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日新 “Forward ONE“  システム利用規約 

 

第１条   （規約の目的・適用） 

１. 本規約は、株式会社日新（以下「日新」といいます。）が提供するインターネットク

ラウド（以下「本システム」といいます。）の利用に関して、必要な事項を定めるも

のです。 

２. 本規約は、第１１条に規定する利用者登録の完了・未完了にかかわらず、本システム

を提供・利用する際の日新と利用者の間に適用されます。 

３. 本システムに関し、日新が別途定める個別規約および追加規約は、本規約の一部を構

成します。本規約と個別規約および追加規約が異なる場合は、個別規約および追加規

約が優先します。 

 

第２条   （規約の変更） 

１．日新は、利用者と個別の協議をすることなく本規約を変更することができ、利用者は規

約の変更をあらかじめ異議なく承諾するものとします。 

２．日新は、変更後の規約を Forward ONE サイト（以下「本サイト」といいます。） また

は本システムのサービスページ上、もしくは電子メール等で利用者に通知するものと

し、前者の場合は通知内容が本サイトまたは本システム内に掲示された時点、後者の場

合は当社が電子メールを発信した時点に効力を生じるものとします。 

 

第３条   （本システムの内容・変更） 

１. 利用者は、日新が定める範囲内で本システムを通じ、次の手続きができます。 

見積りの検索、参照、発注依頼、発注確認、フレイト照会、輸出関係書類の照会、動

静トラッキング、請求データ参照等 

２. 日新は、次の各号に該当する場合には、利用者の承諾なしに本システムの内容に追加

削除などの変更を行うことができます。ただし、当該変更によって、変更前の本シス

テムのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。 

（1）日新が利用者への本システムの改善になると判断したとき 

（2）日新が大多数の利用者にメリットがあると判断したとき 
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（3）その他、日新が必要と判断したとき 

（4）本システムの機能の提供者（以下「FAST 社」といいます。）により変更があっ

たとき 

 

第４条    (お見積り) 

１. 本システムより提供されるお見積りは想定物量に基づいた概算金額となり、実際のご請

求は実寸値に基づき請求させて頂きます。 

２. Surcharge は船会社/航空会社の改定に準じます。諸事情により、燃油費は了承なしに

変動する場合がございます。 

３. 外貨換算につきましては、当社指定レートでのご請求とさせて頂きます。 

４. また概算見積の取得において、輸送スペースの確保を保証するものではありません。 

 

第５条   （運送契約の成立時期） 

利用者が本システムを通じて行う発注依頼に対して、当社が受領した旨を通知した時点をも

って運送契約の成立と致します。 

 

第６条   （本システムの利用料） 

本規定制定日現在、本システムは無料で提供されています。ただし、日新は、利用料を

請求する権利を留保します。利用料を請求する場合、本規約はそれに応じて修正され、

第２条第２項にもとづき日新は利用者に通知します。利用者は、当該変更について同意

できないときは、第 １２条第１項に従って日新に解約を通知するものとします。 

第７条   （端末機器と設備） 

１. 利用者は、自らの責任と費用で本システムを利用するために必要な端末機器、ソフト

ウェア、通信機器、その他の設備を適切に設置するものとします。 

２. 利用者が使用する機器と本システムのウェブサイトとの間の通信費、機器保守料、電

力代、消耗用品費等の本システム利用の際に生じる費用は、利用者の負担とします。 

 

第８条   （動作環境） 
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PC については、OS は Microsoft Windows10、ブラウザは Google Chrome、タブレット及

びスマートフォンについては、(1)OS は iOS でブラウザは Safari、または(2)OS は

Android でブラウザは Google  Chrome となります。 

 

第９条   （カスタマーサポート） 

日新は当社営業日の午前 9時から午後 6時までの間に、利用者から本システムの機能や

利用方法に関してメール等で問い合わせたがあった場合には、必要な範囲で速やかに回

答を行います。 

 

第１０条 （利用前審査） 

１． 日新は、所定の方法により利用者登録の申請があった者に対して、利用開始前に審査

を行い、審査に通過した場合のみ利用可能を通知します。 

２． 日新は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、利用者登録を拒否する場合が

あります。 

（1） 申請内容に虚偽の情報が含まれていた場合 

（2） その他利用者登録が適当でないと日新が判断した場合 

３． 日新は、利用者登録申請者から請求があった場合でも、利用者登録を拒否する理由を

開示する義務を負いません。 

 

第１１条 （利用者登録） 

１． 本システムを利用するための登録申請は、本サイト上のアカウント申請フォームに必

須項目を入力し、行われるものとします。 

２． 日新は、前条の審査に通過した申請者に限り電子メールにてアカウント登録方法を通

知します。アカウントの申請は、アカウント登録画面に従い必須項目を入力し行われ

るものとします。 

３． 登録情報は、正確、最新かつ完全なものである必要であり、利用者が登録した個人情

報に変更が生じた場合、利用者はその変更内容について本システム上で変更を行うも

のとします。 

なお、利用者から日新への登録内容変更の通知の未達、不備、誤り等により生じた利

用者の不利益について、日新は一切の責任を負いません。 
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４． 利用者登録は、1名につき、1 登録とします。 

利用者が複数登録している事が判明した場合、日新は登録内容を一つに訂正すること

ができます。 

  

第１２条 （利用契約の解除） 

１. 利用者は、いつでも所定の方法に従い日新に通知することにより、利用解約の申し入れ

ができるものとします。 

２. 日新は、利用者に次の各号の事由が生じた、もしくは生じる恐れがあると日新が判断し

た場合には、利用者に対する事前の予告なくただちに、本システムの提供を終了するこ

とができるものとます。 

（1） 本システムの利用が継続して 6 ヶ月間なかったとき 

（2） 本システムの利用にあたり、虚偽の申告・通知をしたとき 

（3） 第１４条の禁止事項に違反したとき 

（4） 第２０条の反社会的勢力の排除に違反したとき 

（5） 支払の停止または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは、特別清算          

開始等の申し立てがあったとき 

３. 前２項により本システムの利用が終了し、利用者または第三者に損害が生じた場合であ

っても、日新はいかなる責任も負いません。 

 

第１３条 （ID 等の管理） 

１. 利用者は、ID およびパスワードを他人に知られぬよう十分な注意をもって管理するも

のとします。 

２. 利用者は、次の各号に該当することが判明した場合には、直ちに日新にその旨連絡し、

日新からの指示に従うものとします。ただし、当該 ID 及びパスワードによりなされた

利用は、当該利用者によりなされたものとし、当該利用者は、本サービスを免れること

はできないものとします。 

（1）ID およびパスワードを盗まれたとき。 

（2）第三者によって不当に使用されたとき。 

３. ID およびパスワードの使用上の過誤や前項各号に該当する事情によって利用者に生じ

た損害について、日新は一切の責任を負いません。 
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第１４条 （禁止事項） 

利用者は、本システムを利用するにあたって、次の各号に該当する行為をしてはなりませ

ん。 

（1） ID およびパスワード第三者に譲渡、貸与、担保提供等をする行為 

（2） 本規約に違反する行為 

（3） セキュリティマナーに違反する行為 

（4） 虚偽の情報を提供する等して第三者に不利益をもたらす行為 

（5） 法律に違反する行為またはそのおそれのある行為 

（6） 日新、FAST 社または第三者の著作権その他の知的財産権（以下知的財産権と称し

ます）を侵害する行為、またはそのおそれのある行為 

（7） その他、前各号の趣旨に照らし、日新が不適切と判断する行為 

 

第１５条 （損害賠償） 

利用者は、本規約の各条項に違反し又は本システムの利用に関連して日新または FAST 社

に損害を与えたときは、その損害（逸失利益及び弁護士費用を含みます。）を賠償しな

ければなりません。 

 

第１６条 （本システムの停止） 

１. 日新は、次の場合には、本システムの提供を停止することがあります。 

（1）本システム用の設備の保守または工事を定期的または緊急に行う場合 

（2）本システム用の設備の障害によりやむを得ない場合 

（3）第一種電気通信事業者が電気通信サービスを停止した場合 

（4）火災、停電、疫病、天災地変等の不可抗力により本システムの運営ができなく

なった場合 
 
（5）本システム FAST 社がサービスを停止した場合 

（6）その他、日新が本システムの停止が必要と合理的に判断した場合 
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２. 日新は、前項の規定により本システムの提供を停止するときは、あらかじめその旨を利

用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

３. 前項により本システムが停止され、利用者または第三者に損害が生じた場合であって

も、日新はいかなる責任も負いません。 

 

第１７条 （本システムの終了） 

１． 日新は、利用者に対して、相当の期間をもって予告のうえ、本システムの利用を終了

することができるものとします。 

２． 前項にかかわらず、日新は、FAST 社がサービスを終了した場合、利用者に対する事前

の書面の予告なくただちに、本システムの利用を終了できるものとします。 

３． 前２項により本システムの利用が終了し、利用者または第三者に損害が生じた場合で

あっても、日新はいかなる責任も負いません。 

 

第１８条 （免責・損害賠償） 

１. 日新は、本システムの内容が最新かつ正確な情報になるよう注意を払っております

が、個別に特段の明示がない限り、利用者に対し、本システムの妥当性や正確性等に

ついて保証するものではなく、一切の責任を負いません。 

２. 日新は、本システムの中断、遅延その他本システムの利用に起因して利用者その他第

三者に生じた一切の損害について、債務履行責任、不法行為責任、その他法律上の請

求原因の如何を問わず、いかなる場合においても損害賠償責任を負いません。 

３. 本システムの利用に起因して、利用者間または利用者・第三者間で紛争が生じた場合

は、当該利用者が自己の費用と責任において解決するものとし、日新は一切の責任を

負いません。 

４. 本システムに関連して日新が損害賠償責任を負う場合、日新の負担する損害賠償金額

は、債務不履行、不法行為その他請求原因の如何にかかわらず、また、本システム利

用の解約の有無にかかわらず、本システムを介して委託される輸送の運賃の金額を限

度とするものとします。なお、特別の事情によって生じた損害および逸失利益等につ

いては、その予見の有無・可否を問わず、日新当社はいかなる責も負わないものとし

ます。 

 

第１９条 （個人情報の取扱い） 
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日新は、利用者が登録した個人情報を日新のプライバシーポリシーに則り取扱います。 

 

第２０条 （反社会的勢力の排除） 

１. 利用者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明・保証し且つ、将来にわたって

も該当しないことを確約します。 

 

（1） 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的

勢力（以下、総称して「反社会的勢力」という。）であること 

（2） 代表者、役員、実質的に経営権を有する者が、反社会的勢力であること 

（3） 親会社、子会社または甲乙間の取引の履行のために再委託する第三者が前二号

のいずれかに該当すること 

２. 利用者は、次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 

 

（1）相手方または相手方の関係者に対して詐術、暴力的行為、脅迫的行為を行うこ  

   と 
 

(2) 偽計または威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害 

すること 
 

(3) 相手方に対して法的責任を超えた不当要求をすること 

(4) 反社会的勢力を利用して、前三号の行為を行わせること 

(5) 自らまたはその代表者、役員、実質的に経営権を有する者が、反社会的勢力に 

対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をすること 

 

３. 利用者が前２項各号のいずれかに該当し、日新に損害が発生した場合、日新は利用者に

対し、損害賠償請求できるものとします。 

 

第２１条 （協議事項） 

本システムに関連して、利用者と日新との間で紛争が生じた場合は、当該利用者と日

新との間で誠意をもって協議し解決するものとします。 

 

第２２条 （合意管轄） 

協議をしても解決しない場合は、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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第２３条 （第三者合意事項） 

１. 利用者は、本規約のほか、FAST 社が提示する EULA（End User License Agreement ）

にも合意したものとみなします。 

２. 利用者は、利用者が本システムを介して提供するデータに関して、FAST 社が収集・

保管することおよび同社の Privacy Policy に合意したものとみなします。 

３. 利用者は、FAST 社に対して損害賠償の請求はできず、一切の責任追及を行うことが

できないものとします。 

 

以上 

2021 年 6 月 1 日制定 


