「KING OF TIME」サービス会員規約
2022 年 3 月 22 日 改訂
勤怠管理 ASP サービス「KING OF TIME」
（以下「本件サービス」といいます）は、株式会社ヒ
ューマンテクノロジーズ（以下「弊社」といいます）により運営されています。本件サービスの
利用に関する弊社と会員の権利義務関係は、は、本件サービスの会員規約（以下「本規約」とい
います）において以下のとおり定められます。

第1条

（本件サービスの会員）
会員とは、弊社の提供する本件サービスを利用できる資格を有する法人をいい、会員に
なるためには、本規約にしたがって会員登録を完了する必要があります。なお、会員登
録の窓口や会員への通知等の業務は、弊社と業務提携を行っている販売代理店のトッパ
ン・フォームズ株式会社（以下「TF」といいます）から会員に対してなされます。

第2条

（本件サービスの提供区域）
1. 本件サービスに会員として登録できるのは日本法人に限ります。
2. 会員が本件サービスを利用できるのは、日本国内に限ります。

第3条

（本件サービスの利用）
1. 会員は、弊社が運営するインターネットを通じて行う勤怠管理 ASP サービスを受け
ることができます。
2. 本件サービスを利用するためには、弊社が別途提示する環境にあることを必要とし
ます。
3. 前項の環境を満たさないときは、本件サービスの利用に関し不都合が生じた場合で
も、弊社はその責任を一切負わないものとします。
4. 本件サービスの利用開始にあたっては、会員は、所定の手続を経た上で月額使用料
を支払うことにより、本件サービスを利用することができます。

第4条

（会員登録）
1. 会員となるには、必ず本規約を熟読し、その内容に同意していただいたうえ、会員
契約申込書（本件サービスの Web サイト上の「申込フォーム」を含みます。以下同
じ）のフォームにしたがって必要事項を記載または入力して申し込みます（以下、本
条項の申込をしたものを「申込者」といいます）
。
2. 申込者は、会員契約申込書により会員登録を申し込んだときに、本規約に同意した
ものとみなされます。

第5条

（会員登録の内容）
1. 会員契約申込書は、正確に記載または入力してください。
2. 会員は、その社名、所在地などの会員契約申込書に記載または入力した内容に変更
が生じたときは、すみやかに弊社所定の方法により弊社に通知するものとします。
3. 会員が会員契約申込書に記載または入力した内容を変更したい場合には弊社所定の
手続きを行うものとします。

第6条

（会員登録の効果）

1. 弊社が、会員として登録したときに会員契約は成立し、会員契約の内容は本規約の
定めるところにしたがいます。
2. 申込者は、会員登録されたときに会員となり、弊社より会員登録が終了したことに
ついて通知いたします。
3. 弊社が本規約にしたがって会員登録を抹消したときは、会員契約が解除されます。
第7条

（会員登録の拒絶・抹消）
1. 弊社は、以下のいずれかに該当するときは会員登録を拒絶または抹消することがで
きます。
（本条の「申込者等」とは申込者または会員をいいます）
(１) 会員契約申込書の記載または入力内容に虚偽、誤記または記載・入力漏れがある
場合。
(２) 申込者等が本件サービスの料金支払を現に怠り、または怠る虞れがあると弊社が
判断した場合。
(３) 申込者等または申込者等と同一視できるものが、不適切な行動などにより、過去
に会員契約の解除または本件サービスの利用停止を受けたことが判明した場合。
(４) その他、本規約に違反し、または弊社が会員とすることを不適当と判断した場合。
2. 弊社は、前項に基づき会員登録を拒絶する場合、申込者にその理由を通知する義務
を負わないものとします。
3. 弊社は、第１項に基づき会員登録を抹消しようとする場合には、あらかじめ会員に
通知し、相当期間経過後もその事由を是正しない場合に会員登録を抹消します。ただ
し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
4. 弊社は、第１２条（利用停止）の規定に基づき本件サービスの利用を停止された会
員が、相当期間経過後もその事由を是正しない場合は、事前の催告なくして会員登録
を抹消することができます。
5. 会員登録が本規約に基づいて抹消されたときは、その会員は本件サービス利用中に
係る一切の債務を直ちに支払うものとします。

第8条

（規約の変更）
1. 弊社は、会員からあらかじめ了承を得る事なく本規約を変更することができます。
2. 本規約の変更は、変更後の会員規約が本件サービスの Web サイト上に公開されたと
きまたは会員に電子メール等により通知したときのいずれか早い方から効力を生じ、
各会員は引き続きこれを了承したものとみなします。

第9条

（禁止行為）
1. 会員は本件サービスを利用するにあたり、以下の各行為を行わないものとします。
(１) 会員登録を変更する際の虚偽内容の登録。
(２) 虚偽名義による本件サービスの利用。
(３) 他の会員のユーザーＩＤ（アカウント）およびパスワードを不正に使用する行為。
(４) 弊社、TF、他の会員または第三者の著作権その他の権利を侵害する行為。
(５) 弊社、TF、他の会員または第三者への誹謗、中傷、業務妨害などの行為。
(６) その他法令あるいは公序良俗に違反する内容の情報、文章、写真および図形など
を他の会員または第三者に開示する行為。
(７) 大量かつ無差別となる送信先の指定行為。
(８) 不適切な配信指定などにより送信先のコンピュータに過大な負荷をかけ、停止、
破壊などする可能性の高い行為
(９) 本件サービスの円滑な運用を妨げる虞れのある行為。
(１０) 弊社、TF、他の会員または第三者に迷惑・不利益を与えるなどの行為。
2. 弊社は、会員が前項に規定された禁止行為のいずれかを行ったと判断したときは、

あらかじめ会員に通知し、相当期間経過後もその事由を是正しない場合に本件サービ
スの会員登録抹消、損害賠償請求などの措置をとることができます。ただし、緊急や
むを得ない場合は、弊社は、会員への通知を行うことなしに会員登録抹消、損害賠償
請求などの措置をとることができるものとします。
3. 会員が本件サービスを利用することにより、他の会員または第三者に損害を与えた
場合は、会員ご自身の費用と責任においてこれを賠償していただくものとします。

第10条 （反社会的勢力の排除）
1. 会員は、会員登録時および将来において、自己ならびに自己の親会社および自己の
子会社（以下「グループ会社」という。）ならびに自己のグループ会社の役員が、反
社会的勢力（
（i）暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関関係企業、総会屋等、
社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等もしくはこれらに準じる者、または（ii）
暴力的な要求行為、法的責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的な言動
をし、もしくは暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて
相手方の信用を毀損し、もしくは相手方の業務を妨害する行為、もしくはこれらに準
ずる行為を行う者）に該当しないことを表明・保証するものとします。
2. 前項にかかわらず、前項に規定する会員の表明・保証に関し、誤りがあり、または
不正確であったことが判明した場合、弊社は会員に対して、催告その他何らの手続き
なしに利用を停止し、会員抹消手続をとることができるものとします。

第11条 （利用中断）
1. 弊社は、以下の場合には、本件サービスの利用を中断する場合があります。
(１) 電気通信設備、コンピューターシステム、ネットワークシステム等の保守上また
は工事上やむを得ない場合。
(２) 電気通信設備、コンピューターシステム、ネットワークシステム等にやむを得な
い故障が生じた場合。
(３) 電気通信事業者がサービスの提供を中止または制限した場合。
(４) その他、本件サービスの利用を中断することが望ましいと判断した場合
2. 弊社は、前項の規定により本件サービスの利用を中断するときは、会員に通知する
ことにより、あらかじめその旨をお知らせ致します。ただし、緊急やむを得ない場合
は、この限りではありません。
第12条 （利用停止）
1. 弊社は、会員が以下のいずれかに該当するときは、その会員による本件サービスの
利用を停止することがあります。
(１) その会員が、第７条（会員登録の拒絶・抹消）第１項の各号の一つに該当した場
合。
(２) その会員が、第９条（禁止行為）第 1 項に規定された禁止行為のいずれかを行っ
た場合。
(３) その会員が、その他弊社が不適切と判断する行為を行った場合。
(４) その会員が、継続して 3 ヶ月間本件サービスの利用がない場合。
2. 弊社は、前項の規定により本件サービスの利用を停止するときは、あらかじめその
旨を会員に通知致します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありませ
ん。
第13条 （蓄積データの削除等）

1. 弊社は、会員により本件サービスに送信または書き込まれたデータ（以下「受信デ
ータ」といいます）
、その他本件サービスの会員による利用に伴い本件サービスを提
供するサーバーに蓄積されたデータ（以下「蓄積データ」といいます）が、以下のい
ずれかに該当すると判断したときは、そのデータを削除、改変することができます。
(１) 本件サービスを提供するサーバー上または送信先のコンピュータ上のデータを改
変、破壊、停止させるなどの可能性があるプログラム（以下「コンピューターウ
ィルス」といいます）を含むなど弊社、他の会員または第三者のコンピュータを
害する可能性が高いものである場合。
(２) 他の会員のユーザーＩＤ（アカウント）およびパスワードを不正に使用して本件
サービスを利用したものである場合。
(３) 弊社、TF、他の会員または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害する内容を
有する場合。
(４) 弊社、TF、他の会員または第三者の財産、プライバシーを侵害する内容を有する
場合。
(５) 公序良俗に反する内容その他不適当な内容の情報、文章、写真および図形などを
有する場合。
(６) その他、本件サービスの運営上不適切なものである場合。
2. 弊社が前項の処置をしたときは、当該当事者と認められる会員に対し、その処置し
た内容を通知します。ただし、当該会員が明らかにならない場合または通知先が不明
の場合はこの限りではありません。
3. 第 1 項に加えて、会員が第１２条（利用停止）に該当した場合、弊社は蓄積データ
を削除します。その他、退会等により会員登録が抹消された場合も同様とします。
4. 弊社は、蓄積データを個別の法人および個人を特定できない方法で処理した上で、
製品の向上、顧客満足の向上またはマーケティングの実施を目的として使用できるも
のとし、第２８条（秘密保持）の定めにかかわらず、当該目的の範囲内で他の会員に
開示することができるものします。但し、蓄積データに個人情報が含まれる場合の取
扱いは、第２９条（個人情報）の制限に服するものとします。
第14条 （業務提供上の注意義務）
1. 弊社は、善良なる管理者の注意をもって本件サービスを提供いたします。
2. 会員に本件サービスに関する疑問や苦情があるときは、弊社のサポートセンターま
たは弊社もしくは TF 指定の営業窓口に対しその旨を通知するものとします。
第15条 （料金）
1. 本件サービスの料金プランは、弊社または TF 提示の料金表またはお見積書記載の通
りとします。料金プランは、改定されることがあります。
2. 月額使用料は、本件サービスに係る Web 管理画面の表示メニュー「利用状況」に表
示される請求該当月の実績人数に前項に定める料金プランの単価を積算した金額と
し、その支払時に消費税等が加算されるものとします。この場合、管理画面への利用
状況の実績表示をもって、会員は当月の利用状況の実績を確認するものとし、当該表
示日から弊社または TF の３営業日を経過したときに会員により検収されたものと
みなします。
第16条 （料金の支払方法）
1. 会員は、毎月末日までに、前月分の月額使用料を弊社または TF の指定した銀行口座
に振り込み支払うものとします。
2. 前項の支払に係る手数料は、会員の負担とします。

第17条 （延滞利息）
会員は、本件サービスの料金について支払期日を経過してもなお、弊社または TF に対
して支払わない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数について、年１４．６
パーセントの割合で計算して得た額を延滞利息として支払うものとします。
第18条 （禁止行為等による責任）
会員が、第７条（会員登録の拒絶・抹消）、第９条（禁止行為）または第１０条（反社会
的勢力の排除）に基づき会員登録を抹消され、第１１条（利用中断）または第１２条（利
用停止）に基づき本件サービスの利用を中断または停止され、あるいは第１３条（蓄積
データの削除等）第１項乃至第３項に基づき受信データまたは蓄積データを削除または
改変されたとしても、弊社はその責任を一切負わないものとします。

第19条 （利用不能等による責任）
1. 電気通信事業者の責めに帰すべき事由により、会員または第三者が損害を被った場
合は、弊社はその責任を一切負わないものとします。
2. コンピューターシステムのダウン、通信回線の不良、天災・事変、疫病の蔓延その
他の不可抗力により本件サービスを利用できなかった場合は、弊社はその責任を一切
負わないものとします。
第20条 （第三者の行為による責任）
弊社は、他の会員または第三者によるデータの書き込みやデータへの不正アクセスによ
り情報もしくはデータの紛失、破壊、改ざん、漏えいなどがなされ、または、メールの
送信等、他の会員または第三者の行為により本件サービスを通じて会員または他の第三
者に損害が生じたとしても、その責任を一切負わないものとします。
第21条 （免責）
1. 弊社は、いかなる意味においても、本件サービスにエラーがないこと、本件サービ
スが中断、停止しないことを保証するものではありません。
2. 弊社は、本件サービスが第三者の特許権その他の知的財産権を侵害しないことを保
証するものではありません。
3. 弊社は、第三者からの権利侵害から生じた損害を賠償する責任を免れるものとしま
す。
第22条 （損害賠償責任）
1. 会員は、本件サービスを利用したことまたは利用できなかったことその他サービス
に関する事項に起因または関連して生じた一切の損害について、弊社の故意または重
大な過失がない限り、弊社が賠償責任を負わないことに同意するものとします。
2. 弊社が会員または第三者に対する損害賠償の責任を負う場合の賠償の範囲は、会員
が支払った当該損害の原因事実が発生した月の利用料金月額を超えないものとしま
す。
第23条 （会員の保守義務）
1. 会員は、弊社による利用中断または停止の通知がなく、かつ、会員自身の責めなく
して本件サービスが利用できないときは、弊社に対しその旨を通知するものとします。
2. 会員は、弊社の本件サービスの提供に支障を与えないために、本件サービスを利用
する際の端末を正常に稼働するように維持するものとします。

第24条 （会員によるデータの管理）
1. 会員は、データを送信、書き込みまたは本件サービスを利用する以前に、そのデー
タがコンピューターウィルスに感染しないように、その予防に十分な注意を払うもの
とします。受信データまたは蓄積データにより弊社が損害を被った場合には、その会
員に対して損害賠償請求をすることがあります。
2. ５年間は遡って会員が受信データおよび蓄積データを本件サービス中において確認
することができるように、弊社は、合理的な範囲において、受信データおよび蓄積デ
ータを保管およびバックアップするものとします。但し、５年を超える保管が必要と
なる場合は、会員自身にてバックアップを取るものとします。
3. 前項の定めに関わらず、また、理由の如何に関わらず、本件サービス用の設備が故
障したために受信データまたは蓄積データが消失したときは、消失により発生した損
害について、弊社はその責任を一切負わないものとします。
第25条 （ユーザーＩＤ（アカウント）およびパスワード）
1. 弊社は、本件サービスを利用するにあたってのユーザーＩＤ（アカウント）を会員
に発行します。
2. 会員は、本件サービスを利用するにあたってのパスワードの設定および変更ができ
ます。
3. ユーザーＩＤ（アカウント）およびパスワードの管理、使用は会員の責任とし、使
用上の過誤または、他の会員もしくは第三者による不正使用等について弊社はその責
任を一切負わないものとします。
4. ユーザーＩＤ（アカウント）およびパスワードの貸与・譲渡などは一切認めません。
5. ユーザーＩＤ（アカウント）およびパスワードは、本人による利用に限定し、ユー
ザーＩＤ（アカウント）およびパスワードの貸与・譲渡などにより発生した損害につ
いて、弊社は一切の責任を負わないものとします。
6. 弊社は、会員その他からのパスワードの失念・紛失による問い合わせには一切応じ
られません。パスワードを失念・紛失した場合には弊社所定の手続により再発行する
ものとします。
第26条 （会員への通知）
1. 弊社から会員に対して通知する場合は、原則として、会員があらかじめ指定したメ
ールアドレスに対し、本件サービスにより通知することにより行うものとします。た
だし、本件サービスの Web サイト上で通知内容を告知する事により、通知したもの
とすることができます。
2. 弊社からの前項の通知の効力は、会員に電子メール等の方法により通知したときま
たは本件サービスの Web サイト上に表示されたときのいずれか早い時に生ずるもの
とします。
3. 弊社が第１項の通知を行うことができないときには、弊社は、郵送等の適切な手段
により通知することができるものとします。
第27条 （退会手続き）
1. 会員が本件サービスから退会するときは、書面もしくは電子メールにより弊社に通
知をするものとし、その効力は通知を弊社が受領し退会手続きが終了した日が属する
月の末日に生じます。
2. 前項の場合において、その利用中にかかる会員の債務は、退会後においてもその債
務が履行されるまで消滅しません。

第28条 （秘密保持）
1. 弊社は、本件サービスの提供に関して知り得た会員の秘密を守るものとします。
2. 弊社は、本件サービスの提供により知り得た個人情報をあらかじめ会員から了承を
得ない限り、他の会員または第三者に開示、漏洩しないものとします。ただし、裁判
所による開示請求など弊社が他の会員または第三者による開示請求に正当な理由が
あると判断した場合にはこの限りではありません。
3. 弊社は、会員があらかじめ秘密であることを書面により通知した業務上の秘密につ
いては、当該会員からあらかじめ同意が得られない限り、他の会員または第三者に開
示しないものとします。ただし、弊社が秘密保持義務を課した第三者に本件サービス
の業務を委託する場合、または、既に公知になっている情報、他の会員または第三者
より秘密ではなくして得た情報と同じであるなど客観的に秘密ではない場合を除く
ものとします。
第29条 （個人情報）
1. 弊社は、本件サービスの提供により取得した個人情報（以下「本件個人情報」とい
います）を以下の目的でのみ利用し、その他の用途には使用しません。
(１) 会員による本件サービスのご利用に必要な手続きのため。
(２) 本件サービスを提供する上で必要な確認やご案内のため。
(３) 個人または特定の利用者を識別できない形式に加工した、本件サービスの利用状
況に関する統計データを作成するため。
(４) 前各号に付帯する本件サービスの提供・維持・改善・開発のため。
2. 本件サービスのうち、会員がマイナンバー収集、保管および出力機能を利用する場
合、対象となる個人番号および個人番号を含むデータ（以下「特定個人情報データ」
といいます）について、弊社は、特定個人情報データに対しては適切なアクセス制御
を行うのみであり、特定個人情報データの取り扱いは行いません。
3. 前各項の場合において、念のために記述すると、TF は、弊社と TF の別途の契約に
基づき弊社から本件サービスの販売代理店として指名されているに過ぎず、本件個人
情報または特定個人情報データの閲覧を含めて TF がその取扱いをすることはあり
ません。
4. 弊社は、会員契約の終了後遅滞なく、不要な本件個人情報を、本件サービスの用に
供しているサーバー上から削除するものとします。
5. 弊社は、会員からの請求があった場合または本件個人情報または特定個人情報デー
タが漏洩した事実が判明した場合には、本件個人情報および特定個人情報データの管
理状況について適宜報告するものとします。
6. 弊社が前５項に定める義務に違反したことにより会員に損害が生じた場合には、第
２２条に従ってかかる損害を賠償するものとします。
7. 本件サービスでは、本件サービス利用状況を把握し、本件サービスの運用もしくは
改善するため、Google Analytics（https://policies.google.com/technologies/pa
rtner-sites?hl=ja）その他弊社が適切と判断するツールを利用して、アクセスログ
等（閲覧したウェブページ、利用環境等の情報や本件サービスとクッキー連携してい
るサイトでの行動履歴等の情報をブラウザやアプリから自動的に受け取ったものを
含みます。
）を収集し、分析できるものとします。これらのツールでは、cookie（ク
ッキー）および Google 社が提供する Advertising ID（AAID）等（以下「クッキー
等」といいます）等を使用し、個人を特定する情報を含むことなく、アクセスログ等
を収集されることがあります。収集された情報は各ツール提供元の個人情報保護方針
に基づき管理されています。各ツール提供元の個人情報保護方針およびオプトアウト
の方法については、各ツール提供元のサイトをご覧ください。弊社は、各ツール提供
元のサービス利用による損害について責任を負わないものとします。

8. その他個人情報の保護については弊社のプライバシーポリシーに従うものとします。
第30条 （合意管轄等）
本規約の解釈については、日本法が適用され、会員と弊社の間で訴訟の必要が生じた場
合には、その事物管轄に応じて東京簡易裁判所または東京地方裁判所を第一審の専属的
管轄裁判所とします。
第31条 （本件サービスの廃止、変更）
1. 弊社は、都合により本件サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止
しまたは本件サービスの内容を変更することがあります。
2. 弊社は、前項の規定により本件サービスを廃止するときまたは本件サービスの内容
に重大な変更を加える場合には、会員に対し、あらかじめその旨を通知します。
第32条 （譲渡禁止）
会員は、会員としての地位および本規約に基づく権利義務を第三者に譲渡することはで
きません。
第33条 （完全合意）
本規約は、本件サービスに関する会員および弊社の完全かつ唯一の合意内容を定めるも
のであり、弊社および会員との間で締結された契約または口頭の合意において定める事
項は、本規約において規定されているか否かを問わず、本件サービスに関して一切適用
されるものではありません。
以 上
サービス運営（提供）者
（〒）105-0001
（所在地）東京都港区虎ノ門 4-1-28 虎ノ門タワーズオフィス 17F
株式会社ヒューマンテクノロジーズ
販売代理店

〒105-8311
東京都港区東新橋１－７－３
トッパン･フォームズ株式会社

