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クラウドマネジメントプラットフォーム規約
（規約の適用）
第１条

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（以下「当社」といいます。）は、クラウドマ

ネジメントプラットフォーム規約（以下「本規約」といいます。）を定め、本規約に基づきクラウドマネ
ジメントプラットフォーム（以下「ＣＭＰ」といいます。）を提供し、ＣＭＰの利用に係る契約（以下「ＣＭ
Ｐ契約」といいます。）を締結します。
２ ＣＭＰに係る契約者（以下「契約者」といいます。）は、本規約を誠実に遵守するものとします。
（規約の変更）
第２条

当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、提供条件等は変更後の規

約によります。
２ 当社は、前項の変更を行う場合は、14 日以上の予告期間をおいて、変更後の新規約の内容
を契約者に通知するものとします。ただし、法令順守等のやむを得ない事情がある場合は、この
限りではないものとします。
３ 当社は、本規約を変更するときは、第 3 条（本規約の公表）に基づき本規約を公表します。
（本規約の公表）
第３条

当社は、当社のホームページ（http://www.ntt.com/tariff/comm/）その他当社が別に定

める方法により、本規約を公表します。
（定義）
第４条

本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用

語

用

語

の

意

味

エンタープライズクラ

当社が別に定めるエンタープライズクラウド利用規約に基づき提供

ウドサービス

するエンタープライズクラウドサービス

パブリッククラウドサー

当社が別に定めるパブリッククラウド利用規約に基づき提供するパ

ビス

ブリッククラウドサービス

対象サービス

当社が提供するエンタープライズクラウドサービス及びパブリックク
ラウドサービス

他社サービス

当社以外の事業者（契約者自身を含みます）の提供するクラウドサ
ービス

クラウドマネジメントプ

契約者が利用している対象サービス及び他社サービスのプラットフ

ラットフォーム（ＣＭＰ）

ォーム、リソースや設備等の利用状況を可視化し、管理するアグリ
ゲーション機能を提供するクラウドマネジメントプラットフォーム

（ＣＭＰの内容）
第５条

当社は、契約者に対し、対象サービス及び他社サービスを一元的に管理するプラットフ

ォームとしてＣＭＰを提供するものとします。
２ 契約者は、ＣＭＰを利用して、契約者自身が利用する対象サービス及び他社サービスの情報
を取得することができます。
３ ＣＭＰを通じて契約者が利用する対象サービス及び他社サービス情報の取得、一覧表示、蓄
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積、管理等の実施や、ID 等の入力は、契約者自身がＣＭＰを利用することにより自らの意思で行
う行為であり、契約者は、これらの行為により生ずる結果全てについて責任を負うものとします。
当社は、これらの行為の当事者、使者、代理人又は仲立人等とならず、これらの行為により生ず
る結果について一切責任を負わないものとします。
４ 契約者は、ＣＭＰを利用して取得した全ての情報に関連する一切の判断を、契約者自身の責
任の下で行なうことを了承するものとします。また、契約者は、当社が契約者の判断により行われ
た取引等の一切の結果について責任を負わず、ＣＭＰの利用に関して契約者と他社サービスを
提供する事業者の間で紛議が生じた場合、契約者は当社に対して一切責任を追及できないこと
を予め了承するものとします。
（ＣＭＰ契約申込の方法等）
第６条

ＣＭＰ契約の申込みをするときは、本規約に同意の上、当社所定の方法により申し込む

ものとします。
（ＣＭＰ契約申込の承諾）
第７条

当社は、ＣＭＰ契約の申込みがあったときは、次の場合を除き、承諾します。

（1） ＣＭＰを提供することが技術上著しく困難なとき。
（2） ＣＭＰ契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載したしたとき。
（3） ＣＭＰ契約の申込みをした者が、第 22 条（利用に係る契約者の義務）の規定に反する行為
をするおそれがあると当社が判断したとき。
（4） その他ＣＭＰに係る業務上著しい支障があるとき。
２ 当社が別に定める場合は、前項は適用されないものとします。
（ログイン ID 等）
第８条

契約者は、他社サービス ID 等をその責任の元で管理するものとします。この場合にお

いて、当社は、当社の責によらない理由により、他社サービス ID 等が第三者に漏洩したことによ
る契約者の損害について、一切責任を負わないものとします。
2 他社サービス ID 等の管理不十分、使用上の過誤及びその他の理由により、当社若しくは当社
子会社又は第三者に与えた損害の責任は契約者が負うものとし、当社は一切の責任を負わない
ものとします。

（アクセスログ）
第９条

当社は IP アドレスその他、ＣＭＰのアクセスに係る基本的な情報を収集します。当社は、

この情報をＣＭＰの運用及び管理にのみ使用します。
２

当社は、ＣＭＰへのアクセスを識別するため、クッキーを使用する場合があります。 ＣＭＰ利

用者はクッキーの使用を拒否することもできますが、その場合は、ＣＭＰの機能を利用できない場
合があることを承諾するものとします。
（契約者が行うＣＭＰ契約の解除）
第１０条 契約者は、ＣＭＰ契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社の指定する
方法により、当社に通知していただきます。なお、ＣＭＰ契約の解除により発生した損害（第三者
への損害を含みます。）について、当社は、一切の責任を負わないものとします。
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２ 当社が別に定める場合は、前項は適用されないものとします。
（当社が行うＣＭＰ契約の解除）
第１１条 当社は、第 14 条（利用停止）第 1 項各号のいずれかの規定により本ＣＭＰの利用停止を
された契約者が、なおその事実を解消しない場合は、そのＣＭＰ契約を解除することがあります。
２ 当社は、契約者が第 14 条（利用停止）第 1 項各号のいずれかに該当する場合に、その事実が
当社のＣＭＰに係る業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にか
かわらず、ＣＭＰの利用停止をしないでＣＭＰ契約を解除することがあります。
３ 当社は、エンタープライズクラウドサービスに係るすべての契約が解除された場合は、ＣＭＰ契
約を解除することがあります。
４ 当社は、前３項の規定により、そのＣＭＰ契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に
そのことを通知します。なお、ＣＭＰ契約の解除により発生した損害（第三者への損害を含みま
す。）について、当社は、一切の責任を負わないものとします。
（その他の提供条件）
第１２条 CMP 契約に関するその他の提供条件については、サービス説明書に定めるところによ
ります。
（利用中止）
第１３条 当社は、次の各号のいずれかに該当するときには、ＣＭＰの利用を中止することがあり
ます。
（1） 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
（2） 契約者の用意したアプリケーション、ハードウェア、データ等の障害若しくは保守など、契約
者事由によるとき。
（3） 第三者による事由によりＣＭＰの提供継続が困難になったとき。
（4） 天変、事変、その他の非常事態が発生、若しくは発生する恐れがあるとき。
（5） ＣＭＰが正常に動作せず、ＣＭＰを継続して提供することが著しく困難であるとき。
（6） 法令等に基づく強制的な処分によりＣＭＰを提供することが著しく困難となったとき。
（7） 当社の設備を不正アクセス行為から防御するため必要なとき。
（8） 当社がＣＭＰの提供の全部又は一部を停止することが望ましいと客観的かつ合理的理由
により判断したとき。

（利用停止）
第１４条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、ＣＭＰの一部又は全部の利用を停
止することがあります。
（1） ＣＭＰ契約の申込みにあたって、事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
（2） 契約者の氏名等の変更の届出にあたって、当社に届け出た内容について事実に反するこ
とが判明したとき。
（3） 第 22 条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反したとき。
（4） 前 3 号のほか、本規約の規定に反する行為であって、ＣＭＰに関する当社の業務の遂行又
は当社のＣＭＰに係る設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をしたと
き。
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２ 当社は、前項の規定によりＣＭＰの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止を
する日及び期間をＣＭＰ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りであり
ません。なお、これにより契約者に発生した損害について、当社は、一切の責任を負わないものと
します。
（ＣＭＰの廃止）
第１５条 当社は、ＣＭＰの提供を廃止することがあります。その場合、当社は、30 日の予告期間
をおいて契約者にその旨を通知するものとします。
２ 当社は、当社の判断により、ＣＭＰの仕様の追加、変更を行うことがあります。なお、ＣＭＰの
仕様の追加・変更について契約者に著しい不利益を及ぼさないと当社が判断した場合、予告期間
をおかずに変更できるものとします。
３ 当社は、ＣＭＰの一部機能の提供を廃止するときには、30 日以上の予告期間をもって、変更後
のサービス内容を、通知するものとします。
４ 本条に基づきＣＭＰの提供の廃止又は一部機能の廃止があった場合、当該ＣＭＰの全部また
は一部機能に係る契約は終了するものとします。
５ 当社は、本条に基づくＣＭＰの全部若しくは一部機能の廃止、又はＣＭＰの内容の追加若しく
は変更に伴い、契約者又は第三者に発生する損害については、一切の責任を負わないものとし
ます。
（データ等の保存期間）
第１６条 当社は、ＣＭＰにより提供するデータ及び他社サービス ID 等を、契約者に CMP を提供
する目的のためにのみ保存します。ただし、当社が別に定める保存期間を超えた場合、その保存
期間を超えた部分について、ＣＭＰ契約者の承諾を得ることなく、消去できるものとします。
（データの非保証）
第１７条 当社は、ＣＭＰにより提供するデータの整合性、正確性、完全性、有効性又は継続性
（エラーやバグがないことを含みます）を保証するものではありません。
２ 契約者は、ＣＭＰにより提供されるデータの利用、評価又は分析に係る一切の判断を、契約者
自身の責任の下で行なうことを了承するものとします。
３ ＣＭＰにて提供されるデータ又は閲覧が可能なデータは、契約者による対象サービスの使用
状況等の評価を目的としてデータを提供するものであり、当社は、そのデータの結果については
エラーやバグがないことを含み、何らの保証も行わず、その責任を負わないものとします。
（料金）
第１８条 当社が提供するＣＭＰの料金は、、料金表に定めるところによります。
なお、物価の上昇、経済事情の変動、為替の変動、現地税制の改正等により契約金額が不相当とな
った場合、当社は、原則として契約金額の変更を実施できるものとします。但し、為替の変動による契
約金額の変更は、直近の暦月３か月間の平均 TTM レート（株式会社三菱東京 UFJ 銀行のホームペー
ジに記載されるもの）が、本契約締結時の TTM レート（同上）と比較して７％以上変動した場合に限定
されるものとします。また、既存の本サービスの料金等を値上げする場合は、30 日前までに契約者に
通知するものとします。

２ 前項に係らず、契約者がＣＭＰを利用するにあたり他社サービスの API の利用にかかる料金
その他、他社サービスの利用に係る料金が発生した場合は、契約者の負担とし、当社は一切負
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担しないものとします。
（料金の支払義務）
契約者は、その契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日を含む料金月の初日から
起算して、契約の解除があった日を含む料金月までの期間について、料金の支払いを要します。
本規約における「料金月」とは、１の暦月の起算日（当社が契約毎に定める毎暦月の一定の日を
いいます。）から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。
第１９条
２ 利用停止又は利用中止があったときは、本サービスに係る契約者は、その期間中の料金の支
払いを要します。
（料金の計算方法等）
第２０条 利用料金、手続きに関する料金、工事に関する費用などの料金の計算方法並びに支払
方法は、料金表通則及び料金表に定めるところによります。
（割増金）
第２１条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、免れた額（消
費税相当額を加算しない額とします。）の２倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増
金として支払っていただきます。
（延滞利息）
第２２条 契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を経過しても
なお、支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年
14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払い期日の翌
日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
（注）本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合と
します。
（損害賠償）
第２３条 当社は、契約者の故意又は過失により当社が損害を被った場合において、契約者に当
該損害の賠償を請求することができます。
２ 当社は当社の故意又は重大な過失の場合を除き、いかなる場合にも、契約者に係る一切の
損害の賠償をしないものとします。
（免責）
第２４条 当社は、ＣＭＰと連携する他社サービスの利用不能、不具合や異常性、又それに起因
するＣＭＰの不具合や異常性に関して一切責任を負わないものとします。
２ 当社は、ＣＭＰに事実上又は法律上の瑕疵（安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定
の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバク、権利侵害などを含みます）が
ないことを明示的にも黙示的にも保証しないものとします。当社は、ＣＭＰ契約者に対してかかる
瑕疵を除去してＣＭＰを提供する義務を負わないものとします。
３ 当社は前条第 2 項の場合を除き、ＣＭＰ契約者に係る一切の損害の賠償をしないものとし、契
約者は当社にその損害についての請求をしないものとします。また、契約者はＣＭＰの利用により
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第三者に対し損害を与えた場合、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させな
いものとします。
４ 当社は、ＣＭＰの利用により生じる結果について、契約者に対し、ＣＭＰの提供に必要な設備
の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分、その
他の原因を問わずいかなる責任も負担しないものとします。
（不可抗力）
第２５条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生のおそれがある場合に、当
社が講じた措置により契約者又は第三者に損害が生じたときは、一切の責任を負わないものとし
ます。
２ 当社は、天変、事変その他の非常事態により、ＣＭＰに係る電気通信設備が故障又は減失し
た場合であって、その修理又は復旧が困難であると判断したときは、そのＣＭＰ契約を解除するこ
とがあります。

（利用に係る契約者の義務）
第２６条 契約者は、次のことを守っていただきます。
（１） 契約者は、当社が契約者にＣＭＰを提供するために合理的な範囲で当社が必要とする協
力を行い、情報を提供するものとします。
（２） 契約者は、ＣＭＰの適切な利用と本規約の遵守のために当社が行う指示に従うものとしま
す。
（３） 契約者は、当社が指定する動作環境において利用するものとし、定めのない動作環境で
の利用に起因する事象により生じた結果に対し、当社は一切の責任を負わないものとしま
す。
（４） 契約者は、ＣＭＰの利用にあたり次の行為を行わないものとします。
(ア) 他人の知的財産権（特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等）その他の権利を侵
害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(イ) 他人の ID 等を不正に使用する行為、またはそれらに類似する行為
(ウ) 有害なコンピュータプログラム等を作成、使用若しくは送信し、又は他人が受信可能な状
態とする行為。
(エ) 当社若しくは他人のＣＭＰに係る設備の利用若しくは運営に支障を与える、又は与える
恐れのある行為。犯罪行為もしくはこれに類する行為またはそれらのおそれのある行為
(オ) その他法令若しくは公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断
した行為。当社によるＣＭＰの提供を阻害するような行為
(カ) 前各号のほか、当社がＣＭＰ利用に不相当と判断した行為
（個人情報の取り扱い）
第２７条 契約者は、ＣＭＰの提供を受ける上でのログインにあたり、ＣＭＰ利用者の個人情報（個
人情報保護法第１項第１号に定める情報とします。）を、ＣＭＰ上で対象サービスに係る情報の閲
覧等をできるようにすることを目的として、ＣＭＰ利用者が属する国から、当社及び当社関連会社
が対象サービスを提供する国（日本、米国、英国、シンガポール、その他当社関連会社が属する
国や地域とし、以下、「当該国」といいます。）へ個人情報が移転し、当該国にて当社又は当社関
連会社が個人情報を次のとおり共同利用することについて同意して頂きます。
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（１）共同して利用される個人情報の項目
メールアドレス、電話番号及び氏名
（２）共同して利用する者の範囲
当社及び別紙１に記載の当社関連会社
（３）共同して利用する者の利用目的
ＣＭＰをＣＭＰ契約者に提供するため利用します。
（４）共同利用に関する責任者
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
２ 当社は、当該国における法律の定める範囲内で、官公庁、捜査当局からの要請等により、そ
の情報を開示することがあります。
３ 当社が取得する個人情報の取り扱いについては、当社のプライバシーポリシーの定めるところ
によります。
（知的財産権及び所有権の帰属）
第２８条 ＣＭＰの提供に際し当社が契約者に提供する一切の著作物に関する一切の著作権（著
作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含みます。）及び著作者人格権（著作権方第 18 条から第 20
条までの権利をいいます。）並びにそれに含まれるノウハウ等の一切の知的所有権は、当社又は
当社の指定するものに帰属するものとします。
(言語)
第２９条 本規約は日本語にて締結され、いずれかの当事者により翻訳版が作成または調印され
た、もしくはされるか否かにかかわらず、日本語版のみが真正であるものとします。
（準拠法）
第３０条 ＣＭＰの提供及び本規約の解釈及び適用は、日本国法に準拠するものとします。
（管轄裁判所）
第３１条 本規約に関連するいかなる紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意
管轄裁判所とします。
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料金表
通則
（料金の計算方法等）
1. 当社は、契約者が本サービスに係わる契約に基づき支払う料金を料金月に従って計算します。こ
の場合、当社は協定世界時を用いて計算します。
2. １の料金月の料金は、第１表 利用料金に関する料金を合算して請求します。
3. 当社は、本サービスに係る料金を日割りしません。
4. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金月の起算日を変更することがありま
す。
5. 料金月の初日以外の日に、申込事項の変更等により利用料金の額が増加又は減少した場合、
増加又は減少後の利用料金は、その増加又は減少のあった日から適用します。
（端数処理）
6. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端
数を切り捨てます。
（料金等の支払い）
7. 契約者は、当社が定める期日までに、当社が指定する方法により料金を支払っていただきます。
（料金等の一括後払い）
8. 当社は、当社に特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2 以上の料金月分の料金を当
社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
（前受金）
9. 当社は、料金について、契約者が希望する場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじ
め前受金を預かることがあります。
（注）当社が別に定める条件とは、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
（消費税相当額の加算）
10. 本規約により支払を要するものと定められている料金額は、この料金表に定める額（税抜価格
（消費税相当額を加算しない額とします）に基づき計算された額とします。）に消費税相当額を加
算した額とします。
上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、料金表に表示された額（税込価格（消
費税相当額を加算した額とします。以下、同じとします。））の合計と異なる場合があります。
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第１ 利用料金
１ 本サービスに係る利用料金は、１の契約ＩＤごとに料金の額を合算して適用します。
２ 本サービスに係る利用料金の額は、別段の定めがない限り、１の料金月において次表に掲げる利
用料金の額に基づき、算出されるものとします。
プラン

単位

料金

備考

Basic

１の契約 ID ごとに

別途見積

ＮＴＴコミュニケーションズのエンタープライズクラウド
サービス、グローバルマネージドサービス(Global
Management One)をご利用の場合は利用料金の支払
を要しません。

Enterprise

１の契約 ID ごとに

別途見積

-

9

v1.1（2018.3.1）
（附 則）（平成 28 年 2 月 25 日 ＣＬ第 503786 号）
この改正規定は、平成 28 年 3 月 1 日から実施します。
（附 則）（平成 30 年 2 月 26 日 ＣＬ第 00304923 号）
この改正規定は、平成 30 年 3 月 1 日から実施します。
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