
共用レンタルサーバ利用規約 
 

この共用サーバー利用規約(以下、[本規約]という)は、ビットスター株式会社(以下、[当社]

という)が提供する共用サーバーサービス(以下、[本サービス]という)をご利用いただくに

あたり、本サービスの利用者である法人または個人(以下、[契約者]という)と当社との間に

おいて本サービスの利用に関して適用されるものです。契約者は、本サービスを利用するた

めの契約(以下、[利用契約]という)の申込みに際しては、本規約を承諾したものとします。 

 

第１条（規約の適用） 

１．当社は、本規約に基づき本サービスを提供します。 

 

第２条（規約の変更） 

１．当社は、契約者の承諾を得ることなく本規約を変更することがあります。 

 

第３条（利用申込み） 

１．利用契約の申込みをする契約者は、当社が運営するサイト上の申込みフォームに 

必要事項を記載の上、申し込むものとします。 

 

第４条（申込みの拒絶) 

１．当社は、契約者が次の項目に該当する場合には、本サービスの申込みを受け付けない 

場合があります。 

（１）利用契約の申込みフォームに虚偽の内容を記入した場合。 

（２） 契約上の義務を怠る虞があると当社が判断した場合。 

（３）申込者が日本国内に在住していない場合。 

（４）その他、本サービスの運営に支障をきたす虞があると当社が判断した場合。 

 

第５条(利用契約の成立） 

１．利用契約は、契約者が第 3 条による申し込みを行い、当社がアカウントを発行した時 

に成立します。 

 

第６条（利用開始） 

１．利用者は当社が電子メールによりアカウントを発行した時点から、本サービスを利用 

できます。 

 

第７条（契約期間） 



１．サービスの利用契約の期間は、前条によるアカウント発行時点から、3 ヶ月、6 ヶ月 

または 1 年とします。 

２．複数ドメインオプションのサブアカウントの契約期間は、アカウント発行時点 

から、6 ヶ月または 1 年とします。 

※ただし、サブアカウントの契約期間は、メインアカウントの契約期間を超えることは 

できないものとします。 

 

第８条（届出事項の変更） 

１．契約者は、申込み時に申告した内容に変更があった場合、直ちにその変更を当社の 

定める方法により届け出るものとします。 

 

第９条（利用料） 

１．契約者は、本サービス利用の申込みを行った場合には、1 週間以内に、当社の規定する 

方法で利用料の入金を行うものとします。 

２．第 20 条(サービスの停止)の規定により、本サービスの提供が停止された場合で 

あっても、利用料の支払い義務は停止しないこととします。 

３．利用契約が第 21 条(解約)に基づき解約された場合であっても、かかる解約が当社の帰

責事由によらない場合には、当社は既に受領した利用料の払い戻しは行わないものと

します。 

４．第 1 項の期間内に入金が無い場合には、当社は契約者の申込みがそもそも無かったも 

のと見なし、契約者のアカウントを削除した上で、ディスク内のデータをすべて削除し

ます。その際契約者には何らの通知も行いません。 

５．契約者は、契約開始日から 30 日以内で、本サービスに満足がいかない場合は、契約を

解約することができ、当社は、その理由のいかんにかかわらず契約者が支払った利用料

を全額払い戻しします。ただし、本規約に違反した場合、転送量使用量が 10GB を超え

た場合には、契約開始から 30 日以内であっても全額を払い戻さないことがあります。 

６．前項の場合であっても、ドメイン名取得にかかる部分は解約できません。払い戻しの際

には、サーバレンタルを申し込んでいない場合のドメイン登録料金として計算し、サー

バ利用料金からこれを控除した額を払い戻します。 

７．海外サーバにおいては、急激な為替変動があった場合には、当社の判断において、利用

料金を変更することがあります。 

 

第１０条（コンテンツ）  

１．国内サーバにおいては、下記のコンテンツ(文章・音声・静止画・動画を含みますが 

これに限られません。以下同じ)の保存、公衆送信及び転送を禁止します。 

（１）衣服を着けていない人、露出した女性の胸部・性器の描写を含むもの(刑法上の 



わいせつ物に該当しないものも含みます)。 

（２）偏見、差別およびそれに類する表現を含むもの。 

（３）法律に抵触する内容、法令に抵触する行為、自殺を助⾧・促進する内容を含む 

もの。 

（４）その他、弊社が適切でないと判断したコンテンツ。 

２．国内サーバ、海外サーバのいずれにおいても、児童ポルノであるコンテンツの保存、公 

衆送信及び転送を禁止します。ここで児童ポルノとは、児童買春、児童ポルノに係る行

為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第 2 条第 3 項に定める児童ポルノ及び児童

の性交・性交類行為、性器接触行為、衣服を着けない児童の絵画・イラスト・漫画・ゲ

ームをいいます。予告なしにサーバを停止する場合がございます。 

３．前 2 項に記載したコンテンツ以外のコンテンツの使用は禁止はされませんが、当社が 

かかるコンテンツの使用の承認するものではなく、契約者は自らコンテンツの適正性

を確認する責任を負うものとします。  

 

第１１条（サーバへの負荷について） 

１．大量メール、ゲームサイト(カジノを含む)の運営や、契約していない他サーバから 

当社サーバ内に設置した CGI を実行すること(例えばレンタルカウンター、レンタル掲

示板など)など、サーバの CPU 負荷が極度に高くなる行為は禁止します。 

２．画像掲示板を含むサイトの運営など、ファイルアクセス負荷が極端に高くなる行為は 

禁止します。  

３．マルチメディアコース以外では、契約していない他サーバから画像ファイルを参照す

ること、マルチメディアファイルなどを置くサイト(Quick Time、Real Audio、Real 

Video、MP3)やダウンロードを主な目的にするサイトの運営など、ネットワーク負荷

が極端に高くなる行為は禁止とします。 

４．前 3 項の例のみならず、CPU 負荷、メモリ負荷、ファイルアクセス負荷、ネットワー 

ク負荷や、その他当社やデータセンターへの負荷が極端に大きく、技術的見地から共用

サーバでの運用が適当ではないと当社が判断した場合には、CGI プログラムもしくは

サイトの運営方法全体の改善をお願いすることがあります。改善が不可能であるとき

には、利用規約第 19 条及び第 20 条にもとづき、契約を解除することがあります。 

５．サーバが停止した際に、契約者が設置したプログラムがサーバ停止と因果関係を有す

る場合には、その当該契約者のサイト全体を一時的に停止します。プログラムの修正等

によって、再びサーバ停止もしくは CPU 高負荷の危険を取り除いたと認められない限

り、サイトの停止を解除しません。また、当社が指摘した事項の改善を怠った場合等、

同じプログラムで再度サーバ停止乃至はそれに類似する状況を招いた場合には、レン

タルサーバー利用規約にもとづき、利用契約を解除することがあります。 

６．メール受信が多く、サーバに大きな負荷がかかる場合、そのメールアカウントのドメイ 



ンの MX レコードを変更していただきます。 

 

第１２条(ディスク容量) 

１．高速大容量セキュリティコースは 60GB、マルチメディアコースでは 40GB、高速 

セキュリティコースは20GB、メールコースは2GBをディスク使用量の上限とします。 

 

第１３条（転貸について） 

１．契約者は第三者に対しサーバを転貸することができますが、転貸した契約者は、転貸 

先にサーバ利用規約、本利用ガイドライン及びアンチスパムガイドラインを遵守させ

るものとし、転貸先がこれらに違反した場合には、契約者が違反したものと見なします。  

 

第１４条（転送量） 

１．高速セキュリティコースは、月間転送量 40GB 以上をご利用の場合、追加料金(40 

GB から 80GB まで 1GB 毎に 105 円、80GB から 1GB 毎に 210 円)がかかります。  

２．高速大容量セキュリティコース、マルチメディアコースでは、月間転送量 80GB 以上を 

ご利用の場合、追加料金(1GB 毎に 210 円)がかかります。 

 

第１５条（遅延損害金） 

１．契約者は、利用料等の支払いを遅延した場合には、遅延期間につき、年 14.5％の割合 

による遅延損害金を支払うものとします。  

  

第１６条（契約の継続） 

１．当社と契約者の利用契約は自動更新されません。当社からの更新のご案内のメール 

に対して契約者が承諾の意思を表示したときに、契約が更新されるものとします。更新

の際には、契約者は第７条に規定する契約期間のうちから、延⾧する契約期間を選択す

るものとします。 

 

第１７条（アカウントおよびパスワード管理） 

１．契約者は、当社が発行した管理者用アカウントおよびパスワードの管理責任を負う 

ものとします。 

２．当社が発行した管理者用アカウントおよびパスワードにより本サービスが利用され 

た場合には、契約者自身が利用したものとみなし、仮にその利用が第三者による不正利

用であったとしても、その被害について契約者が一切の責任を負います。 

３．契約者が管理者用アカウントまたはパスワードを紛失し、または、第三者に知られた 

場合には、速やかに当社に報告するものとします。 

 



第１８条（データの管理） 

１．当社は契約者のデータのバックアップを行いますが、これは障害時に契約者のデータ 

が復元できることを保証するものではありません。データベースのデータを含め、契約

者のディスクエリアにあるデータのバックアップについては、契約者が一切の責任を持

つものとし、サーバの障害などにより契約者のディスクエリアのデータが消失しても当

社は一切の責任を負わないものとします。 

 

第１９条(契約者の義務) 

１．契約者は後記サーバ利用ガイドライン・アンチスパムガイドラインに従って、本サー 

ビスを利用するものとします。 

２．契約者が利用ガイドライン・アンチスパムガイドラインに違反した場合には、本規約に 

違反したものと見なします。 

３．当社は随時サーバ利用ガイドライン・アンチスパムガイドラインの変更を行います。 

４．契約者が国内外の他のネットワークを経由して通信を行う場合、経由する全てのネッ 

トワークの規則に従わなければなりません。 

 

第２０条(サービスの停止) 

１．当社は電気通信設備の保守・工事の必要がある場合には、契約者に事前に通知の上、 

サーバを停止いたします。ただし、障害等、緊急を要する場合には、通知を行わないこ

とがあります。 

２．当社は、契約者が次の各項目のいずれかに該当する場合には、事前に通知することなく、 

本サービスの提供を停止することがあります。 

（１）利用料等の支払いを怠った時。 

（２）国内外の諸法令または公序良俗に反する態様においてサービスを利用した時。 

（３）第 19 条の契約者の義務に反した時。 

（４）利用契約の申込書に虚偽の事項を記載したことが判明した時。 

（５）契約者の故意、過失その他理由、原因の如何に関わらず、システム、ネット 

ワーク等に高負荷を引き起こす行為、または状態が発生したと弊社が判断した

時。 

（６）その他、当社が契約者として不適切と判断した時。 

 

第２１条(解約) 

１．当社は、前条 2 項の規定により利用契約に基づくサービスの利用を停止された契約者

が、速やかにその事由を解消しない場合には、利用契約を解約することがあります。 

２．当社は、契約者が第 19 条のいずれかに該当する場合で、その事由が当社の業務の遂行

上、支障を及ぼすと認められるときは、サービスの停止をすることなく、直ちに利用契



約を解約することがあります。 

３．当社は、契約者が本規約に違反し、かつ、当社が契約者に違反の通知をしたにもかか 

わらず、速やかにその違反を解消しない場合には、利用契約を解約することがあります。 

４．当社は、前 2 項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解

約の通知あるいは催告をしない場合があります。 

 

第２２条(知的財産権) 

１．当社が提供するマニュアルその他に関する著作権その他の知的財産権は、すべて当社 

が保有します。契約者は本サービスを利用する限度においてマニュアル等を利用でき

るのみであり、一切転用できません。 

 

第２３条(サポート) 

１．当社がサポートについて責任を追う範囲は、当社独自の仕様等に関する事項に限られ 

ます。文献やインターネット等で公開されている一般的知識(一般的なサーバープログラ

ムの使用法、プログラム言語の文法事項等)およびオープンソースに関しては、当社のサ

ポートの範囲外になります。当社は契約者の便宜のため、この範囲を超えたサポートを

行うことがありますが、かかるサポートが継続することを保証しません。また、オープ

ンソースの動作の不具合に関しては、責任を負いません。 

２．サポートの依頼があった場合、調査のために不具合のあると思われる箇所(cPanel®や 

メールアカウントなど)に、サーバ管理者がアクセスすることが承諾されているものと

みなします。 

３．電話サポートは、メールで問い合わせをした上で 2 時間以内に、当社から応答がない 

ときに利用できる。ただし、(ユーザアカウント内のヘルプや障害対応ではなく)サーバ

ーダウン、apache ダウンなどサーバー全体の障害が発生したとき、および当社から認

めた場合に関しては、この限りではない。 

 

第２４条(自己責任の原則) 

１．契約者は、本サービスの利用に伴い、第三者に損害を与えた場合、自己の責任と費用 

解決するものとします。 

２．契約者は、本サービスの利用に伴い、当社に損害を被らせた場合には、当社に対し、 

当該損害を賠償するものとします。 

 

第２５条(守秘義務) 

１．当社は、契約者から得た一切の情報を第三者に開示しないものとします。但し、公安 

当局から、捜査上の要請に基づいて、書面による正式な協力要請があった場合には、契

約者の同意を得ることなく開示することがあります。 



 

第２６条(補償) 

１．下記の方法により計算したサーバの総計稼働割合が下記の値となった場合には同所 

記載の日数分、使用期間を延⾧します。ただし、この期間延⾧による補償は、本来の契

約期間満了日まで契約者が契約を継続していた場合にのみ適用され、途中で解約を行

なった場合には適用されません。 

計算方法 月間のサーバダウン時間を累計し(分以下の端数は切り捨てま

す)、それを当該月の 1 ヶ月の日数を 24 倍した値で除し、最後に

100 倍した値とします。 

ここで、サーバダウンとは、WEB サーバ(Apache)が正常に働かな

いために、契約者のサイトが表示されない状態を指します。 

特定のサイトがそのユーザの個別の理由で表示されない場合や、

メールの送受信ができないだけの場合は、サーバダウン時間とし

ては計算されません。 

また第 21 条 1 項に基づくサーバの停止は、ダウンタイムに含めま

せん。 

延⾧期間 国内高速大容量コースの場合 

 

 

99.5％を下ると 3 日間、さらに

0.5％下回る毎に 3 日間 

(例：96.5％以上 97％未満の 

場合には 18 日間) 

国内高速大容量コース以外 

のコース 

99％を下ると 3 日間、さらに 1％

下回る毎に 3 日間 

(例：96％以上 97％未満の場合に

は 9 日間) 

 

第２７条(免責) 

１．当社は、サーバのダウンについて、前条に規定する以外の保証は、逸失利益の保証等 

を含めて、一切行いません。 

２．当社は、契約者が本サービスの利用に伴い被った損害について、損害賠償その他の責 

任を負わないものとします。但し、契約者が、当社の故意または重大な過失に基づき損

害を被った場合には、この限りではありません。 

３．当社は、契約者が本サービスを利用して公開するコンテンツに関して、一切の責任を 

負わないものとします。 

 

第２８条(管轄) 

１．当社と契約者間の契約に関する紛争については、大阪地方裁判所または大阪簡易裁判 



所を第一審の管轄裁判所とします。 

 

第２９条(協力義務) 

１．本規約に定めのない事項については、当社と契約者は誠意をもって協議し、解決する 

ものとします。 

 

2007 年 4 月 1 日改定 

 


