本規約は、会員とえちごインターネットのプロバイダー(以下インターネットという) との
間の、インターネットが提供するインターネット接続サービス Echigo-Internet(以下
Echigo-Internet という)の利用に係わる一切の関係に適用します。


第１条 (本規約の範囲および変更)
E-mail、インターネットのホームページまたはインターネットが提供する手段
を通じ随時会員に対して発表される諸規定は、本規約の一部を構成し、会員
はこれを承諾します。



またインターネットは、会員の了承を得ることなくこの規約を変更することが
あり、会員はこれを承諾します。
この変更は E-mail、インターネットのホームページまたはインターネットが提
供する手段を通じて随時会員に発表します。
第２条 (会員)



会員には、インターネットの指定する手続きにもとずき、本規約を承諾のうえ、
インターネットに Echigo-Internet の利用を申し込み、会員に承認された一般会
員および法人会員があります。
第３条 (会員の承認)
インターネットは利用申し込みを行った方が、以下の項目に該当する場合は
入会の承認をしない場合があります。または、承認後であっても承認の取り消
しを行う場合があります。
1. 過去に会員規約違反などにより、Echigo-Internet の会員資格の取り消
しが 行われていることが判明した場合
2. 利用申し込み内容に虚偽、誤記または記入もれがあったことが判明し
た場合
3. 申込者の指定した、クレジットカード、支払い口座などが、クレジット カ
ード会社、収納代行会社、金融関係、などにより利用の差し止めが行
われていることが判明した場合
4. Echigo-Internet の利用料金の支払いを怠っていることが判明した場合
5. 申込者が未成年者の方であり、保護者の同意を得ていないことが判明
した場合
6. その他、インターネットが会員とすることを不適当と判断する場合



第４条 (会員番号およびパスワードの管理責任)
会員は、会員番号として、インターネットより付与された番号(以下 ID という)
およびパスワード(仮パスワードおよびパーマネントパスワードを含む。以下同











様とする)を第三者に譲渡もしくは利用させたり、売買、名義変更、質入などす
ることはできません。会員は、当該 ID およびパスワードでの Echigo-Internet
の利用に関する責任を負うものとし、自己の責任によりその利用に係わる一
切の責務を支払うものとします。
第５条 (法人会員)
インターネットによって法人会員への加入を承認された場合、法人 ID が付与
されます。
法人は、使用者に、本会員規約の各条項を遵守させるものとします。
第６条 (変更の届け出)
会員は、住所、クレジットカードの番号、有効期限、その他インターネットへの
届け出内容に変更があった場合には、速やかに所定の変更の届け出をインタ
ーネットに行うものとします。なお、婚姻による姓の変更など、インターネットが
承認した場合を除き、登録された氏名の変更を行うことはできません。
第７条 (設備等)
会員は Echigo-Internet を利用するために必要な通信機器、その他のすべて
の機器を、自己の負担において、準備するものとします。また、自己の費用で
使用する機器を電気通信サービスを利用して Echigo-Internet のアクセスポイ
ントに接続するものとします。
その際、必要な手続きは会員が自己の責任と費用で行うものとします。
第８条 (Echigo-Internet の内容の変更および停止)
インターネットは、会員への事前の通知なくして、Echigo-Internet の諸条件、
運用規則、または Echigo-Internet の内容を変更することがあり、会員はこれ
を承諾します。
この変更には、価格の変更および Echigo-Internet の内容の部分的な改廃な
どを含みますが、これらに限定されません。また、インターネットは最低３ヶ月
の予告期間をもって、 Echigo-Internet を停止することができます。この変更、
停止などについては、 E-mail、インターネットのホームページまたはインター
ネットが提供する手段を通じ、発表するものとします。
第９条 (サービスの一時的な中断)
インターネットは次に該当する場合には、会員に事前に連絡することなく、一
時的に Echigo-Internet を中断する場合があります。
1. Echigo-Internet のシステムの保守を定期的に、または緊急に行う場合
2. 火災、停電などにより Echigo-Internet の提供ができなくなった場合
3. 地震、噴火、洪水、津波などの天災により Echigo-Internet の提供がで
きなくなった場合













4. 戦争、変乱、暴動、騒乱、労働争議などにより Echigo-Internet の提供
ができなくなった場合
5. その他、運用上、技術上インターネットが Echigo-Internet の一時的な
中断を必要と判断した場合
第１０条 (Echigo-Internet の内容の保証および中断)
Echigo-Internet の内容は、インターネットがその時点で提供可能なものとし
ます。インターネットは提供する情報、会員が登録する文章およびソフトウエア
などについて、その完全性、正確性、適用性、有用性などいかなる保証もおこ
ないません。
インターネットは、いかなる理由によって Echigo-Internet の提供の遅延また
は中断などが発生しても、その結果会員または他の第三者が被った損害につ
いて一切の責任を負わないものとします。
第１１条 (損害賠償)
インターネットは Echigo-Internet の利用により発生した会員の損害すべてに
たいし、いかなる責任をも負わないものとし、一切の損害賠償をする義務はな
いものとします。
会員が Echigo-Internet の利用によって第三者に対して損害を与えた場合、
会員は自己の責任と費用をもって解決し、インターネットに損害を与えることの
ないものとします。
会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によってインタ
ーネットに損害を与えた場合、インターネットは当該会員に対して相応の損害
賠償の請求を行うことができるものとします。
第１２条 (情報の取り扱い)
会員は、Echigo-Internet を通じて入手したいかなる情報も、ココムでの輸出
規制国には直接提供または第三者をして提供できません。
第１３条 （情報などの削除）
会員が Echigo-Internet に登録した情報及び文章などがインターネットが定
める所定の期間または量を超えた場合は、会員へ事前に通知することなく削
除されることがあります。また、Echigo-Internet の運営及び保守管理上の必
要から、会員へ事前通知することなく、会員が Echigo-Internet に登録した情
報及び文章などが消去される場合があります。
第１４条 （WWW などへの記載）
会員は、Echigo-Internet において文章、ソフトウエアなどを公開する場合、
第三者の著作権など、その他権利を侵害しないものとします。
第１５条 （WWW、その他 Echigo-Internet への登録内容の削除）
WWW、その他 Echigo-Internet の利用に関し、登録された文章などの内容が、

インターネットまたは Echigo-Internet の管理者により下記に該当する、または
その恐れがあると判断された場合、会員へ事前に通知することなく、削除され
ることがあります。
1. 公序良俗に反する場合
2. 犯罪的行為に結びつく場合
3. 他の会員または第三者の著作権を侵害する場合
4. 他の会員または第三者の財産、プライバシーを侵害する場合
5. その他、法律に反する場合



6. 他の会員または第三者に不利益を与える場合
7. 他の会員または第三者を誹謗中傷している場合
8. 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する場合、および公職
選挙法に低触する場合
9. Echigo-Internet の運営を妨げる場合
10. その他、インターネットまたは Echigo-Internet の管理者により不適当と
判断された場合
第１６条 （電子メール）
会員は、電子メールを信書として使用することができます。ただし、下記に該
当して、またはその恐れがあると判断した場合にはご使用できません。
1. 公序良俗に反する場合
2. 犯罪的行為に結びつく場合
3. 他の会員または第三者の著作権を侵害する場合
4. 他の会員または第三者の財産、プライバシーを侵害する場合
5. その他、法律に反する場合
6. 他の会員または第三者に不利益を与える場合
7. 他の会員または第三者を誹謗中傷している場合
8. 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する場合、 および公



職選挙法に低触する場合
9. Echigo-Internet の運営を妨げる場合
10. その他、インターネットまたは Echigo-Internet の管理者により 不適当
と判断された場合
第１７条 （Echigo-Internet の提供範囲および利用限度額の設定）
インターネットは自己の判断にもとづき、各会員ごとに Echigo-Internet の提
供範囲の制限を設定または変更することがあります。
また、インターネットは同様に、各会員ごとに Echigo-Internet の利用限度額
を設定または変更することができるものとします。





第１８条 （Echigo-Internet の利用料金など）
Echigo-Internet の利用料金、算定方法およびその支払方法などは、別途定
める内容に従うものとします。なお個別に支払方法などが規定されている場合
には、その条件に従うものとします。会員は、利用料金などに係わる消費税お
よびその他、賦課される税を負担するものとします。
第１９条 （Echigo-Internet の利用料金などの支払い）
Echigo-Internet の利用料金などの支払いに関しては、下記の外、各会員ご
とにインターネットが承認した一つによるものとします。また、利用料金などの
支払いは、毎月行うものとしますが、クレジットカード会社、収納代行会社、金
融機関などで別途利用条件、支払条件、利用限度額の設定などの規定があ
る場合には、それに従うものとします。
会員と当該クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関などの間で紛争が
発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、インターネットは一切
の責任はないものとします。
1. クレジットカードによる支払いインターネットが承認したクレジットカード
会社の発行するクレジットカードにより、クレジットカード会社の規約に
もとづき支払うものとします。





2. 預金口座振替による支払い別途定める「預金口座振替規定」に記載さ
れた内容に従うものとしますが、インターネットが指定した収納代行会
社を通じ、請求するものとし、その方法は収納代行会社が定める方法
で行うものとします。
第２０条 （延滞利息）
利用料金などの支払いは、毎月行うものとし、支払い期日を過ぎても支払い
が行われない場合は、会員は支払期日の翌日から支払期日の前日までの日
数に、年 14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、利用料金などと一
括して、インターネットが指定した日まで支払うものとします。
第２１条 （会員資格の取消）
会員が、次の各号の一つでも該当する場合は、インターネットは当該会員の
会員資格を会員に何ら事前に、通知および催告することなく、一時停止または
取り消すことができます。この場合インターネットは既にお支払いいただいた
利用料金の払い戻しなどは、一切行いません。
1. 入会時に虚偽の申告をした場合
2. 入力されている情報の改ざんを行った場合
3. ID またはパスワードを不正に使用した場合
4. Echigo-Internet の運営を妨害した場合







5. Echigo-Internet の利用料金などの支払い債務の履行を遅滞し、また
は支払いを拒否した場合
6. クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関などにより会員の指定
したクレジットカードや支払い口座の利用が停止された場合
7. 本規約のいずれかに違反した場合
8. その他のインターネットが会員として不適当と判断した場合
第２２条 （最低入会期限と退会）
会員最低入会期間は６ヶ月とします。
会員が退会する場合は、退会しようとする日の一ヶ月前までに所定の書式
にてインターネットに届け出るものとし、インターネットに対する債務の金額を
ただちに支払うものとします。
インターネットは、インターネットに既にお支払いいただいた利用料金の払い
戻しなどは一切行いません。
第２３条 （専属的合意管轄裁判所）
会員とインターネットの間で、訴訟の必要が生じた場合、インターネットの本
社所在地を管轄する裁判所を会員とインターネットの専属的合意管轄裁判所
とします。
付 則 この規約は平成７年９月２８日から改定実施します。

