
RayKit サービス利用規約  

 

 本規約は、お客様がグレープシティ株式会社（以下「当社」といいます。）が提

供する各サービス（以下「本サービス」といい、その詳細を第２条第１項に定めま

す。）を利用するに際し、共通して適用される利用条件および当社とお客様との間

の権利関係を定めています。  

 お客様は、本規約に明示的に同意する場合のほか、本規約に基づき当社に申込み

を行うか、本サービスの使用を開始することによって、本規約の内容に同意したも

のといたします。  

 

第１章  サービス共通条件  

 

第１条  （目的）  

  本規約は、お客様が当社の提供する本サービスを本規約に従って利用すること

を目的として定められています。本サービスのご利用に際しては本規約の全文

をお読みいただいた上で、本規約に同意いただく必要があります。  

 

第２条  （定義）  

1. 「本サービス」とは、当社の提供する「RayBarcode」「RaySheet」「RayPen」

（以下単にそれぞれ「RayBarcode」「RaySheet」「RayPen」といいます。）を意

味します。各サービスの詳細については、本規約に第２章各節をご参照くださ

い。  

2. 「登録希望者」とは、本サービスの利用を希望し、登録の申込みを行った者ま

たは登録の申込みを行おうとする者を意味します。  

3. 「お客様」とは、登録希望者のうち、第５条の規定に基づき、本サービスの利

用者として登録がなされた事業者を意味します。  

4. 「利用契約」とは、当社とお客様との間で締結する、本サービスの利用に関す

る契約を意味し、本規約もこれに含まれます。  



5. 「提携サービス」とは、本サービスがプラグインとして機能する第三者が提供

するサービスを意味します。  

6. 「提携サービス事業者」とは、提携サービスを提供する事業者を意味します。  

7. 「当社サイト」とは、当社が管理・運営するウェブサイトであり、ドメインに

「grapecity.com」または「grapecity.co.jp」を含むウェブサイトを意味します。  

8. 「利用権」とは、お客様が利用契約を遵守する限度において当社がお客様に付

与する本サービスを利用することのできる権利を意味します。  

9. 「ユーザー」とは、お客様と雇用契約を締結するものなど、お客様の管理の下

で本サービスを利用する自然人を意味します。  

10. 「利用料金」とは、当社サイト等で定める本サービスの料金表から利用契約ご

とに算定される料金を意味します。  

11. 「月間利用料金」とは、利用料金から算定された１か月分の料金を意味します。  

 

第３条  （適用）  

1. 本規約は、本サービスの提供条件および本サービスの利用に関する当社とお客

様との権利義務関係を定めることを目的とし、お客様と当社との間の本サービ

スの利用に関する一切の関係に適用されます。  

2. 当社が当社サイト上で掲載する本サービスの利用に関する条件は、本規約の一

部を構成するものとします。  

3. 本規約の内容と、前項記載の条件その他本規約外における本サービスの説明等

が異なる場合には、当該条件等が本規約に優先することが明示的に記載されて

いない限り、本規約の規定が優先して適用されるものとします。なお、当社が、

お客様との間で本サービスの利用に関して別段の合意をした場合には、当該合

意が本規約に優先するものとします。  

 

第４条  （変更）  

1. 当社は、本規約の変更がお客様の一般の利益に適合する場合又は本規約の変更

が利用契約の締結目的等の事情に照らして合理的である場合には、いつでも本



規約および本サービス（以下「本規約等」といいます。）の内容を変更または追

加できるものとします。  

2. 前項に定めるほか当社が本規約等の変更を行う場合には、当社は、当該変更の

効力発生日の３０日前までに、当社サイト等において変更後の本規約等をお客

様に告知し、また本サービスのお客様の管理者に対して電子メール等での電磁

的方法等により通知するものとします。お客様は、変更後の本規約等に同意し

ない場合には、変更が有効になる前に本サービスを解約し、本サービスの利用

を終了しなければなりません。お客様が本規約等の変更後も本サービスを解約

されない場合、変更後の本規約がお客様に適用されます。  

 

第５条  （登録）  

1. お客様は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社が定める方法で申込事項

を当社に提供することにより、当社に対し、本サービスの利用を申込むものと

します。  

2. 当社は、当社の基準に従って、前項の申込みに対する承諾を行うかどうかを判

断し、当社が申込みを承諾する場合にはその旨を当社所定の方法によりお客様

に通知します。  

3. 当社が前項に定める承諾の意思表示を行った時点をもって、当社とお客様との

間に本サービスの利用契約が成立します。  

4. 当社は、お客様が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合には、第１項

の申込みに対する承諾を拒否することがあります。当社は、承諾を拒否した理

由について一切開示義務を負わないものとします。  

(1) 当社に提供した申込事項の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏

れがあった場合  

(2) 反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これ

に準ずる者を意味します。以下同じ）である、または資金提供その他を通じ

て反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反



社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断し

た場合  

(3) お客様が過去、当社との契約に違反した者またはその関係者であると当社

が判断した場合  

(4) 第２２条に定める措置（利用停止・解除等）を受けたことがある場合  

(5) その他、当社が登録を適当でないと判断した場合  

 

第６条  （本サービスの試用）  

1. お客様は、前条の登録時に当社に対して申し出を行うことによって、お客様ご

自身が本サービスの導入検討および本サービスの評価を目的とする場合に限り、

当社が設定した試用期間（以下「試用期間」といいます。）の間、本サービスを

無償で試用することができます。  

2. お客様は、前項の試用期間が経過した後には本サービスを無償で使用すること

はできません。お客様は試用期間を過ぎてもなお継続して本サービスを利用す

る場合、本サービスの有償利用の申込みを行った上で利用権を取得しなければ

なりません。  

3. 当社は、お客様の試用期間中に生じた損害については、当社が故意又は重過失

を有する場合であっても一切の責任を負わないものとします。  

4. 当社は、お客様が第 1 項に定める試用を行わなかったことによってお客様に何

らかの損害が生じたとしても何らの責任をも負わないものとします。  

 

第７条  （利用権の付与）  

1. 当社は、お客様が第５条の登録に完了した後、本サービスの申込みを行うため

の注文書類（以下「注文書等」といいます。）に定める条件に応じて、本サービ

スの利用権を付与します。  

2. 当社は、利用権の付与後に行われた本サービスの利用行為については、すべて

お客様に帰属するものとみなすことができます。  



3. 本条により付与される利用権の内容は、お客様が申込んだ本サービスの種類ご

とに異なります。詳細は、本規約中当該サービスごとの規定をご参照ください。  

4. お客様は、当社が別に定める RayKit 技術サポートサービス説明書に基づき、

技術サポートを利用できるものとします。  

 

第８条  （お客様情報の変更）  

1. お客様は、登録事項に変更があった場合、お客様が申込んだ本サービスの種類

ごとに当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものと

します。  

2. お客様は、前条により付与された利用権の数、時間、回数等の条件を変更する

場合には、当社が定める方法で変更を希望する内容を当社に提供することによ

り、当社に対し、利用権の条件の変更を申込むものとし、変更後の利用料金及

び支払条件は当該申込時に新たに決するものとします。  

3. 当社は、お客様が前項の通知を怠ったことにより、お客様ならびに第三者が通

知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わ

ないものとします。  

 

第９条  （利用料金・支払条件）  

1. 本サービスの利用料金、算定方法などは、本規約で定める場合を除き、注文書

等に定める内容に従うものとします。  

2. 当社は、当社の判断において、第４条に所定の手続きに従って本サービスの料

金表、利用料金、算定方法などを変更できるものとします。  

3. お客様は、本サービスの利用料金の支払、その他本規約に基づく債務を、消費

税法に定める税額を加算したうえで、注文書等で取り決めた方法、期日により

支払うものとします。  

4. お客様が前項に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、

お客様は所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年１４．６％

の利率で計算した金額を遅延利息として、本サービスの利用料金その他と一括



して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとしま

す。  

5. 前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、お客様の負担とします。  

6. 当社は、お客様より支払いを受けた利用料金につき本規約で特段の定めがある

場合を除き減額または返金しないものとします。  

7. 本条第３項にかかわらず、お客様が本サービスの販売を当社から許諾された法

人または法人に準ずる団体（以下「販売店」という）を経由して利用料金およ

び関連してその他手数料（以下「費用」という）を支払う場合は、費用および

支払い条件はお客様と販売店の間で取り決めた方法に従うものとします。  

 

第１０条  （電気通信回線）  

1. お客様が本サービスを利用するために必要な電気通信回線およびその動作環境

は、お客様自身の責任と費用負担において、確保、維持されるものとし、当社

は一切の責任を負いません。  

2. お客様は、本サービスを利用するにあたり必要となる一切の通信費用を負担す

るものとします。  

3. 当社は、お客様の設備の障害またはインターネット接続サービスの不具合等お

客様の接続環境の障害により、本サービスの提供ができなくなった場合であっ

ても何らの責任も負わないものとします。  

 

第１１条  （データの入力・管理）  

1. お客様は、本サービスにより出力された情報は、お客様が入力した情報に基づ

く内容であることを理解し、お客様が入力した情報の適法性、正当性、真実性

についてすべての責任を負うものとします。  

2. お客様は、本サービスの利用に関連して入力、提供または伝送するデータ等に

ついて、必要な情報は自己の責任で保全しておくものとします。  

3. 当社は、お客様が入力した情報に関して、本サービスを提供する設備等の故障

等により滅失した場合に、当該情報の復元義務を負うものではありません。  



 

 

第１２条  （個人情報の取扱い）  

1. 当社は、本規約に基づきお客様またはユーザーの個人情報（個人情報の保護に

関する法律第２条第１項に定める「個人情報」をいいます。）および本サービス

に関するアクセス履歴、閲覧履歴、設定情報等（以下、総称して「利用履歴」

といいます。）を取得するものとします。  

2. 当社は、個人情報および利用履歴を、次の各号に定める目的の範囲内でのみ使

用するものとします。   

(1) 本サービスの利用に関する手続きおよび情報の提供等のため   

(2) 本サービスの利便性の向上、品質や機能の改善等を目的とした、利用状況の

分析、効果測定および分析を行うため  

(3) 本サービスまたは当社が提供する他のサービスに関し、お客様に有益と思

われる情報、各種ご案内の送付および送信のため   

(4) 本サービス不正利用の防止および発生時に調査等を行うため   

(5) その他、本サービスの提供に必要な業務のため  

(6) 当社は、当社プライバシーポリシーに則り、お客様の個人情報を第三者に開

示または漏えいしないものとするとともに、関連法令を遵守するものとし

ます。  

【当社プライバシーポリシーの表示】  

https://www.grapecity.co.jp/privacy/ 

 

第１３条  （委託）  

当社は本サービスの提供に関する業務の全部もしくは一部をお客様の承諾なし

に、第三者に委託することができます。ただし、その場合、当社は責任をもっ

て委託先を管理するものとします。  

 

第１４条  （禁止行為）  

https://www.grapecity.co.jp/privacy/


お客様は、本サービスを利用するにあたり、以下の行為を行わないものとしま

す。  

(1) 法令または本規約その他提携サービス事業者が定める規約等本サービスに

関する契約類に違反する行為  

(2) 公序良俗に反する行為  

(3) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為  

(4) 当社がお客様またはユーザーに付与した利用権を第三者に貸与、譲渡、利用

許諾、名義変更、売買する行為または第三者と共有する行為  

(5) 他人の利用権を使用または共有する行為またはその入手を試みる行為  

(6) 本サービスの提供を妨害する行為  

(7) 当社、提携サービス事業者または第三者の知的財産権を侵害する行為  

(8) 当社、提携サービス事業者または第三者の財産、プライバシーもしくは肖像

権を侵害する行為  

(9) 当社、提携サービス事業者または第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、

他者への差別を助長し、また名誉もしくは信用を毀損する行為   

(10) 犯罪ないし違法行為に結びつき、またはこれを助長する行為  

(11) 他のお客様の利用を妨害する行為  

(12) 本サービスを構成するソフトウェアの解析、リバースエンジニアリング、

その他ソースコードを入手しようとする行為  

(13) 上記各号のいずれかに該当する行為を援助する行為、助長する行為および

惹起するおそれのある行為  

(14) その他当社が不適切と判断する行為  

 

第１５条  （知的財産権等）  

1. 当社サイトおよび本サービスに含まれる一切のコンテンツおよび本サービスを

構成するプログラムに関する知的財産権は、当社またはその他正当な権限を有

する者に帰属します。  



2. お客様は、本サービスに含まれる著作権表示を変更、修正または消去できない

ものとします。  

3. 本サービスに当社以外の第三者から提供される各コンテンツが含まれる場合、

それらの著作権その他の知的財産権は、提供者である第三者に帰属します。  

 

第１６条  （侵害の場合の責任）  

1. 本サービスの利用に関して、第三者からお客様に対して知的財産権にかかるク

レーム、その他の請求が発生した場合、お客様はただちに当社に書面で通知す

るものとし、当社はその責任と負担においてかかるクレーム等を処理するもの

とします。  

2. 前項の規定は、前項のクレーム等の発生がお客様自身の責めに帰すべき事由に

基づく場合およびお客様が当社にクレーム等の発生を速やかに通知しない等の

事由により当社が適切な防御を行う機会を逸することになった場合は、適用し

ないものとします。  

 

第１７条  （保証の制限）  

1. 当社は、本サービスがお客様の特定の利用目的に合致することや、特定の結果

の実現を保証するものではありません。  

2. 当社は、本サービスの提供に際しては、バグ等が存在しないよう最大限努力を

行いますが、本サービスは現状のまま提供されるものであり、当社は、本サー

ビスのバグや不具合の不存在を保証するものではありません。  

3. 本サービスは、提携サービス上で提供されるサービスです。当社は、提携サー

ビスに不具合がないことや提携サービスの内容が変更された場合において常時

本サービスが不具合なく提供されることを保証するものではありません。  

4. 当社は、当社が提示する環境または提携サービス事業者が提示する環境以外で

の環境で本サービスが正常に動作することを保証するものではありません。  

 

第１８条  （免責および損害賠償の制限）  



1. 当社は、本規約の各条項に従って制限された限度においてのみ、本サービスに

ついての責任を負うものとします。当社は、本規約の各条項において保証しな

いとしている事項、責任を負わないとしている事項、お客様の責任としている

事項その他当社の責めに帰すべからざる事項については、一切の責任を負いま

せん。  

2. 当社は、本サービスに不具合等が生じた場合は、合理的な期間内に当社が適切

と考える方法により改善を行うよう努力するものとします。ただし、当社が行

うプログラムの修正等により当該不具合等が解消されることを保証するもので

はありません。  

3. 当社は、提携サービスの不具合により生じた本サービス上の不具合について一

切責任を負うものではなく、また、提携サービスの内容変更に伴い本サービス

の内容を変更する義務を負うものではありません。  

4. 当社は、当社の責めに帰すべき事由によって当サービスに関してお客様に損害

が生じた場合であっても、当社に故意または重過失がある場合にのみ損害賠償

責任を負うものとします。  

5. 前項の場合において当社が負う賠償責任の範囲は、お客様が当社に対して支払

った利用料金の直近１か月分を上限とします。  

6. 前条および本条各項の規定を含む本規約上の規定で当社の責任を免除・限定す

る規定が、消費者契約法等の法律の適用により無効となった場合には、当社

は、お客様に対して、お客様に実際に生じた直接的かつ現実の損害を賠償する

責任を負うものとします。  

 

第１９条  （当社による求償）  

当社は、お客様の故意または重過失により、当社が第三者への賠償、弁護士費

用を含むその他の損害を被った場合、当該損害額について求償できるものとし

ます。  

 

第２０条  （本サービスの停止）  



1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、お客様の事前の承諾を得ること

なく、本サービスの全部または一部を停止もしくは中断し、または利用権の数、

利用時間等を一時的に制限することができます。  

(1) メンテナンスを実施する場合。このメンテナンスでは、可能な限り事前に電

子メールまたは当社サイトに掲載する等、当社が適当と判断する方法によ

り、お客様に通知するものとします。   

(2) 電気通信事業者または国内外の電気通信事業体による電気通信サービス、

電力会社による電力供給サービス、その他の公共サービスの提供が停止ま

たはメンテナンスなど、当社の責によらない事情の場合  

(3) セキュリティにおける緊急事態と判断される場合   

(4) 当社の合理的管理を超える状況（不可抗力、統治行為、洪水、火災、地震、

暴動、テロ行為、ストライキ、その他の労働争議またはインターネットサー

ビスプロバイダの障害もしくは遅延を含みますが、それらに限定されませ

ん）による場合   

(5) 前各号の事情が提携サービスまたは提携サービス事業者において生じてい

る場合  

(6) その他、当社が必要と判断した場合  

2. 前項に定めるほか、当社は、第三者による妨害行為等により本サービスの継続

がお客様に重大な支障を与えるおそれがあると判断される場合、その他やむを

得ない事由がある場合にも、本サービスを一時的に停止することができるもの

とします。  

3. 当社は、本条に基づいてなされた本サービスの停止によってお客様に生じた不

利益、損害について責任を負いません。  

 

第２１条  （本サービスの廃止）  

1. 当社は、本サービスの一部または全部をいつでも廃止できる権利を有します。  

2. 本サービスの一部または全部を廃止する場合、当社は廃止する３か月以上前に

当該サービスのお客様に対して通知を行います。  



3. 当社が予期し得ない事由または法令・規則の制定・改廃、天災、提携サービス

事業者との間の提携サービスに関する契約の終了等のやむを得ない事由で、サ

ービスを廃止する場合において３か月以上前の通知が不能な場合であっても、

当社は可能な限り速やかにお客様に対して通知を行います。  

4. 本条の規定により本サービスを廃止する場合、利用のなかった契約月数に月間

利用料金をかけた金額を返還するものとします。ただし、当該廃止があった時

点において未払いの利用料金がある場合には、この限りではありません。  

 

第２２条  （当社による利用停止・解除）  

1. 当社は、お客様が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、お客様への

催告を要することなく本サービスの提供を停止し、または利用契約の全部もし

くは一部を解除することができるものとします。  

(1) 当社の事業に支障を与える行為を行った場合  

(2) 法令、条例、その他規則等または利用契約に違反した場合  

(3) 重要な財産に対する差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の

処分を受け、または破産手続開始、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の申立てが行われた場合  

(4) 解散もしくは事業の全部を譲渡し、またはその決議がなされた場合  

(5) 自ら振り出しもしくは引き受けた手形または小切手が不渡りとなる等支払

停止状態に至った場合  

(6) 監督官庁から営業停止、または営業免許もしくは営業登録の取消しの処分を

受けた場合  

(7) 第５条第４項各号に掲げる事由の一つがある場合  

2. 当社は、お客様が利用契約に違反し、またはお客様の責めに帰すべき事由によ

って本サービスの提供を継続し難い重大な事由が発生し（以下「違反等」とい

います。）、当該違反等について、書面による催告をしたにもかかわらず１４日

以内にこれを是正しないときは、利用契約の全部もしくは一部を解除すること

ができるものとします。  



 

第２３条  （お客様による解約）  

1. お客様は、本サービスの内容に応じて当社が定める方法により、本サービスを

解約することができます。   

2. 前項の規定にかかわらず、当社の役員または使用人が反社会的勢力等（暴力団、

暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以

下同じ）である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営

もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もし

くは関与を行っているとお客様が判断した場合は、お客様は何らの通知、催告

を要せず直ちに利用契約を解除できるものとします。  

3. 前項の規定により利用契約を解除する場合は、当社はお客様へ利用のなかった

契約月数に月間利用料金をかけた金額を返還するものとします。ただし、当該

解除があった時点において未払いの利用料金がある場合には、この限りではあ

りません。  

 

第２４条  （契約終了後の処理）  

1. お客様は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、ただちに本サービス

の利用を終了し、以後、本サービスを利用することはできません。  

2. 当社は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社は当社の判断で本

サービスに格納されたお客様の一切のデータを消去できるものとし、当社は消

去したデータを復元する義務を負わないものとします。  

3. 当社は、本条に基づいてデータを消去したことによってお客様に生じた損害を

賠償する義務を負わないものとします。  

4. 第２２条（当社による利用停止・解除）および前条（お客様による解約）に基

づき、本サービスが解除または解約（以下本条において「解除等」といいます。）

された場合においても、お客様は、当該解除等があった時点において未払いの

利用料金がある場合には、当社が定める日までにこれを支払うものとします。  



5. 前条第 3 項の規定の適用がある場合を除き、お客様は、利用期間の途中で解約

した場合でも、当社に対し利用料金の全部または一部の返還や払い戻しの請求

はできないものとします。  

 

 

第２５条  （通知）  

本サービスに関する通知その他本規約に定める当社からお客様に対する通知は、

電子メールによる方法その他当社の定める方法によって行うものとします。  

 

第２６条  （権利義務譲渡の禁止）  

お客様は、利用契約の契約上の地位を第三者に承継させ、または利用契約に基

づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供

してはならないものとします。  

 

第２７条  （不可抗力）  

当社は、天災、法令・規則の制定・改廃、その他の不可抗力によって本サービ

スの履行が妨げられた場合には、利用契約その他の一切の規定にかかわらず、

かかる不可抗力によってお客様に生じた損害について一切の責任を負担しませ

ん。  

 

第２８条  （協議）  

本規約の解釈について両当事者間に異議、疑義が生じた場合、または本規約に

定めのない事項が生じた場合、誠実に協議し、円満にその解決を図るものとし

ます。  

 

第２９条  （準拠法および裁判管轄）  



本サービスおよび利用契約に関して、万一当社とお客様との間に紛争が生じた

場合については、日本法を準拠法とし、当社の本店所在地を管轄する地方裁判

所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。  

 

  



第２章 サービス固有の条件  

 

第３０条  （サービス固有の条件）  

本章は、本サービスの性質に応じ、第１章のサービス共通条件に付加して適用

される条件について規定します。第１章のサービス共通条件との間で矛盾があ

る場合には、特段の定めのない限り、本章の規定が優先して適用されるものと

します。  

 

第１節 RayBarcode 

 

第３１条  （サービス内容）  

1. 本サービスのうち、RayBarcode は、提携サービス事業者である株式会社セー

ルスフォース・ジャパンが提供する提携サービス「 Salesforce」（以下単に

「Salesforce」といいます。）上で、当社が提供・管理する外部サービスと連携

してバーコードを生成するクラウドアプリケーション（プラグイン）です。  

2. 本サービスの詳細は、当社サイトの RayBarcode に関するページのほか、説明

書（ドキュメント）をご参照ください。なお、当社は、本サービスの内容およ

び機能等を、当社の判断に基づき、事前予告なしに随時追加、変更する場合が

あります。ただし、停止、廃止の場合には、第２０条（本サービスの停止）、第

２１条（本サービスの廃止）の規定を準用します。  

 

第３２条  （禁止事項）  

  ユーザーは、本サービスを  Salesforce 上の組織において別途当社で定める制

限数を超えてバーコードを生成することはできません。制限数は、当社サイト

または当社が適切と判断する方法で公開します。  

 

第２節 RaySheet 

 



第３３条  （サービス内容）  

1. 本サービスのうち、RaySheet は、Salesforce 上でスプレッドシートを生成する

クラウドアプリケーション（プラグイン）です。  

2. 本サービスの詳細は、当社サイトの RaySheet に関するページのほか、説明書

（ドキュメント）をご参照ください。なお、当社は、本サービスの内容および

機能等を、当社の判断に基づき、事前予告なしに随時追加、変更する場合があ

ります。ただし、停止、廃止の場合には、第２０条（本サービスの停止）、第２

１条（本サービスの廃止）の規定を準用します。  

 

第３節 RayPen 

第３４条  （サービス内容）  

1. 本サービスのうち、RayPen は、Salesforce 上で手書き入力を実現するクラウ

ドアプリケーション（プラグイン）です。  

2. 本サービスの詳細は、当社サイトの RayPen に関するページのほか、説明書（ド

キュメント）をご参照ください。なお、当社は、本サービスの内容および機能

等を、当社の判断に基づき、事前予告なしに随時追加、変更する場合がありま

す。ただし、停止、廃止の場合には、第２０条（本サービスの停止）、第２１条

（本サービスの廃止）の規定を準用します。  
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