通信事業者が電気通信サービスを中止

したとき。 

（１１）運用上、技術上などの合理的かつ緊急を要する理由に

より本サービスの提供の中止が避けられないとき。 

（１２）その他、弊社が不適切と判断する場合。 



３．弊社は、第１項、第２項により本サービスを中止する以外に、

第２項各号のいずれかの影響を遮断するため、やむを得ず弊

社が別に定める措置を実施する場合があります。 

 

第１７条（禁止行為） 

１．利用者は、本サービスの利用において以下に該当する行為ま

たは該当するおそれがある行為をしてはならないものとします。

また、弊社は、利用者が当該行為を行い、または行うおそれが

あると判断した場合、適当な措置を講じることができるものとし

ます。 

（ １ ）第三者のＩＤまたはパスワードを不正に使用する行為。 

（ ２ ）コンピューターウイルス等有害なプログラムを使用または

提供・送信する行為。 

（ ３ ）無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメール（特定

電子メールを含むがそれに限定されないものとします。）

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。 

（ ４ ）弊社または第三者に損害を与える行為。 

（ ５ ）事実に反する情報を提供する行為。 

（ ６ ）弊社または第三者の情報を改竄・消去等する行為。 

（ ７ ）弊社または第三者の著作権、その他の知的財産権を侵

害する行為。 

（ ８ ）弊社または第三者を誹謗・中傷し、または信用・名誉を

毀損する行為。 

（ ９ ）第三者のプライバシーを侵害する行為。 

（ １０ ）弊社または第三者の財産を侵害する行為。 

（ １１）公序良俗に反する行為または公序良俗に反する情報を

提供する行為。 

（１２）選挙活動またはこれに類似する行為。 

（１３）犯罪的行為または犯罪的行為に結びつく行為。 

（１４）弊社の業務の遂行または本サービスの提供に支障を及

ぼす行為。 

（１５）その他、法令に違反する行為。 

（１６）その他、弊社が不適切と判断する行為。 

２．利用者は、本サービスの利用に関連して弊社または第三者に

損害を及ぼした場合、弊社または当該第三者に対し、かかる

損害を賠償するものとします。 

 

第１８条（利用者資格の喪失等） 

１．弊社は、利用者が次のいずれかに該当すると判断した場合、

利用者への事前通知、催告なしに、当該利用者につき本サー

ビス利用を一時停止させ、または利用者資格を喪失させること

ができます。利用者資格を喪失した場合、本サービスの利用

はその時点で終了するものとし、利用者は既に生じたサービス

利用料金等について当然に期限の利益を失い、直ちに全額を

一括現金にて弊社に支払います。 

（ １ ）第１７条（禁止行為）第１項各号に該当する行為または該

当するおそれがある行為を行った場合。 

（ ２ ）サービス利用料金等の支払の遅延または不履行があっ

た場合。 

（ ３ ）虚偽の内容に基づき利用申込をしたことが判明した場

合。 

（ ４ ）差押、租税滞納処分、または強制執行等の申立てを受

けた場合。 

（ ５ ）破産、民事再生、特別清算、または会社更生等の申立

てがあった場合。 

（ ６ ）手形、小切手が不渡りとなり、その他支払停止状態に至

った場合。 

（ ７ ）本規約のいずれかに違反した場合。 

２．利用者が本規約に違反して弊社に損害を与えた場合、弊社は

利用者に対して弊社が被った損害の賠償を請求できるものと

します。 

 

第１９条（サービス利用の終了） 

１．利用者が本サービスの一部の利用を終了しようとする場合は、

弊社指定の方法で弊社に通知するものとし、当該通知が弊社

に届いた月の翌月末日をもって当該サービスの利用を終了す

ることができます。なお、「インターネット接続サービス」の利用

を前提に提供するとして弊社が別途指定する種類の本サービ

スの利用は、「インターネット接続サービス」の利用終了と同時

に終了するものとします。 

２．利用者が本サービスの利用を全て終了する場合は、弊社指定

の方法で解約申込書を提出するものとし、解約申込書が弊社

に届いた月の翌月末日をもって解約の効力が生じるものとしま

す。この場合、利用者は解約の時点までに発生済のサービス

利用料金等を、直ちに弊社指定の方法で支払います。 

 

第２０条（著作権等の取り扱い） 

１．利用者は、本サービスを通じて提供される著作物につき、著作

者または著作権者の許諾の範囲および法令により利用が許さ

れる範囲を超えて利用してはならないものとします。 

２．利用者は、著作者または著作権者の許諾がある場合を除き、

本サービスを通じて提供される著作物を第三者に利用させて

はならないものとします。 

３．本条の規定に違反して発生した問題に関し、弊社は一切責任

を負わないものとします。 

 

第２１条（公開情報等の取り扱い） 

１．弊社は、利用者が本サービスを利用してインターネット上に公

開・掲載した情報等（以下「公開情報」という）の全部または一

部について、本サービスの運営および保守管理上の必要があ

ると判断した場合、利用者への事前の通知、および利用者の

承諾を得ずに、複写、移動等を行うことができるものとします。 

２．弊社は、公開情報の全部または一部について、利用者への事

前の通知、利用者の承諾取得および利用者への対価の支払

を行わずに、本サービスに関する事業活動（本サービスに関す

るプロモーション、拡販活動、宣伝、広告等含む）において自由

に利用することができるものとします。 

３．弊社は、公開情報の全部または一部が、次のいずれかに該当

する場合、公開情報の全部または一部を、利用者への事前の

通知および利用者の承諾を得ずに、削除、その他弊社が適当

と判断する措置をとることができるものとします。 

（ １ ）第１７条（禁止行為）第１項各号に該当し、または該当す

るおそれがあると弊社が判断した場合、その他本規約

のいずれかに違反する場合。 

（ ２ ）本サービスの運営上不適切であると弊社が判断した場

合。 

（ ３ ）その他、弊社が削除の必要があると判断した場合。 

４．弊社は、前項の規定に従い公開情報を削除等したこと、または

削除しなかったことにより、利用者または第三者に発生した損

害について、一切責任を負いません。 

５．弊社は、利用者による本サービスの利用に関する情報につき、

利用者への事前の通知および利用者の承諾なしに自ら利用し

または第三者に利用させることを目的として、収集、加工、開

示等をすることができるものとします。 

 

第２２条（本サービスに関する問合せ） 

利用者は、弊社が別途定めた場合を除き、電子メールによっての

み弊社に対して本サービスに関する問合せを行うことができます。 

受付時間は 9時 30分から 17時 30分までとし、土曜日、日曜日、

祝祭日および弊社が定める年末年始等の長期休暇は除きます。 

 



第２３条（免責事項） 

１．弊社は、利用者が本サービスを通じて得た情報について、その

正確性、特定の目的への適合性等を含み、いかなる保証責任

をも負わないものとします。 

２．本サービスの利用に関して利用者と第三者との間で生じた紛

争は、利用者がその責任により処理解決するものとし、利用者

は弊社を免責するものとします。 

３．弊社は、利用者が本サービスを通じて得た情報および公開情

報の消失・毀損・改竄等については、その原因の如何を問わず、

一切責任を負わないものとします。 

 

第２４条（損害賠償） 

１．弊社は、本規約に基づく弊社の義務の履行にあたり、弊社の

責に帰すべき事由により利用者に損害を与えた場合は、当該

損害を賠償するものとします。ただし、弊社が負う損害賠償責

任は、その請求原因の如何に拘わらず、当該利用者から受領

した直近１年間分のサービス利用料金等の合計金額を上限と

し、また、弊社の予見の有無に拘わらず特別の事情から生じた

損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく

利用者の損害については責任を負わないものとします。 

２．前項の規定に拘らず、弊社は、本規約で明示的に定める場合

を除き、本サービスの利用に関して利用者が被った損害や本

サービスの提供の中止・廃止等により被った損害については、

一切責任を負いません。 

３．弊社以外の電気通信事業者の責に帰すべき事由により、本サ

ービスの利用に関して利用者が損害を被った場合は、弊社は

利用者の請求に基づき、当該電気通信事業者から受領した損

害賠償額（以下「賠償限度額」といいます）を限度として損害賠

償に応じるものとします。 

４．前項の利用者が複数ある場合における弊社が賠償すべき損

害の額は、当該損害を被った全ての利用者の損害に対して賠

償限度額を限度とします。この場合において、利用者の損害の

額を合計した額が賠償限度額を超えるときは、各利用者に対

し支払われることとなる損害賠償の額は、当該利用者の損害

の額を、当該損害を被った全ての利用者の損害の額を合計し

た額で除した数を、賠償限度額に乗じて算出した額となりま

す。 

５．本規約において、利用者が損害賠償請求をし得ることとなった

日から３ヵ月を経過する日までに当該請求をしなかったときは、

利用者はその権利を失うものとします。 

 

第２５条（登録内容の変更） 

１．利用者は社名、住所、電話番号、その他弊社への登録内容に

変更が生じた場合、速やかに弊社所定の方法で弊社に届出る

ものとします。なお、当該届出がなされなかったことで、利用者

が不利益を被ったとしても、弊社は利用者に対し一切責任を負

いません。 

２．前項の届け出があった場合は、弊社は、届け出のあった事実

を証明する書類の提出を利用者に求める場合があるものとし、

利用者はこれにすみやかに応じるものとします。 

 

第２６条（権利義務の譲渡等の禁止） 

利用者は、本規約に基づく権利および義務の全部または一部を

第三者に譲渡し、もしくは担保に供し、または承継させる等の処分

をすることはできません。 

 

第２７条（第三者への委任等） 

弊社は、本規約に基づく弊社の義務の全部または一部を、第三者

に委任または請け負わせることができるものとします。 

 

第２８条（個人情報の保護） 

１．弊社は、個人情報を、弊社のホームページに掲載する「個人情

報のお取り扱いについて」に基づき取り扱うものとします。ここ

にいう個人情報とは、利用者に関する情報であって、当該情報

に含まれる代表者や担当者の氏名その他の記述等により特

定の個人を識別することができるものをいいます。 

２．弊社は、利用者から個人情報を収集する場合には、利用目的

を明示したうえで、必要な範囲の個人情報を収集するものとし

ます。 

３．弊社は、個人情報を、以下のいずれかに該当する場合を除き、

第三者に開示、提供しないものとします。 

（ １ ）利用者が個人情報の開示に同意した場合。 

（ ２ ）法令または官公庁の要請により開示が必要な場合。 

（ ３ ）本サービスの運営に関する業務委託先に対し個人情報

を開示する場合。ただし、この場合に開示する情報は、

必要な範囲のみに限定し、開示先に対して契約等により

個人情報の管理を義務付けます。 

 

第２９条（利用者への連絡等） 

弊社から利用者に対する連絡等は、第５条（利用申込の受付およ

び承諾）または第２５条（登録内容の変更）により通知された住所、

電話番号または電子メールアドレス宛に、弊社が適当と判断する

方法により行います。 

 

第３０条（本規約の変更） 

１．弊社は、以下のいずれかに該当する場合、本規約を変更する

ことがあります。本規約が変更された後の本サービスの提供

条件は、変更後の本規約によります。 

（ １ ）利用者の一般の利益に適合するとき 

（ ２ ）契約をした目的に反せず、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き 

２．弊社が、本規約を変更する場合は、弊社が別途定める場合を

除いて、弊社が任意に選択する以下のいずれかの方法により、

本規約を変更する旨、変更後の本規約の内容、変更内容の効

力発生日を利用者へ通知または周知します。 

  （ １ ）本サイト上への掲載 

  （ ２ ）第２９条（利用者への連絡等）に定める方法 

３．本条第１項第２号に該当する変更を行う場合、効力発生に先

立ち前項の通知または周知を行います。 

４．本規約の変更が、サービス利用料金その他重要な契約内容

の変更を伴う場合は、利用者は、当該変更の効力が発生する

日までに弊社指定の方法で手続きを行うことにより、本サービ

スの利用を終了することができます。なお、本項が適用される

場合は、本規約変更時の通知または周知により利用者にお知

らせします。 

５．前４項の規定にかかわらず、法令上、利用者の同意やあらか

じめの通知等が必要となるような変更の場合は、弊社指定の

方法で利用者の同意を得るものとします。 

 

第３１条（準拠法） 

本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用

されるものとします。 

 

第３２条（管轄裁判所） 

１．本規約に定めのない事項、および本規約の各条項に関する疑

義については、利用者と弊社で誠意をもって協議して解決する

ものとします。 

２．前項の協議によっても解決しない場合は、東京地方裁判所お

よび大阪地方裁判所を管轄裁判所とします。 

 

 



 

２０００年 １０月  １日制定 

２００２年  ８月  １日改訂 

２００５年  ３月 １０日改訂 

２００５年 １１月  １日改訂 

２００９年  ９月  １日改訂 

２０１０年  ８月  ３日改訂 

２０１３年  ４月  １日改訂 

２０１４年  ８月  １日改訂 

２０１７年 １０月  １日改訂 

２０２２年 １０月  １日改訂 

 

 


