
 
［サービス仕様書］ 
 

サービス名称 型  名 

ＡＺＣＬＯＵＤ ＳａａＳ 設備点検 初期設定サービス CLAZSAS021SU 

ＡＺＣＬＯＵＤ ＳａａＳ 設備点検 利用者ライセンス CLAZSAS021MM 

ＡＺＣＬＯＵＤ ＳａａＳ 設備点検 追加ディスク（オプションサービス） CLAZSAS022MM 

 

１．サービスの実施 

お客様（以下「甲」という）に対し、株式会社富士通マーケティング（以

下「乙」という）は、本仕様書に従い第５項記載のサービス（以下「本サ

ービス」という）を提供します。 

 

２．用語の定義 

（１）｢乙サービス環境｣とは、本サービスのために乙が甲にインターネッ

トを介して提供する環境を指します。乙サービス環境は、サーバやデ

ィスク等のハードウェア、ミドルウェアやその上で動作するアプリケ

ーション等のソフトウェア、設備、空調等の環境一式から構成されま

す。 

（２）「クライアントアプリ」とは、乙が乙所定の方法により甲に提供し、

乙サービス環境を利用するためのアプリケーションソフトを指します。 

（３）「甲管理者」とは、甲において本サービスの運用全般に関する事項を

管理するとともに、甲の本サービスに関する乙のサービス問合せ窓口

となる者を指します。 

（４）｢甲利用者｣とは、甲管理者のもとで本サービスを利用する者を指し

ます｡ 

（５）｢甲管理者ＩＤ等｣とは、甲管理者がインターネットを経由してクラ

イアントアプリから本サービスを利用するためのログインＩＤ、パス

ワード等を指します｡ 

（６）｢甲利用者ＩＤ等｣とは、甲利用者がインターネットを経由してクラ

イアントアプリから本サービスを利用するためのログインＩＤ、パス

ワードを指します｡ 

（７）「マップ」とは、クライアントアプリ上で点検個所を指定するための

背景画像を指します。 

（８）「点検情報等」とは、クライアントアプリ上の点検個所に登録する文

字や画像等のコンテンツ一式を指します。 

（９）「ピン」とは、クライアントアプリ上のマップに点検情報等を登録す

るための点検個所を示すアイコンを指します。 

（１０）「マーケットプレイス」とは、甲がクライアントアプリをダウンロ

ードすることができる環境を指します。 

（１１）「マーケットデベロッパー」とは、マーケットプレイスを運営する

法人を指します。 

 

３．サービスの構成 

本サービスは、以下の各号の商品により構成されます。なお、本項第１

号、第２号は本サービスを利用するうえで必須となります。 

（１）AZCLOUD SaaS 設備点検 初期設定サービス（以下「初期設定サ

ービス」という） 

（２）AZCLOUD SaaS 設備点検 利用者ライセンス（以下「利用者ライ

センス」という） 

（３）AZCLOUD SaaS 設備点検 追加ディスク（オプションサービス、

以下「追加ディスク」という） 

なお、利用者ライセンス契約が終了した場合は、本オプションサービスも
同時に終了するものとします。 

 

４．サービス実施の前提条件 

 甲は、本サービスを利用する前提として、以下の対応を行うものとしま

す。 

（１）甲は、乙所定の「利用者登録票」に必要事項を記入の上、乙所定の

方法により本契約締結時に乙に提出するものとします。 

（２）甲は、乙が公開Ｗｅｂサイト等で別途提示する推奨環境（ハードウ

ェア、ソフトウェア、ネットワーク等を含むがこれに限られないもの

とし、以下「甲環境」という）を、甲の責任と費用負担で準備したう

えで、乙サービス環境と接続するものとします。 

（３）甲は、乙が乙所定の方法にて提供するクライアントアプリを甲環境

にインストールするものとします。 

 

５．サービスの内容 

本サービスは、ビル・マンションや工場・プラント等の建物や設備等の

点検業務において収集・記録した情報を乙サービス環境に蓄積・管理する

機能を提供するサービスです。 

（１）初期設定サービス 

 ａ．乙は、甲が本サービスを利用できるよう、乙サービス環境の設定を

行います。そのうえで、乙は、甲が初期設定サービスおよび利用者ラ

イセンスにおける、管理者機能を利用するための甲管理者ＩＤ等を甲

管理者に通知します。 

 ｂ．乙は、クライアントアプリで動作する以下の管理者機能を甲に提供

します。なお、以下の機能は、初期設定サービス終了後であっても、

利用者ライセンス契約期間中は使用できるものとします。 

ア．利用者管理機能 

甲管理者が本サービスを利用するための甲利用者ＩＤ等を登録・変

更・削除する機能。なお、甲が登録できる甲利用者ＩＤの数は利用

者ライセンスの契約数を上限とします。 

イ．フォーマット登録機能（マップ） 

   マップの定義フォーマットを乙サービス環境に登録する機能 

  ウ．ピン登録機能 

    ピンの定義情報を乙サービス環境に登録する機能 

 

（２）利用者ライセンス 

ａ．乙は、クライアントアプリで動作する以下の管理者機能を甲に提供

します。 

ア．フォーマット登録機能（入力項目、報告書） 

   点検情報等を登録する入力項目の定義フォーマット、および点検情

報等を乙所定の様式で出力するための報告書フォーマットを乙サー

ビス環境に登録する機能 

  イ．点検情報等の出力機能 

    乙サービス環境に登録した点検情報等を、本号ア．で登録した報告

書フォーマットおよびＣＳＶファイルに出力する機能 

ｂ．乙は、クライアントアプリで動作する以下の利用者機能を甲に提供

します。なお、利用者ライセンスの利用者機能を使用できる利用者Ｉ

Ｄの数は１個とします。 

ア．点検情報等の管理機能 

マップ上の点検個所を指定して、乙サービス環境に点検情報等を入

力・編集・参照・検索する機能 

  イ．点検情報等のメッセージ機能 

   乙サービス環境に登録した点検情報等を、他の甲利用者に送信およ

び受信する機能 

  ウ．点検情報等のオフライン管理機能 

乙サービス環境に接続することなく甲環境に点検情報等を入力・編

集・参照する機能、および甲環境に登録した点検情報等をインター

ネットを経由して乙サービス環境と同期する機能 

ｃ．乙は、甲が乙サービス環境に点検情報等のデータを保存するための

データ領域として、利用者ＩＤ数に３ＧＢを乗じた領域を提供しま

す。 

（３）追加ディスク 

   乙は、甲が乙サービス環境に、点検情報等のデータを保存するため

のデータ領域として、提供済みのデータ領域に加えて１００ＧＢを甲

に提供します。 

 

６．サービスの提供時間帯 

本サービスの提供時間帯は、２４時間３６５日とします。なお、乙は、

第１４項に定める場合において、本サービスの提供を中断または停止する

ことがあります。 

 

７．サービスに関する問い合わせ  

乙は、本サービスの実施期間中、甲からの本サービスに関する仕様また

は操作方法に関する質問または相談（以下、あわせて「サポート」という

）を、月曜日から金曜日まで（祝日および乙の指定する休業日を除く）の

９時から１７時までの間に、甲管理者から電話またはＥ－ｍａｉｌで受け

付けるものとします。なお、上記時間帯以降に到着したＥ－ｍａｉｌによ

るサポートについては、翌営業日の９時に受け付けたものとします。また、

甲が当該質問・相談を行う場合に必要な設備および回線利用料等の費用は、

甲が負担するものとします。なお、本サービスのサポートは日本語のみの

対応とします。 
 
８．サービス仕様の変更 
（１）乙は、本サービス仕様書を随時変更することがあります。なお、こ

の場合には、甲の利用条件その他本サービスの提供内容は、変更後の
サービス仕様書を適用するものとします。 

（２）乙は、前号の変更を行う場合は、変更日の３０日前までに、変更後
のサービス仕様書甲管理者に通知するものとします。 

（３）変更後のサービス仕様書は、すでに実施中の利用者ライセンスおよ
び追加ディスクの各サービスに対しても適用されるものとします。 

 
９．初期設定サービスの終了 
 乙は、初期設定サービス終了後、すみやかに乙所定の「初期設定サービ
ス完了報告書」により、作業の終了を甲に報告するものとします。甲は、
当該「初期設定サービス完了報告書」の受領後すみやかにその内容を確認
するものとし、記名押印をもって、初期設定サービスの終了とします。 
 

１０．甲の協力義務 

甲は、本サービスの実施期間中、自らの責任と費用負担により、次の各

号の事項を実施するものとします。 

（１）甲は、本サービスを利用するために乙より発行する甲管理者ＩＤ等

および甲利用者ＩＤ等の使用および管理について責任を持ち、甲の責

によりこれらが第三者に漏洩し甲に生じた損害については、乙は一切

責任を負いません。 
（２）甲環境に係るハードウェアおよびソフトウェアの保守を行い、当該

甲環境を維持すること。 
 

１１．知的財産権の帰属 

本サービスおよび本サービスに使用するクライアントアプリの著作権は、



乙または第三者に帰属します。また、本サービスに関連して乙が甲に提供し

たドキュメントの著作権も乙に帰属しますが、甲は本サービスを利用するた

めに必要な範囲で、それらのドキュメント（ただし、乙が秘密である旨表示

したものを除く）の全部または一部を複製することができるものとします。 

 

１２．禁止事項 

甲は、本サービス上で以下の行為を行わないものとします。 

（１）クライアントアプリに対する逆アセンブル、逆コンパイルを伴うリ

バースエンジニアリング。 

（２）乙もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、

または侵害するおそれのある行為 

（３）乙もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する

行為、または侵害するおそれのある行為  

（４）乙もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への差別

を助長し、または名誉もしくは信用を毀損する行為 

（５）詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の

違法な売買等の犯罪に結びつく行為、または結びつくおそれの高い行

為 

（６）わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送

信もしくは掲載する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行

為、またはその送信、掲載、販売を想起させる広告を表示または送信

する行為 

（７）ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為 

（８）無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、またはこれを勧誘する行為 

（９）違法に賭博・ギャンブルを行い、またはこれを勧誘する行為 

（１０）違法行為（けん銃等の譲渡、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺

人、脅迫等）を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引（他人

に依頼することを含む）する行為 

（１１）人の殺害現場等の残虐な情報、動物を虐待する画像等の情報、そ

の他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を掲載し、または

不特定多数の者にあてて送信する行為 

（１２）人を自殺に誘引または勧誘する行為 

（１３）「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規

制等に関する法律」に基づく、当該事業の提供者に対する規制および

当該事業を利用した不正勧誘行為の禁止に違反する行為  

（１４）選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および「公

職選挙法」に抵触する行為 

（１５）乙もしくは第三者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等のＥ－ｍａ

ｉｌを送信する行為、嫌悪感を抱くもしくはそのおそれがあるＥ－ｍ

ａｉｌ（嫌がらせメール）を送信する行為、他者のＥ－ｍａｉｌ受信

を妨害する行為、または連鎖的なＥ－ｍａｉｌ転送を依頼する行為お

よび当該依頼に応じて転送する行為 

（１６）第三者の保有するコンピュータに対して多数回の接続行為を繰り

返し行い、もって当該コンピュータを利用困難な状態におく行為 

（１７）本人の同意を得ることなく、または、詐欺的な手段により他者の

個人情報を収集する行為 

（１８）本サービスにより利用しうる情報を正当な権限なく改ざんまたは

消去する行為 

（１９）乙または第三者になりすまして本サービスを利用する行為 

（２０）第三者の設備、ネットワークサービス用電気通信回線、ネットワ

ークサービス用電気通信設備、アクセス回線またはアクセスポイント

に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える

行為、または与えるおそれのある行為 

（２１）有害なコンピュータプログラム等を送信もしくは掲載し、または

第三者が受信可能な状態におく行為 

（２２）法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務

づけられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反

する行為 

（２３）上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反（暴力、残虐等）す

る行為、乙の信用を毀損し、もしくは、乙の財産を侵害する行為、ま

たは、第三者に不利益を与える行為 

（２４）上記各号のいずれかに該当する行為（当該行為を第三者が行って

いる場合を含む）が見られるデータ等へリンクを張る行為 

（２５）第三者に上記のいずれかに該当する行為をなさしめ、または当該

第三者の行為が存在することを知りながら適切な措置を講じることな

く放置する行為 

 

１３．免責事項 

 本サービスに関し、以下の各号の事由に起因して甲に生じた損害につい

て、乙はいかなる法律上の義務も負わないものとします。 

（１）甲の設備のトラブルおよび甲の設備に起因するトラブル 

（２）甲が他の電気通信事業者から提供を受けているアクセス回線のトラ

ブルおよび当該回線に起因するトラブル 

（３）本サービス用電気通信回線およびネットワークサービス用電気通信

設備に対して第三者が故意に当該機能を破壊する場合 

（４）甲が第４項、第１０項、第１２項、第１５項、第１８項および第２

０項を遵守しないことに起因するトラブル 

（５）甲が本サービスを利用することにより第三者との間でトラブル等が

生じた場合 

（６）前各号に定める事由の他、サービス仕様書に定めのない一切の事由 

 

１４．サービスの中断および停止 

 乙は、次の場合には、本サービスの提供を中断もしくは停止することが

できるものとします。その際、乙はあらかじめその旨を甲に通知するもの

としますが、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。この場

合、乙は甲に対し、当該停止の事実について事後に報告するものとします。

なお、これにより甲に損害が生じたとしても、乙は一切責任を負いません。

また、本サービスの中断・停止による利用料の返還はされないものとしま

す。 

（１）乙サービス環境その他本サービス用の設備の保守上または工事上や

むを得ないとき 

（２）乙が提供を受けている他の電気通信事業者の都合により、本サービ

ス用電気通信回線またはアクセス回線の仕様が不能なとき 

（３）乙が本サービスを提供するために必要となる電気通信回線、電気通

信設備またはアクセス回線に対し、第三者が故意に当該機能を破壊す

る場合、または当該機能に支障をきたす行為を行った場合 

（４）天災地変、事故等により、本サービスの提供ができなくなったとき 

 

１５．バックアップ 

 甲は、甲利用者が本サービスにおいて乙サービス環境に登録・保存したデ

ータのうち、甲が重要と判断したデータを、自らの責任でバックアップとし

て保存するものとします。 

 

１６．データの取り扱い 

（１）乙は、甲が乙サービス環境を利用した操作ログを、本サービス実施期

間中および実施期間終了後も、本サービスの品質向上の改善目的にかぎ

り利用できるものとします。 

（２）乙は、甲が乙サービス環境を利用して入出力したデータ（甲利用者が

クライアントアプリを使用して入出力したデータを含み、以下「入出力

データ」という）の参照・改変等は行いません。なお、乙はあらかじめ

甲の了承を得た場合は、参照・改変等を行えるものとします。 

（３）前号の定めにかかわらず、乙は、下記ａ．ｂ．ｃ．ｄのいずれかに該

当する場合には、入出力データを、正当な範囲で参照、閲覧（当該下記

ａ．ｂ．ｃ．ｄにおいて定める場合には第三者に開示することを含む）

することがあるものとします。なお、乙は、次の各号のいずれかに該当

することにより参照・閲覧された入出力データを、当該各号の定めに基

づく参照・閲覧の目的以外の目的に利用しないものとします。 

ａ．刑事訴訟法第２１８条その他同法もしくは犯罪捜査のための通信傍受

に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法

令に基づく強制的な処分が行われた場合において、当該処分の範囲で開

示する場合 

ｂ．特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開

示に関する法律第４条に基づく開示請求の要件が充足された場合におい

て、当該開示請求の範囲で開示する場合 

ｃ．生命、身体または財産の保護のために必要があると当社が判断した場

合において、当該保護のために必要な範囲で利用、開示する場合 

ｄ．乙が本サービスを運営するために必要な範囲（契約金額の算定、設備

の維持等）において乙サービス環境の管理情報を参照する場合 

（４）乙は、特段の合意なき限り、甲が本サービスを利用して入力したデ

ータを、解約日の翌日以降に乙サービス環境から削除するものとしま

す。また、乙は、解約日以降に甲のデータを保持・抽出・返却する義

務を負わないものとします。 

 

１７．料金月 

本サービスにおいて、料金月とは、当月１日から当月末日までをいうも

のとします。 

 

１８．自己責任の原則 

（１）甲は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に

対して損害を与えた場合、または第三者から何らかの請求がなされた場

合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。甲が本サ

ービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対

して何らかの請求を行う場合においても同様とします。 

（２）本サービスを利用して甲が第三者に提供または伝送する情報（コンテ

ンツ）については、甲の責任で提供されるものであり、乙はその内容等

についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてい

かなる責任も負わないものとします。 

 

１９．セキュリティの確保 

（１）乙は、自己の判断において、乙サービス環境上で動作するソフトウ

ェアに対して、当該ソフトウェアのライセンサーや、その他の第三者

から提供される修正ソフトウェア等、必要な措置をとるものとします。 

（２）甲は、前項のソフトウェアおよび修正ソフトウェアには既知または

未知のセキュリティ脆弱性が存在する可能性があることを了解するも

のとし、当該セキュリティ脆弱性に起因して甲または第三者が損害を

被った場合であっても、乙はいかなる責任を負わないものとします。 

 

２０．安全保障輸出管理 

甲は、本サービスに関連して外国為替および外国貿易法（これに関連す

る政省令を含む）で規定する許可が必要な輸出取引を行うときは、所定の

許可を取得するものとします、 

 

２１．サービスの廃止 
 乙は、本サービスの提供を廃止することがあります。その場合、乙は６
か月の予告期間をおいて甲にその旨を通知するものとします。 

 

２２．ハイセイフティ用途 

甲は､本サービスが､一般事務用､パーソナル用､家庭用､通常の産業用等

の一般的用途を想定して実施されているものであり､原子力施設における

核反応制御､航空機自動飛行制御､航空交通管制､大量輸送システムにおけ

る運行制御､生命維持のための医療用機器､兵器システムにおけるミサイル

発射制御など､極めて高度な安全性が要求され､仮に当該安全性が確保され

ない場合､直接生命･身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下｢ハイセイ

フティ用途｣という）に使用されるよう実施されているものではないことを



確認します｡甲は､当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置

を施すことなく､本サービスをハイセイフティ用途に使用しないものとし

ます｡また､甲がハイセイフティ用途に本サービスを使用したことにより発

生する､利用者または第三者からのいかなる請求または損害賠償に対して

も乙は責任を負わないものとします｡ 

 

 

２３．特約条項 

 マーケットプレイスから提供するクライアントアプリについては、以下

のとおりとします。 

（１）甲は、クライアントアプリを、マーケットプレイスを介して甲環境

にインストールする場合に生じた不具合につき、マーケットデベロッ

パーはいかなる責任も負わないことを承諾するもとします。 

（２）甲は、甲利用者が、乙またはマーケットデベロッパーに対して、問

い合わせやクレーム等を直接行わないようにする等、サービス仕様書

に定める内容を周知するものとします。 

（３）甲は、甲利用者に対し、インストール時に提示されるＥＵＬＡ等の

クライアントアプリの使用条件を遵守させるものとします。 

（４）甲利用者が本サービスを使用する権利を失う場合、甲は、甲利用者

の甲環境からクライアントアプリを削除するものとします。 

（５）甲は、甲および甲管理者および甲利用者が、前各号に違反して、乙、

マーケットデベロッパー、または第三者が損害を被った場合、その損

害につき賠償責任を負う事を承諾するものとします。 

 

２４．その他 

 本サービスの開発元は、株式会社富士通システムズ・イーストとなりま

す。 

 

以  上 


