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第１条（利用規約の適用） 
１．タカラベルモント株式会社（以下「当社」といいます。）は、この利用規約（以下、単

に「利用規約」といいます。）に基づき、『SALONPOS LinQ』ＡＳＰサービス（以下

「本サービス」といいます。）を提供します。 
２．第８条（利用契約の締結等）第１項に基づいて利用契約を締結する際に本規約と異な

る内容を定めたときは、当該異なる内容の定めを利用規約に優先して適用するものと

します。 
 
第２条（定義） 

利用規約においては、次の各号に掲げる用語はそれぞれ当該各号に記載する意味で使

用します。第８条（利用契約の締結等）第１項に基づいて行う利用契約の締結、およ

び本サービスの提供・利用にあたっても、当社または利用申込者もしくは契約者（第

４号で定義する「契約者」をいいます。）が別段の意思表示をしない限り、同様としま

す。 
（１） 本サービス：  

当社が、利用規約に基づいて契約者に提供するアプリケーション・サービスお

よびこれに付随するサービスとして定め、別紙 A に記載するもの 
（２） アプリケーション・サービス： 

インターネットを利用してアプリケーション・ソフトを貸与するサービス 
（３） 申込者： 

第８条（利用契約の締結等）第１項に基づいて利用契約の締結を当社に対して

申し込む者 
（４） 契約者： 

第８条（利用契約の締結等）第１項に基づいて利用契約を締結し、当社から本

サービスの提供を受ける者 
（５） 利用契約： 

第８条（利用契約の締結等）第１項に基づいて当社と契約者との間に締結され

る本サービスの提供・利用に関する契約（利用規約の内容を含みます。） 
（６） 契約者設備： 

本サービスの提供を受けるため契約者が設置するコンピュータ、電気通信設備、

その他の機器及びソフトウェア 
（７） 本サービス用設備： 

本サービスを提供するにあたり当社が設置するコンピュータ、電気通信設備、



その他の機器及びソフトウェア 
（８） 本サービス用設備等： 

本サービス用設備、および本サービスを提供するために当社が電気通信事業者

より借り受ける電気通信回線 
（９） 消費税等： 

消費税、地方消費税、その他契約者が当社に対する債務の履行（金銭の支払い

を含むが、これに限定されない。）に際して負担すべき公租公課の合計額 
（10）ユーザＩＤ： 

契約者とその他の者を識別するために用いる符号として、当社が契約者に付与

するもの 
（11） パスワード： 

  契約者とその他の者を識別するためにユーザＩＤと組み合わせて用いる      

符号として、契約者が設定するもの 
 
第３条（本サービスの種類と内容） 
１．当社が提供できる本サービスの種類及びその内容については別紙Ａ記載のとおりであ

り、契約者は、第８条（利用契約の締結等）第１項に基づいて行う利用契約の申込み

（以下、単に「利用契約の申込み」といいます。）に際して、希望する本サービスの具

体的な種類を当社所定の方法により明示するものとします。 
２．契約者は、次の各号に掲げる事項について同意したうえで、利用契約の申込みを行う

ものとします。 
（１）第 30 条（免責）第１項各号に掲げる損害の原因となる事由を含め、当社に起因    

しない事由により、本サービスに不具合の生じる場合があること 
（２）前項の場合、当社は契約者および第三者に対する一切の責を免れること 
（３）契約者は、利用契約に明記されている権利のみを取得し、その他には如何なる     

権利（本サービスを提供するために当社が用いる知的財産権を含みますが、こ   
れに限定されるものではありません。）も取得しないこと 

 
第４条（本サービスの利用可能地域） 

契約者が本サービスを利用できる地域は、利用契約において特に定める場合を除いて、

日本国内に限定されます。 
 
第５条（導入支援サービスおよびサポートサービス） 

当社が提供する導入支援サービス及びサポートサービスの内容については、別紙Ａ記

載のとおりとします。 
 



 
第６条（第三者に対する委託） 

当社は、本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断によ

り第三者に委託することができます。この場合、当社は、当該委託先（以下「委託先」

といいます。）に対して、第 26 条（開示情報の秘密保持）及び第 27 条（個人情報の取

り扱い）に基づく義務を含め、利用契約の各条項に基づいて当社が負担する義務のう

ち当該委託業務にかかわるものについて、当社の義務と同等の義務を委託先に課する

ものとします。 
 
第７条（本サービスの利用料金、算定方法等） 

本サービスの利用料金、算定方法等については、別紙Ｂ記載のとおりとします。 
 
第８条（利用契約の締結等） 
１．利用契約は、申込者が当社所定の利用申込書を当社に提出する方法により申込み、こ

れに対して当社が承諾する旨を記載した書面をＦＡＸまたは電子メールの方法により

発信したときに成立します。なお、当該承諾する旨を記載した書面の発信は、申込者

が指定する受信先に宛てて行うものとします。 
２．申込者は利用規約の内容を承諾したうえで前項の申込みを行うものとし、申込者が当

該申込みを行った時点で、当社は申込者が利用規約の内容を承諾しているものとみな

します。 
３．申込者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当社は申込者による申

込みを拒絶し、利用契約を締結しないことができます。 
（１）本サービスに関する金銭債務の不履行、その他利用契約に違反したことを理由   

として利用契約を解除されたことがある場合 
（２）利用申込書に虚偽の記載、誤記があった場合、または記入もれがあった場合 
（３）本サービスに関する金銭債務の不履行のおそれ、その他利用契約に違反するお

それがある場合 
（４）その他当社が不適当と判断する場合 

 
第９条（変更通知） 
１．契約者について次の各号に掲げる事項に変更が生じる場合、当該契約者は当社の定め

る方法により変更予定日の１４日前までに当社に通知するものとします。 
（１）契約者が法人である場合は、その商号、本店所在地、通知・連絡の受信先、そ

の他契約者にかかわる事項として利用申込書に記載した事項 
（２）契約者が法人でない場合は、契約者の氏名及び住所、その使用する商号または

名称、主たる営業所の所在地、通知・連絡の受信先、その他契約者にかかわる



事項として利用申込書に記載した事項 
２．前項に基づく通知を怠ったことにより契約者に損害が生じた場合（通知の不到達によ

る損害を含みますが、これに限定されないものとします。）、当社は一切の責任を負わ

ないものとします。 
 
第 10 条（通知） 
１．当社から契約者に対する通知は、次の各号に掲げる方法のうち当社が適切と判断する

ものにより行うものとし、当該各号の方法により行った通知の効力は当該各号に記載

する時点で生じるものとします。ただし、利用規約における他の条項に別段の定めが

ある場合、または利用契約に際して別段の定めを置いた場合は、当該別段の定めによ

るものとします。 
（１）電子メールによる通信： 
     当社が発信した時点で、通知の効力が生じるものとします。 
（２）書面の郵送による交付： 

契約者に到達した時点で、通知の効力が生じるものとします。 
（３）書面の手渡しによる交付： 

契約者が受領した時点で、通知の効力が生じるものとします。 
（４）当社が開設するウェブページ［http://portal.salonpos-net.com/］上への掲載： 

当社が掲載した時点で、通知の効力が生じるものとします。 
２．当社が前項第１号または第２号の方法により通知を行う場合、当該通知の発信は契約

者が利用申込書に記載した通知・連絡の受信先に対して（契約者が第９条（変更通知）

第１項に基づいて当該受信先の変更通知を行った場合は、当該変更後の受信先に対し

て）行うものとします。 



 
第 11 条（本サービス提供の中断、停止） 
１．当社は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、契約者に対する事前通

知を要することなく、本サービスの全部または一部についてその提供を中断すること

ができます。ただし、本サービス用設備等について定期的な保守点検を実施する場合、

当社は契約者に対して当該実施日の１０日前までにその旨を通知します。 
（１） 本サービスを安定的に提供するために、本サービス用設備等について必要な保

守点検等を実施する場合 
（２） 本サービス用設備等の故障について対応する必要が生じた場合 
（３） 当社の合理的な支配を超える不可抗力事由（地震・津波・洪水・火山の噴火・

大雨・暴風・戦争・暴動の他、通信回線障害を含みますが、これに限定されま

せん。）が生じた場合 
（４） 前項に掲げる場合の他、当社において必要と判断する合理的理由がある場合（本

サービスの運用上または技術上の理由により当該中断がやむを得ないと判断す

る場合を含みますが、これに限定されません。） 
２．契約者について第 14 条（当社から行う利用契約の解除）第１項各号に該当する事由の

いずれかが生じた場合、および契約者が第 25 条（禁止事項）各号に掲げる行為のいず

れかを行った場合、当社は、契約者に対する事前通知を要することなく本サービスの

全部又は一部の提供を停止することができます。 
３．前二項に基づく本サービス提供の中断、停止により契約者またはその他の第三者に損

害が生じた場合であっても、当社は当該損害について一切の責任を負わないものとし

ます。 
 
第 12 条（利用期間） 

本サービスの利用期間は、第８条（利用契約の締結等）に基づいて利用契約が成立し

た日の属する月の翌月初日に開始するものとし、当該開始日以降２回目に到来する３

月３１日を最終日とします。ただし、期間満了日の３０日前までに、別段の意思表示

について当社から契約者に対する通知を行わず、かつ契約者が当社所定の方法により

当該意思表示を行わない場合、利用契約の内容は同一のまま利用期間は１年間自動的

に延長されるものとし、以後も同様とします。 
 
第 13 条（契約者から行う利用契約の中途解約） 
１．契約者は、解約希望日の１４日前までに当社が定める方法をもって当社に通知するこ

とにより、当該解約希望日を最終利用日として利用契約を中途解約することができま

す。なお、上記通知に際して契約者が解約希望日を明示しない場合、または上記通知

が解約希望日の１４日前までになされなかった場合、当社は、解約希望についての通



知が当社に到達した日から１４日目（当該期間は、解約希望についての通知が当社に

到達した日の翌日より起算します。）の日を契約者の解約希望日とみなします。 
２．前項の通知を行った契約者は、当社に対して支払うべき一切の金銭（未払いの利用料

金、遅延利息を含みますが、これに限定されません。）について、当社の指定する方法

により、当社の指定する期日までに支払うものとします。 
 
第 14 条（当社から行う利用契約の解除） 
１．当社は、契約者について次の各号に該当する事由があると判断した場合、契約者に対

する何等の催告を要することなく、利用契約の全部または一部を解除することができ

ます。当該解除がなされた場合、契約者は、当社に対して支払うべき一切の金銭（未

払いの利用料金、遅延利息を含みますが、これに限定されません。）について期限の利

益を喪失し、当社に対して直ちに当該金銭を支払うものとします。 
（１） 利用申込書の記載内容、第９条（変更通知）に基づく通知内容、その他当社に

対する通知内容等に虚偽があり、またはその疑いが生じたとき 
（２） 支払を停止したとき、または支払不能の状態に陥ったとき 
（３） 手形交換所から警告処分または不渡り処分を受けたとき 
（４） 差押え、仮差押え若しくは競売の申立があったとき、または公租公課の滞納処

分を受けたとき 
（５） 破産手続開始、会社更生手続開始、若しくは民事再生手続開始の申立があった

とき、その他これに類する手続きの申立があったとき 
（６） 前各号記載の事由が生じた場合のほか、契約者の信用状態に重大な不安が生じ

たとき 
（７） 監督官庁から営業の取消、停止等の処分を受けたとき 
（８） 利用契約に違反し、当社がかかる違反の是正を催告したにもかかわらず、当社

が指定する期日までに当該違反を是正しないとき 
（９） 解散、減資、事業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をしたとき 
（10） 当社または第三者に対する詐術その他の背信的行為により、当社の契約者に対  

する信頼を破壊したと認められるとき 
２．前項の定めは、当社の契約者に対する損害賠償請求を妨げるものではありません。 
３．第１項に基づく解除により契約者またはその他の第三者に損害が生じた場合であって

も、当社は当該損害について一切の責任を負わないものとします。 
 
第 15 条（本サービスの廃止） 
１．当社の合理的な支配を超える不可抗力事由（地震・津波・洪水・火山の噴火・大雨・

暴風・戦争・暴動の他、通信回線障害を含みますが、これに限定されません。）により

本サービスの提供が困難となった場合、当社は、何等の手続きを要することなく、直



ちに本サービスの全部又は一部を廃止し、その提供の義務を免れることができます。 
２．当社は、次の各号に該当する事由のいずれかが生じた場合、契約者に対する３０日前

までの予告通知をもって、本サービスの全部又は一部を廃止し、その提供の義務を免

れることができます。 
（１） 当社における事業方針に変更があったとき 
（２） 本サービス提供のために必要な業務委託契約が終了することとなったとき 

３．第１項および第２項に基づく本サービスの廃止により契約者またはその他の第三者に

損害が生じた場合であっても、当社は当該損害について一切の責任を負わないものと

します。 
 
第 16 条（利用契約終了後の措置） 

利用契約が終了した場合、契約者は、本サービスの利用にあたって当社から貸与を受

けた全ての資料等（その複製物を含みます。以下、同じとします。）を直ちに当社に返

還し、契約者設備などに格納されたソフトウェアについてはこれを消去し、当該消去

した旨を当社に保証するものとします。 
 
第 17 条（利用料金の支払義務） 
１．契約者は、利用期間中、利用契約の対象となった種類の本サービスに関する利用料金

および及びこれに課される消費税等を、第 18 条（利用料金の回収）に定める方法に従

って当社に支払うものとします。 
２．当社に責のある事由により本サービスの提供が２４時間以上継続して中断した場合、

契約者は、当該中断した日数に対応する利用料金およびこれに課される消費税等につ

いて、支払いの義務を免れるものとします。ただし、第 11 条（本サービス提供の中断、

停止）第１項に基づいて当社が本サービスの提供を中断した場合は、この限りではあ

りません。なお、「中断した日数」については、中断した時間数を２４時間で除して得

た整数（整数に満たない時間については当該中断がなかったものとみなします。）を指

していうものとします。 
 
第 18 条（利用料金の回収） 
１．契約者は、本サービスの利用料金およびこれに課される消費税等（本サービスの利用

料金およびこれに課される消費税等を、以下「利用料金」といいます。）について、利

用月の翌月２３日（当日が、当該利用料金等の支払いに関与する金融機関の休業日に

当たる場合はその翌日を代替日とし、当該代替日が休業日当たる場合も同様としま

す。）に、当社が別途指定する集金代行業者が契約者の指定する預金口座から自動引き

落しの方法により回収することについて、同意します。 
２．契約者が当社に対して負担する利用料金の支払い債務は、前項の回収がなされた時点



において履行されたものとします。 
３．第１項に基づく回収の費用、その他利用料金の支払いに関して必要な諸費用について

は、契約者が負担するものとします。 
４．契約者と第１項の集金代行業者（以下「指定集金代行業者」といいます。）との間にお

いて利用料金の回収をめぐる紛争が生じた場合、契約者が自らの責任と負担で解決す

るものとし、当社は当該紛争について一切の責任を負わないものとします。 
 
第 19 条（遅延利息） 
１．契約者は、利用料金の支払いを遅延した場合、当社が指定する期日までに、当社の指

定する方法に従って、当該遅延した利用料金とともに遅延利息を支払うものとします。

遅延利息の額は、当該遅延した利用料金の額について年率１４．６％で算定した１日

当たりの額に、支払期日（前条第１項に基づいて支払をなすべき期日をいいます。）の

翌日から支払日までの日数を乗じた金額とします。 
２．契約者は、利用契約に基づき当社に対して利用料金以外の金銭支払い債務を負担する

こととなった場合において、その履行を遅延したときは、当社が指定する期日までに、

当社の指定する方法に従って、前項と同じ方法により算定した遅延利息を支払うもの

とします。 
３．前二項に基づく支払に必要な振込手数料その他の費用については、契約者が負担する  

ものとします。 
 
第 20 条（自己責任の原則） 
  契約者は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由により第三者（日本国

に居住する者であるか否かを問いません。本条において、以下同じとします。）に対し

て損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等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。契約者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、又は第三者に対してクレーム等の請求を行う場合におい

ても同様とします。 
 
第 21 条（当社に対する責任） 
  契約者は、その故意又は過失により当社に損害を与えた場合、当社に対して当該損害

を賠償する責任を負います。 
 
第 22 条（利用責任者） 
１．契約者は、本サービスの利用に関する利用責任者（以下、単に「利用責任者」といい

ます。）をあらかじめ定めたうえで、第８条（利用契約の締結等）第１項に基づく利用

申込みの際に当社所定の利用申込書に記載して当社へ通知するものとします。 



２．本サービスの利用に関して当社から契約者に対して行う通知・連絡・照会等について

は、原則として利用責任者に宛てて行うものとします。ただし、当社は、本契約の効

力に関する通知など重要な事項に関する通知が必要な場合、適宜、契約者の代表者に

宛てて当該通知を行うことができます。 
３．本サービスの利用に関して契約者から当社に対して行う通知・連絡・照会等について

は、原則として利用責任者が行うものとします。利用責任者以外の者から当該通知・

連絡・照会等がなされた場合、当社は契約者からの通知・連絡・照会等ではないもの

とみなして取り扱うことができます。 
４．利用責任者に変更が生じた場合、第９条（変更通知）の定めに従うものとします。 
 
第 23 条（契約者設備の設置・維持） 
１．契約者は、自己の費用と責任において当社が定める条件に適う契約者設備を設置し、

かつ、本サービスの利用に適した当該設備の使用環境（当社による指定があるか否か

を問いません。）を維持するものとします。 
２．契約者は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業

者等の電気通信サービスを利用して契約者設備をインターネットに接続するものとし

ます。 
３．第１項に基づく契約者設備の設置、使用環境の維持、または第２項に基づくインター

ネット接続に不具合が存在する場合、当社は契約者に対して本サービスを提供する義

務を負いません。 
４．当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上又は技術上必要であると判断した場

合、契約者等が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等について、監視、分析、

調査等必要な行為を行うことができます。 
 
第 24 条（ユーザＩＤ及びパスワード） 
１．契約者は、ユーザＩＤ及びパスワードを第三者に漏洩、開示、貸与、共有してはなら

ず、第三者に対する漏洩を防止するために必要な措置（パスワードの定期的な変更措

置を含みますが、これに限定されません。）をもって厳重に管理するものとします。 
２．第三者が契約者のユーザＩＤ及びパスワードを用いて本サービスを利用した場合であ

っても、当社は当該利用を契約者による利用とみなすことができ、契約者は当該利用

により生ずる一切の債務（利用料金の支払い債務を含みますが、これに限定されませ

ん。）について当社に対して履行する責任を負います。 
３．第三者が契約者のユーザＩＤ及びパスワードを用いたことにより当社または第三者が

損害を被った場合、契約者は当該損害を賠償する責任を負います。 
４．当社の故意又は過失によりユーザＩＤ及びパスワードが第三者に利用された場合、前

二項の定めは適用しません。 



 
第 25 条（禁止事項） 
  契約者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。 

（１）当社または第三者の権利（著作権、商標権その他の知的財産権を含みますが、

これに限定されません。）を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為 
（２）本サービスに基づいて利用できる情報（当社から提供する情報を含みますが、

これに限定されません。）を改ざん、または消去する行為 
（３）第三者に本サービスを利用させる行為（ユーザＩＤおよびパスワードを使用さ 

せる場合を含みますが、これに限定されません。） 
（４）法令もしくは公序良俗に違反する行為、その他当社もしくは第三者に不利益を

与える行為 
（５）当社または第三者を誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を棄損する行 
   為 
（６）第三者になりすまして本サービスを利用する行為 
（７）ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為 
（８）本サービス用設備等または第三者の設備等の利用若しくは運営に支障を与える

行為、またはそのおそれのある行為 
（９）その他、当社または第三者に対する背信的または不当な行為 

 
第 26 条（開示情報の秘密保持） 
１．当社は、本契約に基づいて契約者から開示される情報の秘密を保持するために必要な

合理的措置を施し、当該情報を第三者に開示、漏洩しないものとします。ただし、次

の各号に掲げる情報については本項を適用すべき開示情報（以下「秘密情報」といい

ます。）に該当しません。 
（１）契約者から開示される以前に公知であったもの 
（２）契約者から開示された後に、当社の責によらず、公知となったもの 

  （３）契約者から開示される以前より、当社が保有していたと立証できる情報 
（４）当社が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得した情報 
（５）契約者から開示された情報によることなく、当社が独自に開発したと立証でき

る情報 
  （６）開示することについて契約者が個別に書面をもって同意した情報 
２．前項の定めにかかわらず、当社は、法令に基づいて開示が強制される場合、当該法令   

において開示先とされる第三者に対して、当該法令に基づいて強制される必要最小限

度の範囲において、秘密情報を開示することができます。この場合、当社は、契約者

に対して当該開示を行う旨およびその内容、当該開示の根拠法令等、当該開示先たる

第三者の名称について事前に通知するものとし、法令が事前通知を許容しない場合は



事後速やかに通知するものとします。 
３．当社は、本契約に基づく義務の履行、および権利の行使のために必要な範囲内におい

て、契約者の許可を得ることなく、当該秘密情報を記載した書面、および当該秘密情

報を含んだ電子的情報を、複製または改変（以下本項においてあわせて「複製等」と

いいます。）することができます。なお、当該複製等による複製物等については、秘密

情報として本条を適用します。 
４．当社は、第６条（第三者に対する委託）に基づき第三者に対して業務委託を行う場合、

当該委託に必要な範囲内で秘密情報を委託先に預託することができます。この場合の

取り扱いについては、同条の定めによるものとします。 
５．当社は、相手方の要求があったときは秘密情報を記載した書面、および当該秘密情報  

を含んだ電磁的記録媒体を相手方に返還し、秘密情報を含んだ電子的情報が本サービ

ス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。ただし、当該

消去が本サービスの提供の障害となる場合、またはそのおそれがある場合、当社が必

要と判断する期間中、当該消去は猶予されるものとします。 
６．本条に基づく当社の義務は、契約者による本サービスの利用が終了した後５年が経過   

する時までなお有効に存続します。 
 
第 27 条（個人情報の取り扱い） 
１．当社は、本サービスに関連して相手方より取得した個人情報（個人情報の保護に関す

る法律において定義する「個人情報」をいいます。以下、同じとします。）を本契約に

基づく義務の履行、および権利の行使のために必要な範囲内において利用するものと

し、その秘密を保持するために必要な合理的措置を施し、第三者に対して開示、漏洩

しないものとします。 
２．当社は、第６条（第三者に対する委託）に基づき第三者に対して業務委託を行う場合、

当該委託に必要な個人情報を委託先に預託することができます。この場合の取り扱い

については、同条の定めによるものとします。 
３．本条の規定は、本サービス終了後もなお有効に存続します。 
 
第 28 条（開示情報、利用情報の活用） 
  契約者は、本契約に基づいて契約者が当社に対して開示する情報（個人情報を含みま

す。）、および契約者による本サービスの利用に関する情報（個人情報を含みます。）が、

本契約で別に定める場合のほか、次の各号に掲げる方法で活用されることについて同

意します。 
  （１）当社の社内における統計情報、マーケティング情報としての活用 
  （２）当社の事業活動（理容・美容・エステティック・ネイル関連製品の製造・販売

およびこれらに関するサービスの提供、店舗の設計・施工、並びにこれらに付



帯する事業）において取り扱う製品・サービス（店舗の設計・施工を含みます。

以下、同じとします。）などに関する営業上のご案内（催事・イベント・講習・

セミナー等のご案内を含みます。）の発信先情報としての活用  
（３）契約者が、当社の別途定める「全国ランキング情報サービス」の提供を希望し、

その旨を当社所定の方法により申し込んだ場合における、当該ランキング情報

としての活用（当該サービスの提供を希望する契約者以外の第三者に対する売

上情報、客数、客単価等の情報の開示を含みます。） 
 
第 29 条（損害賠償の制限） 

債務不履行責任、不法行為責任、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本契約に

基づき、または本契約に関連して、当社が契約者に対して賠償責任を負う損害の範囲

は、当社の故意または重大な過失が直接の原因となって、契約者に現実に発生した通

常の損害に限定され、かつ、損害賠償の額については当該事由が生じた月の利用料金

（１ヶ月分）に相当する額を超えないものとします。 
 
第 30 条（免責） 
１．当社は、契約者に生じた次の各号に掲げる損害については、債務不履行責任、不法行

為責任、その他の法律上の請求原因の如何を問わず、一切の賠償責任を負いません。 
（１）当社の合理的な支配を超える不可抗力事由（地震・津波・洪水・火山の噴火・大

雨・暴風・戦争・暴動の他、通信回線障害を含みますが、これに限定されません。）

による損害 
（２）契約者設備の障害、本サービス用設備までのインターネット接続サービスの障 
   害による損害 
（３）本サービス用設備からの応答時間など、インターネット接続サービスの性能値  

に起因する損害 
（４）当社による合理的なセキュリティ措置を超えて本サービス用設備に生じたコン

ピュータウィルスの侵入により生じた損害 
（５）当社による合理的なセキュリティ措置を超えて本サービス用設備等に対してな

された第三者の不正アクセス、アタック、通信経路上での傍受により生じた損

害 
（６）当社が定める手順・セキュリティ手段等を契約者が遵守しないことに起因して  

生じた障害 
（７）本サービス用設備のうち当社が製造に関与していないソフトウェア（ＯＳ、ミ   

ドルウェア、ＤＢＭＳ）及びデータベースの障害により生じた損害 
（８）本サービス用設備のうち当社が製造に関与していないハードウェアの障害によ   

り生じた損害 



（９）電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して生じた損害 
（10）法令に基づく強制的な処分・命令・その他の措置により生じた損害 
（11）委託先の業務遂行により生じた損害（ただし、当社による当該委託先の選任・   

監督に過失がない場合に限ります。） 
（12）その他当社の責に帰すべからざる事由により生じた損害 

２．当社は、本サービスの利用に関して契約者と第三者の間に生じた紛争等について一切

の責任を負いません。 
 
第 31 条（利用規約の変更） 
１．当社は、利用規約を随時変更することができます。当該変更を行った場合、契約者が

当社との間で既に締結している利用契約は当該変更後の利用規約に基づくものに変更

され、契約者による本サービスの利用に関する事項については当該変更後の利用規約

の定めを適用するものとします。 
２．当社は、前項の変更を行う場合、３０日の予告期間をおいて当該変更を行う旨および

当該変更の内容を契約者に通知します。 
 
第 32 条（契約上の地位、権利義務の譲渡の禁止） 

契約者は、利用契約上の地位、および利用契約により生ずる一切の権利義務（債権お

よび債務を含みます。）についてその全部又は一部を第三者に譲渡し、もしくは承継さ

せ、または担保に提供してはならないものとします。 
 
第 33 条（準拠法および合意管轄） 
１．利用契約の成立、効力、履行および解釈に関する準拠法は、日本国の法とします。 
２．利用契約に起因し、または利用契約に関連して紛争、論争または意見の相違が生じた 

場合には、大阪地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
 
第 34 条（協議等） 

利用契約に定めのない事項、および利用契約の解釈に疑義が生じた事項については、

当社および契約者の間で誠意を持って協議の上解決を図るものとします。 
 

第 35 条（分離条項） 
利用契約のいずれかの定めが無効または拘束力を持たないことが判明しても、当該定

めが当社または契約者のいずれか一方にとって重大または不可欠なものでない限り、

それは、他の定めの有効性および拘束力に何ら影響を及ぼさないものとします。 



『ＳＡＬＯＮＰＯＳ ＬｉｎＱ』ＡＳＰサービス利用規約 
 

２０１１年１０月 
２０１４年３月改訂 
２０１４年９月改訂 
２０１５年９月改訂 

タカラベルモント株式会社 
 

【 別紙Ａ 】 
サービスの種類及び内容は以下のとおりとします。 
１．本サービスの種類及び内容 

本サービスの種類及び内容は以下のとおりとし、詳細は当社が契約者に提供する「操

作マニュアル」によるものとします。 
（ＳＡＬＯＮＰＯＳ ＬｉｎＱ ＡＳＰサービス） 

（１） 基本サービス 
① 「ＬｉｎＱ基本サービス」 

サロンワークに必要な基本機能を提供します。（以下に代表的機能列挙） 
○ レジ機能 

・ サービス売上、店販商品売上を入力し、販売額を計算・記録する

キャッシュレジスターとしての機能 
○ 顧客管理 

・ 顧客属性や施術・来店履歴などを記録して効果的なアプローチを

する機能 
○ 予約管理 

・ お客様の予約をスタッフ毎、施術内容毎に管理する機能 
○ 売上管理 

・ リアルタイムに売上情報を把握できる機能 
○ ＤＭ発行 

・ 各種条件を設定し、顧客を抽出してダイレクトメール用宛名シー

ルを印刷する機能 
○ タイムカード 

・ スタッフの勤務状況を管理する機能 
○ モバイルＳＮＳ 

・ スタッフ同士のメッセージ交換、サロン全体へのお知らせ、予約

内容や売上情報の確認、スケジュール登録などの機能 



（２） オプションサービス（○毎にオプション選択可能です） 
① プロモーション強化 

○ 「Ｗｅｂ予約システム」LinQ Web Reserve 
・ サロンのホームページから来店予約可能。 
・ ２４時間いつでも予約・変更が可能。 
・ サロンのホームページ作成支援が可能。 

○ 「リライトカードシステム」 
・ メンバーズカードとして印字した内容を何度でも書き替えられ、

ポイント管理に使用できる機能。 
・ カード読込み時に即受付処理が可能。 

○ 「顧客商圏ＭＡＰ作成」 
・ お客様の住所を地図上にマッピング。 
・ 自店の指示地域が明確になり、販促の効率アップ実現。 
・ 年代や購入金額などお客様の属性で色分けして表示。 
・ 多店舗経営のオーナー様は、店舗ごとに色分けした商圏確認可能。 

○ 「Ｅ－メールシステム」LinQ Mail 
・ 一斉送信でも氏名などお客様ごとの情報をメール本文に反映、

「個客」対応も可能。 
・ 目的やタイミング別に今送るべき相手を自動的にリストアップ。 
・ 予約メール着信をポップアップ表示、見逃すことがありません。 
・ 休業日にもメールの自動配信が可能。 

○ 「モバイル予約システム」LinQ Mobile Reserve 
・ お客様が、自分の携帯電話やスマートフォンから来店予約可能。 
・ ２４時間いつでもどこからでも予約・変更可能。 
・ 携帯サイトにお客様のマイページを提供。 
・ 携帯サイトにサロンのホームページを開設。 

 
② オペレーション強化 

○ 「オーナーズ携帯」LinQ Mobile Office 
・ オーナー様のスマートフォンや携帯から売上確認などが可能。 
・ １サロンに１ライセンスを標準装備。 

○ 「ＣＴＩシステム」 
・ お客様の電話着信と同時に予約受付に必要な情報が瞬時にポッ

プアップする機能。 
・ 予約画面にワンタッチで移動、予約受付のスピードアップ。 

 



○ 「優良顧客ナビシステム」 
・ サロンの売上に大きく貢献している「重要顧客」を予約管理画

面に表示。 
・ 「重要顧客」になりうる候補客を簡単に検索できる機能。 

○ 「接客情報活用システム」LinQ Concierge for iPad 
・ iPad を活用した情報活用システム。 
・ 常に最新の予約状況やお客様情報の確認が可能。 
・ その日の顧客情報、技術情報の登録や次回予約の登録が可能。 
・ その日のメニューが入力でき、精算処理の省力化を実現。 
・ 手書きカルテで施術情報の蓄積可能。履歴参照可能。 

○ 「ＬＡＮシステム」 
・ 同一店舗内に２台以上のＳＡＬＯＮＰＯＳを導入した際に、そ

れぞれが同一機能を提供できる仕組み。 
○ 「磁気カードシステム」 

・ メンバーズカードとして使用可能。 
・ 来店時に磁気カードを読み込むことで受付処理ができる。 

○ 「カスタマーディスプレイ」 
・ お客様側へ情報提供するディスプレイ。 
・ お支払金額やサロン情報が表示可能。 

○ 「バーコードリーダ」 
・ 店販商品を購入いただいた際に、ＪＡＮＣＤを読み込むことで

キャッシャーで売上入力可能。 
・ 入力ミスがなくなる。 

③ バックヤード強化 
○ 「本部システム（フル機能）」 

・ 多店舗展開しているサロンにおいて、キャッシャー機能なしで

売上管理・顧客管理などが行える機能。 
・ 別店舗のなりすまし入力も可能。 

○ 「本部システム（フロントＷＡＮ）」 
・ 多店舗展開しているサロンで、本店で一括管理するためのライ

センス形態。 
・ キャッシャー機能付きで、本部システムを包括。 

④ マネージメント強化 
○ 「バックヤードライセンス」 

・ オーナーが、自宅のパソコンで売上管理などを行える機能。 
○ 「スタッフ認証」 



・ キャッシャーを操作できるスタッフを特定できる機能。 
○ 「オプション帳票」 

・ 特定のサロン独自の帳票に個別に対応する。 
 

（３） 会員用ポータルサイトサービス 
① 「ＬｉｎＱ Ｃｈａｎｎｅｌ」 

タカラベルモントが運営する、サロン様に役立つＩＴ活用をはじめとし

たコンテンツを提供する総合情報サイトです。 
○ 「マイページ」 

・ 会員サロンのマイページを開設。 
・ サービスの利用状況、機器の保守契約状況、ＬｉｎＱ ｓｔｏｒ

ｅでの購入状況などが確認できます。 
○ 「ＬｉｎＱ帳票・分析」 

・ 日々の売上情報などのデータが確認・分析できます。 
○ 「ＬｉｎＱ ｓｔｏｒｅ」 

・ 業務に必要なレシートペーパーなどの消耗品・日用品が購入で

きます。 
○ 「サロンコンテンツ」 

・ 経営診断や基本マナー講座など、経営・教育関連コンテンツを

配信します。 
○ 「製品情報」 

・ ＳＡＬＯＮＰＯＳ ＬｉｎＱの最新製品情報をいち早くお届け

します。 
○ 「サポート・ハード仕様」 

・ ＳＡＬＯＮＰＯＳ ＬｉｎＱのサポート情報及び最新ハード関

連情報を配信します。 
○ 「ランキング・経営指標」 

・ 店舗内、ＬｉｎＱユーザー内のランキング（店舗・個人）の確

認や顧客商圏ＭＡＰのお申し込みが行えます。 
○ 「ヘルプ・お問い合わせ」 

・ ＳＡＬＯＮＰＯＳ ＬｉｎＱをお使いいただく上でのＦＡＱを

ご用意しています。 
 
２．本サービス利用可能時間 

年中無休（３６５日） フルタイム（２４時間） 
 



３．導入支援サービス 
利用申込書に基づいて、当社から導入支援サービスを提供します。 

（１） 運用・操作指導 
（２） 初期設定 

 
４．サポートサービス 

当社が提供するサポートサービスは以下のとおりとします。 
（１） 内容と種類 

① 本サービスの利用方法に関する質問への回答及び助言 
② 契約者設備の利用方法に関する質問への回答及び助言 
③ 契約者設備の障害部位の切り分け、障害復旧に関する質問への回答及び

助言 
④ 提供可能になった場合の、本サービス用設備におけるソフトウェアの更

新版の提供 
（２） サービス窓口（連絡先） 

サロンＩＴフリーダイヤル ０１２０－３９－３６１４ 
（４） サービス時間 

毎日（１月１日～１月３日までを除く） 
平日     ９：００～２０：００ 
土日祝日（及び当社の営業日以外） ９：００～１７：００ 

 
５．契約者設備に関する仕様 

契約者は以下の仕様（推奨）を充たす契約者設備を設定・維持するものとします。 
（１） 動作環境 

○ ＣＰＵ：Celeron G540 2.5GHz 相当以上 または 
Intel Core i３ 2.0GHz 相当 以上 

○ メモリ容量：２GB 以上 
○ オペレーティングシステム：Microsoft Windows 7 Home Premium 

  Microsoft Windows 7 Professional 
  Microsoft Windows 8  
  Microsoft Windows 8 Professional 
  Microsoft Windows 8.1 
  Microsoft Windows 8.1 Professional 

（32bit 版、64bit 版 共に可） 
 
 



       ※以下の OS には対応しておりません。 
  Windows 7 Starter 

Windows 7 Home Basic 
Windows 8 RT 

○ インターネットブラウザ：Windows Internet Explorer 10、11 以上 
○ ハードディスク空き容量：１６GB 以上 

（２） 電気通信回線 
インターネット接続：下り３Ｍｂｐｓ以上、上り１Ｍｂｐｓ以上 

（３） 制限事項など 
○ Internet Explorer 11 を使用される場合、以下の制限事項があります。 

１）帳票を出力する際に、帳票メニューのボタンが表示されないこと

がある。 
２）クロス分析で横軸に長い名称の項目を設定した際に、一覧表示す

るときに枠がタイトル行とその他の行とずれてしまう。 
  ○ 「動作環境」を満たしていないパソコンについては、LinQ システム 

の動作保障ができません。サポート対象外とさせていただきます。 
  ○ 「動作環境」を満たしているパソコンのご購入相談及び「動作環境」 

の確認については、フリーダイヤル 0120-39-3614 にて対応します。 
 
６．セキュリティ 

当社は本サービス用設備等に関し、以下の措置を講じるものとします。 
（１） ＳＳＬ（Secure Socket Layer）による通信の暗号化 
（２） セコムトラストシステムズ株式会社のサーバ証明書を発行 
（３） インターネット接続環境にファイアウォールを設置 
（４） 本サービス用設備に送受信されるデータに対しウィルスチェックを実施 
（５） データセンターのセキュリティの確保 

A) 災害対策 
① 地震対策：免震構造（建屋、付帯設備） 
② 水害対策：漏水センサー設置 
③ 停電対策：変電所分離、ＵＰＳ冗長化、自家発電設備設置 
④ 火災対策：Ｎ２（窒素）消火設備設置、超高感度煙センサー設置 

B) 外部からの侵入防止 
① 外周赤外線センサーによる監視 
② ２４時間有人監視 
③ 高機能カメラによる高精度な監視 
④ 監視映像、入退室ログを長時間保存（ログは認証履歴と連動） 



C) センター内入退室管理 
① セキュリティエリアを設定、入室資格により立ち入り制限 
② 手のひら静脈認証（生体認証）による入退室管理 
③ ＲＦＩＤにより、位置情報管理を実施 

D) 不正持込み、持出し防止 
① 生体認証によるサーバラック施開錠管理 
② 金属探知機による管理 

情報セキュリティ格付けで、データセンタ事業者として国内初の最高評価 
『ＡＡＡｉｓ』を取得している。（2010 年 2 月 18 日） 

 
７．サービス終了時のデータ返還 

当社は、契約者が希望する場合、バックアップ対象となったデータを有償で返還する

ものとします。その場合、以下の事項について事前に協議うえ決定するものとします。 
① 媒体 
② データ形式 
③ 返還方法 
④ 返還期日 
⑤ 料金及び支払条件 



『ＳＡＬＯＮＰＯＳ ＬｉｎＱ』ＡＳＰサービス利用規約 
 

２０１２年９月改訂 
２０１４年３月改訂 
２０１４年１２月改訂 

タカラベルモント株式会社 

【 別紙Ｂ 】 
 
【標準サービス】 

 
【オプションサービス】 

サービス サービス名称 サービス内容 月額利用料 

標準 基本サービス 
レジ機能、顧客管理、予約管理、 
売上管理、ＤＭ発行、ＳＮＳなど 

９，８００ 

サービス分類 サービス名称 月額利用料 
プロモーション強化 LinQ Web Reserve（Ｗｅｂ予約） ５，０００ 
 リライトカードシステム １，５００ 
 商圏ＭＡＰ ３，０００ 
 LinQ Mail（Ｅ－メール） ４，０００ 
 LinQ Mobile Reserve（モバイル予約) １０，０００ 
オペレーション強化 ＣＴＩ １，０００ 
 優良顧客ナビ １，５００ 
 LinQ Concierge for iPad（接客情報管理） ３，０００ 
 LinQ LAN システム（１端末ライセンス） ３，０００ 
 磁気カードシステム ５００ 
 フェリカ認証 ５００ 
 バーコードリーダー ５００ 

バックヤード強化 
LinQ WAN System（本部ライセンス） 
（３店舗以下の場合は半額） 

１５，０００ 

 
LinQ Front WAN System（本部フロント WAN） 
３店舗以下の場合 

７，５００ 
＋ 標準サービス 

 
LinQ Front WAN System（本部フロント WAN） 
４店舗以上の場合 

１５，０００ 
＋ 標準サービス 



 
【値引き関連】 

 

マネージメント強化 LinQ Office（帳票・分析ライセンス） ３，０００ 
 LinQ Mobile Office（ｵｰﾅｰｽﾞ携帯）2 台目以降 １，０００ 

値引き分類 値引き名称 月額利用料 
ランキング参加 ランキング参加値引き ▲３，０００ 


