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2022 年 5 月 1 日 

 

利用規約変更のお知らせ 

 

いつも assetforce をご利用いただきありがとうございます。 

2022 年 6 月 1 日付で assetforce 利用規約を以下の通り一部改定し、同日より適用致します。 

 

記 

変更前(2022 年 5 月 31 日まで) 

ver.1.2_20210401  

変更後(2022 年 6 月 1 日以降) 

ver.2.0_20220601 

（前文） 

申込者（以下「甲」という）は、本利用規約の各規定が、SMFL みら

いパートナーズ株式会社（以下「乙」という）の提供するシステム

「assetforce」（以下「本システム」という）または本システムの利用に

より提供するサービス（以下「本サービス」という）およびこれらに関する

専用スマートフォンアプリケーション（以下「本アプリ」といい、本サービス

と総称して「本サービス等」 という）へのアクセスおよび利用に関する甲

乙間の契約（以下「サービス利用契約」という）に係る権利義務を規

定するものであることを確認するとともに、その内容に同意のうえ、個別

の特約なき限り、本利用規約記載の条件に従ってのみ、本サービス等

を利用することを承諾する。また甲は、乙との間の別段の明示的な合

意がない限り、本サービス等が拡張または強化された場合、また新規

機能が追加された場合、あるいは機能が一部削減・停止された場合

についても、本利用規約の各規定が適用されることに同意する。 

（前文） 

申込者（以下「甲」という）は、本利用規約の各規定が、三井住友

ファイナンス＆リース株式会社（以下「乙」という）の提供するシステム

「assetforce」（以下「本システム」という）または本システムの利用に

より提供するサービス（以下「本サービス」という）およびこれらに関する

専用スマートフォンアプリケーション（以下「本アプリ」といい、本サービス

と総称して「本サービス等」 という）へのアクセスおよび利用に関する甲

乙間の契約（以下「サービス利用契約」という）に係る権利義務を規

定するものであることを確認するとともに、その内容に同意のうえ、個別

の特約なき限り、本利用規約記載の条件に従ってのみ、本サービス等

を利用することを承諾する。また甲は、乙との間の別段の明示的な合

意がない限り、本サービス等が拡張または強化された場合、また新規

機能が追加された場合、あるいは機能が一部削減・停止された場合

についても、本利用規約の各規定が適用されることに同意する。 

第１条（本サービス等の内容および目的） 

１．本サービス等の内容は、別紙１記載のとおりとし、甲が具体的に

利用できる本サービス等および機能の種類は、サービス利用契約

にて定めるものとする。なお、本サービス等の詳細は、乙が甲に対し

て 乙 の 指 定 す る 方 法 （ 乙 が 運 営 す る ウ ェ ブ サ イ ト

（https://asset-force.com/）への掲載を含むが、この限りで

はない）にて提供する本サービス等の利用に関して乙が定めたル

ール（以下「マニュアル」という）によるものとする。 

２．前項の規定にかかわらず、乙は、本サービス等の内容の追加、変

更もしくは削除を行うことができる。 

３．乙は以下の目的（以下「本サービス目的」という）のために本サ

ービス等を甲に対して提供するものとし、甲は本サービス目的のため

にのみ本サービス等を利用することを同意する。 

・本サービス目的：甲が自ら保有または管理する資産を管理す

るため 

第１条（本サービス等の内容および目的） 

１．本サービス等の内容は、別紙１記載のとおりとし、甲が具体的に

利用できる本サービス等および機能の種類は、サービス利用契約

にて定めるものとする。なお、本サービス等の詳細は、乙が甲に対し

て 乙 の 指 定 す る 方 法 （ 乙 が 運 営 す る ウ ェ ブ サ イ ト

（https://asset-force.com/）への掲載を含むが、この限りで

はない）にて提供する本サービス等の利用に関して乙が定めたル

ール（以下「マニュアル」という）によるものとする。 

２．前項の規定にかかわらず、乙は、本サービス等の内容の追加、変

更もしくは削除を行うことができる。 

３．乙は以下の目的（以下「本サービス目的」という）のために本サ

ービス等を甲に対して提供するものとし、甲は本サービス目的のため

にのみ本サービス等を利用することを同意する。 

・本サービス目的：主に甲が自ら保有または管理する資産を管

理するため 



2 

 

第４条（本サービス等の利用） 

１．甲は、本サービス等を利用するに際し、乙より「assetforce」登録

完了通知により利用者識別番号（以下「ユーザーID」という）の

交付を受ける。このユーザーID は利用者ごとに交付を受けるものと

し、複数の者による共有は認められない。ユーザーID に用いること

ができるメールアドレス（ドメインは甲が独自に取得かつ固有に使

用しているものに限る。以下同じ。）は、甲がその事業の用に供し

ているものに限る。なお、甲は、甲がユーザーID 毎に設定したパス

ワード（以下「パスワード」という）を忘れた場合、乙が別途定める

手続により、自らパスワードを再設定できる。 

２．甲は、ユーザーID およびパスワードを本システムのログイン画面に

入力することにより、本システムにアクセスし、本サービス等を利用す

る。本システムの使用および管理については、甲が一切の責任を負

う。 

３．乙は、甲のユーザーID およびパスワードとの一致を確認した本サ

ービス等の利用は、本システムへアクセスしたものが甲の役員、従

業員、派遣社員、委託先の従業員、またはその他乙の事前の承

諾のもと甲により権限を与えられた者（総称して以下「甲の従業

員等」という）であるかどうかを問わず、全て甲による利用とみなし、

その結果、甲に損害が生じた場合でも、一切の責任を負わない。

また、甲は、ユーザーID またはパスワードの不正利用により、乙また

は第三者に損害が生じた場合、一切の責任を負う。 

４．第１５条第４項に定める利用担当者が、ユーザーID およびパス

ワードを利用して、本サービス等を利用したときにも、前項の規定が

適用される。また、第１４条第２項に定める窓口担当者が本サ

ービス等を利用したときにも、前項の規定が適用される。 

５．甲は、本サービス等に対する不正なアクセスもしくは利用を防止す

るのに合理的な努力（使用する端末をロックする等の措置を含む

が、これらに限らない）を払い、本サービス等の不正なアクセスまた

は不正利用ならびにユーザーID またはパスワードの第三者による

使用を発見した場合またはそのおそれがあることが判明した場合に

は、乙に通知する。また、この場合、第１４条第２項に定める窓

口担当者は直ちに当該アカウントを削除するものとする。 

６．甲は、本サービス等の利用にあたり、本利用規約のみならず、本

システム上に表示される指示に従うものとする。 

第４条（本サービス等の利用） 

１．甲は、本サービス等を利用するに際し、乙より「assetforce」登録

完了通知により利用者識別番号（以下「ユーザーID」という）の

交付を受ける。このユーザーID は利用者ごとに交付を受けるものと

し、複数の者による共有は認められない。ユーザーID に用いること

ができるメールアドレス（ドメインは甲が独自に取得かつ固有に使

用しているものに限る。以下同じ。）は、甲がその事業の用に供し

ているものに限る。なお、甲は、甲がユーザーID 毎に設定したパス

ワード（以下「パスワード」という）を忘れた場合、乙が別途定める

手続により、自らパスワードを再設定できる。 

２．甲は、ユーザーID およびパスワードを本システムのログイン画面に

入力することにより、本システムにアクセスし、本サービス等を利用す

る。本システムの使用および管理については、甲が一切の責任を負

う。 

３．乙は、甲のユーザーID およびパスワードとの一致を確認した本サ

ービス等の利用は、本システムへアクセスしたものが甲の役員、従

業員、派遣社員、またはその他乙の事前の承諾のもと甲により権

限を与えられた者（総称して以下「甲の従業員等」という）である

かどうかを問わず、全て甲による利用とみなし、その結果、甲に損害

が生じた場合でも、一切の責任を負わない。また、甲は、ユーザー

ID またはパスワードの不正利用により、乙または第三者に損害が

生じた場合、一切の責任を負う。 

４．第１５条第４項に定める利用担当者が、ユーザーID およびパス

ワードを利用して、本サービス等を利用したときにも、前項の規定が

適用される。また、第１４条第２項に定める窓口担当者が本サ

ービス等を利用したときにも、前項の規定が適用される。 

５．甲は、本サービス等に対する不正なアクセスもしくは利用を防止す

るのに合理的な努力（使用する端末をロックする等の措置を含む

が、これらに限らない）を払い、本サービス等の不正なアクセスまた

は不正利用ならびにユーザーID またはパスワードの第三者による

使用を発見した場合またはそのおそれがあることが判明した場合に

は、乙に通知する。また、この場合、第１４条第２項に定める窓

口担当者は直ちに当該アカウントを削除するものとする。 

６．甲は、本サービス等の利用にあたり、本利用規約のみならず、本

システム上に表示される指示に従うものとする。 

第１１条（サービスレベル） 

１．乙は、努力目標として別紙４記載の「サービスレベル指標」（以

下「サービスレベル指標」といいます。）の基準を満たすよう、商業

的に合理的な努力を払って本サービス等を提供する。 

第１１条（サービスレベル） 

１．乙は、努力目標として別紙４記載の「サービスレベル指標」（以

下「サービスレベル指標」という）の基準を満たすよう、商業的に合

理的な努力を払って本サービス等を提供する。 
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２．乙は、サービスレベル指標を、サービス利用契約に基づく本サービ

ス等の内容を変更しない範囲で、随時変更できるものとし、乙指

定日をもって変更後のサービスレベル指標が適用されるものとする。 

３．乙は、本サービス等に関しサービスレベル指標記載各項目の結果

を、乙が適当と認める頻度で、乙が相当と認める方法にて甲に報

告するものとする。 

４．サービスレベル指標は、本サービス等に関する乙の努力目標を定

めたものであり、サービスレベル指標に記載するサービスレベル指標

値を下回った場合でも乙は損害賠償その他いかなる責任も負わな

いものとする。 

５．サービスレベル指標は、サービス利用契約で除外されている一切

のサービスおよび免責事項に起因して生じた一切の問題には適用

されないものとする。 

 

２．乙は、サービスレベル指標を、サービス利用契約に基づく本サービ

ス等の内容を変更しない範囲で、随時変更できるものとし、乙指

定日をもって変更後のサービスレベル指標が適用されるものとする。 

３．乙は、本サービス等に関しサービスレベル指標記載各項目の結果

を、乙が適当と認める頻度で、乙が相当と認める方法にて甲に報

告するものとする。 

４．サービスレベル指標は、本サービス等に関する乙の努力目標を定

めたものであり、サービスレベル指標に記載するサービスレベル指標

値を下回った場合でも乙は損害賠償その他いかなる責任も負わな

いものとする。 

５．サービスレベル指標は、サービス利用契約で除外されている一切

のサービスおよび免責事項に起因して生じた一切の問題には適用

されないものとする。 

 

第２６条 （禁止事項）  

甲は、本サービス等の利用にあたり以下各号に定める行為をしては

ならない。  

(１) 本サービス等の提供を妨げるような行為 

(２) 他者になりすまして本サービス等を利用する行為 

(３) 乙より提供された秘密情報を、第三者に開示する行為

または利用させる行為 

(４) ユーザーID、パスワード等、本サービス等を利用する為に

必要な情報を第三者に開示する行為 

(５) 本サービス等を利用する権利を、第三者に譲渡する行

為または本サービス等を第三者に利用させる行為 

(６) 営業目的の範囲外にて、本サービス等を利用する行為 

(７) 本サービス等を利用するに際し、虚偽の情報を入力する

行為  

(８) 本利用規約またはマニュアルに違反する行為 

(９) 本サービス等の一部または全部を、その形態もしくは手

段を問わず複写、複製、配布、再公開する行為（本

利用規約において許されている場合を除く。）  

(１０) 乙から提供されるインタフェース以外の手段により本サ

ービス等へアクセスする行為 

(１１) 本サービス等を第三者に再使用許諾、賃貸、販売、

リースする行為 

(１２) コンピュータソフトウェア、ハードウェア、通信機器の機

能を妨害、破壊、制限するようにデザインされたコンピュ

ータウィルス、コンピュータコード、ファイル、プログラムを

第２６条 （禁止事項）  

甲は、本サービス等の利用にあたり以下各号に定める行為をしては

ならない。  

(１) 本サービス等の提供を妨げるような行為 

(２) 他者になりすまして本サービス等を利用する行為 

(３) 乙より提供された秘密情報を、第三者に開示する行為

または利用させる行為 

(４) ユーザーID、パスワード等、本サービス等を利用する為に

必要な情報を第三者に開示する行為 

(５) 本サービス等を利用する権利を、第三者に譲渡する行

為または本サービス等を第三者に利用させる行為 

(６) 営業目的の範囲外にて、本サービス等を利用する行為 

(７) 本サービス等を利用するに際し、虚偽の情報を入力する

行為  

(８) 本利用規約またはマニュアルに違反する行為 

(９) 本サービス等の一部または全部を、その形態もしくは手

段を問わず複写、複製、配布、再公開する行為（本

利用規約において許されている場合を除く。）  

(１０) 乙から提供されるインタフェース以外の手段により本サ

ービス等へアクセスする行為 

(１１) 本サービス等を第三者に再使用許諾、賃貸、販売、

リースする行為 

(１２) コンピュータソフトウェア、ハードウェア、通信機器の機

能を妨害、破壊、制限するようにデザインされたコンピュ

ータウィルス、コンピュータコード、ファイル、プログラムを
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含むコンテンツをアップロードしたり、掲示したり、送信

（発信）する行為 

(１３) 不当な手段により他者の情報を収集する行為 

(１４) 乙または第三者の著作権、商標権等の知的財産権

その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれ

のある行為 

(１５) 法令もしくは公序良俗に違反しまたは違反するおそれ

のある行為、または乙もしくは第三者に不利益を与え

もしくは与えるおそれのある行為 

(１６) 第三者の設備等もしくは本サービス環境の利用もしく

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 

(１７)乙の競合他社等が、乙の業務内容または本サービス

等の内容その他の情報を調査する目的で本サービス

等を利用する行為、またはそれに協力する行為 

(１８) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつ

つ、その状態を看過しもしくは助長する行為 

(１９) その他、上記に類する行為、社会通念上不適切と判

断される行為、または乙が本サービス等を提供するうえ

で不適当と認める行為 

(２０) 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 

(２１) 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 

含むコンテンツをアップロードしたり、掲示したり、送信

（発信）する行為 

(１３) 不当な手段により他者の情報を収集する行為 

(１４) 金融分野における個人情報保護に関するガイドライン

が規定する機微情報を、本システムに入力またはアッ

プロードする行為 

(１５) 行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律が規定する特定個人情報を、

本システムに入力またはアップロードする行為 

(１６) 乙または第三者の著作権、商標権等の知的財産権

その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれ

のある行為 

(１７) 法令もしくは公序良俗に違反しまたは違反するおそれ

のある行為、または乙もしくは第三者に不利益を与え

もしくは与えるおそれのある行為 

(１８) 第三者の設備等もしくは本サービス環境の利用もしく

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 

(１９)乙の競合他社等が、乙の業務内容または本サービス

等の内容その他の情報を調査する目的で本サービス

等を利用する行為、またはそれに協力する行為 

(２０) その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつ

つ、その状態を看過しもしくは助長する行為 

 (２１) 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 

(２２) 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 

(２３) その他、上記に類する行為、社会通念上不適切と判

断される行為、または乙が本サービス等を提供するうえ

で不適当と認める行為 

別紙 

１．本サービス等の内容（第 1 条） 

（１）次の機能等を有する資産管理サービスの提供 

本システムに、甲の指定する個別の資産（以下「個別資産」

という。）に係る情報（以下「個別資産情報」という。）を登

録し、本システムおよび本アプリを使用して登録された個別資

産情報を表示、抽出および編集または削除する機能 

別紙 

１．本サービス等の内容（第 1 条） 

（１）次の機能等を有する資産管理サービスの提供 

本システムに、甲の指定する個別の資産（以下「個別資産」

という。）に係る情報（以下「個別資産情報」という。）を登

録し、本システムおよび本アプリを使用して登録された個別資

産情報を表示、抽出および編集または削除する機能 
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（２）次の機能等を有する資産ごとのスケジュール管理サービスの

提供 

個別資産ごとにスケジュールを予約、編集および削除する機能

ならびに予約状況を確認する機能 

（３）本アプリを用いた以下の機能等を有する資産管理の効率化

サービスの提供 

本システムに登録された個別資産情報を個別の識別コードで

紐付けし、本アプリで個別の識別コードを読み取ることで当該

識別コードと紐付けられた個別資産管理情報を表示、編集ま

たは削除することができる機能 

（４）次の機能等を有する資産ごとのワークフロー設定システムの

提供 

個別資産の入出庫・棚卸等に係るワークフローを自由に設定

することができる機能および個別資産ごとに実行された処理結

果を管理することができる機能 

（５）次の機能等を有する Web 通信機能の提供 

  甲乙間、甲の内部間、または甲および甲の指定する相手方と

の間で、本システムを通じ、オンラインチャットおよび Web 会議

（ビデオ通話）等の Web 通信を行うことができる機能 

（6）上記サービスの利用に関する導入支援の提供 

本サービス等の使用方法（操作方法、各種情報の登録・編

集の方法、ワークフローの設定方法など）の案内などの導入

支援サービス（再委託先等の第三者によるサービス提供を含

む） 

（２）次の機能等を有する資産ごとのスケジュール管理サービスの

提供 

個別資産ごとにスケジュールを予約、編集および削除する機能

ならびに予約状況を確認する機能 

（３）本アプリを用いた以下の機能等を有する資産管理の効率化

サービスの提供 

本システムに登録された個別資産情報を個別の識別コードで

紐付けし、本アプリで個別の識別コードを読み取ることで当該

識別コードと紐付けられた個別資産情報を表示、編集または

削除することができる機能 

（４）次の機能等を有する資産ごとのワークフロー設定システムの

提供 

個別資産の入出庫・棚卸等に係るワークフローを自由に設定

することができる機能および個別資産ごとに実行された処理結

果を管理することができる機能 

（５）次の機能等を有する Web 通信機能の提供 

  甲乙間、甲の内部間、または甲および甲の指定する相手方と

の間で、本システムを通じ、オンラインチャットおよび Web 会議

（ビデオ通話）等の Web 通信を行うことができる機能 

（6）上記サービスの利用に関する導入支援の提供 

本サービス等の使用方法（操作方法、各種情報の登録・編

集の方法、ワークフローの設定方法など）の案内などの導入支

援サービス（再委託先等の第三者によるサービス提供を含

む） 

 

以上 


