
ザッカネット サプライヤー利用約款利用約款

ザッカネット サプライヤー利用約款利用約款（以下「本利用約款」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第ザッカネット（以下「当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第といいます）が提供する本サービス（第提供する本サービス（第する本サービス（第本サー利用約款ビス（第 1 編基本
約款第 1 条（用語の定義）第の定義）第定義）第 2 号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お定義します）の定義）第ご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お利用に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お本サー利用約款ビスの定義）第ご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おされる本サービス（第方は、本利用約款にご同意いただいた上、おは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本利用約款に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お同意いただいた上、おいただいた上、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第お
申し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第が提供する本サービス（第あります。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おお申し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第みいただいた場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第申し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第が提供する本サービス（第本利用約款に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お同意いただいた上、おされたもの定義）第とみなします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おなお、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本利用約款第 1 編お
よび第第 2 編の定義）第ほか、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第本利用約款に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お基づき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン定める本サービス（第サプライヤー利用約款会員運用ガイドライン、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインルー利用約款ルおよび第個別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お提示する利用条件（以下「ガイドラインする本サービス（第利用条件（以下「ガイドライン
等」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第といいます）に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おついても、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本利用約款の定義）第一部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。し、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第ガイドライン等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。した場合も、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本利用約款に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。したもの定義）第とみなします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 1 編 基本約款
第 1 章 本サー利用約款ビスの定義）第利用
第 1 条 （用語の定義）第の定義）第定義）
本利用約款に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お使用する本サービス（第語の定義）第句および用語の定義は、以下のとおりとします。および第用語の定義）第の定義）第定義は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第以下の定義）第とおりとします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(1) 「ザッカネット」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第とは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第サー利用約款ビスマー利用約款ク（以下「当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第サー利用約款ビスマー利用約款ク」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第といいます）の定義）第下に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お提供する本サービス（第する本サービス（第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第設定する本サービス（第価格で商で商商
品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。の定義）第売買または情報の提供ができるサービスをいいます。または情報の提供ができるサービスをいいます。の定義）第提供する本サービス（第が提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第サー利用約款ビスを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おいいます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(2) 「本サー利用約款ビス」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第とは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第ザッカネットに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関連して、当社がサプライヤー会員に提供する第して、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お提供する本サービス（第する本サービス（第第 4 条（本サー利用約款ビスの定義）第提供する本サービス（第）第 1 項に定めるサービスの全部または一に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お定める本サービス（第サー利用約款ビスの定義）第全部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。または一
部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おいいます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(3) 「オプションサー利用約款ビス」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第とは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本サー利用約款ビスに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関連して、当社がサプライヤー会員に提供する第して、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お提供する本サービス（第する本サービス（第サー利用約款ビスを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おいいます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(4) 「サプライヤー利用約款会員」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第とは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第第 2 条（契約の定義）第成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。立および開店審査）の定めに従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関するおよび第開店審査）の定義）第定めに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関するい本サー利用約款ビスの定義）第利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お申し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第み、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第との定義）第間で本サービスの利用に関するで商本サー利用約款ビスの定義）第利用に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関する本サービス（第
契約（以下「本契約」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第といいます）が提供する本サービス（第成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。立および開店審査）の定めに従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関するした者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おいいます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(5) 「出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第とは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員の定義）第うち当社が定める「プレミアム 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第定める本サービス（第「プレミアム Cart+」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お申し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第み、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第との定義）第間で本サービスの利用に関するで商「プレミアム Cart+」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第利用に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関する本サービス（第契約が提供する本サービス（第成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。
立および開店審査）の定めに従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関するした者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おいいます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(6) 「展示する利用条件（以下「ガイドライン企業」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第とは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員の定義）第うち当社が定める「プレミアム 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第定める本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。展示する利用条件（以下「ガイドラインサー利用約款ビスの定義）第利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お申し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第み、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第との定義）第間で本サービスの利用に関するで商商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。展示する利用条件（以下「ガイドラインサー利用約款ビスの定義）第利用に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関する本サービス（第契約が提供する本サービス（第
成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。立および開店審査）の定めに従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関するした者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おいいます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(7) 「商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第とは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第本サー利用約款ビスを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お利用して販売する本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おいいます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(8) 「サプライヤー利用約款ペー利用約款ジ」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第とは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第本サー利用約款ビスを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お利用してサプライヤー利用約款会員の定義）第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お掲載することができる、サプライヤー会員にする本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
おいて全部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。または一部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。が提供する本サービス（第編集可能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。の定義）第ウェブペー利用約款ジ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。れまとめ情報の提供ができるサービスをいいます。が提供する本サービス（第掲載することができる、サプライヤー会員にされる本サービス（第ペー利用約款ジを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お含みます）をいいます。みます）を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おいいます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(9) 「売買または情報の提供ができるサービスをいいます。契約等」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第とは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員とお客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。との定義）第間で本サービスの利用に関するで商締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。する本サービス（第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第売買または情報の提供ができるサービスをいいます。契約または役務提供する本サービス（第契約の定義）第ことを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おいいます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(10) 「出品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第とは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本サー利用約款ビスを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お利用してサプライヤー利用約款ペー利用約款ジに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お掲載することができる、サプライヤー会員にする本サービス（第ことを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おいいます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(11) 「お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第とは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第閲覧する端末機器の種類を問わず、当社の提供するザッカネットのウェブページを閲覧する者をいいます。する本サービス（第端末機器の種類を問わず、当社の提供するザッカネットのウェブページを閲覧する者をいいます。の定義）第種類を問わず、当社の提供するザッカネットのウェブページを閲覧する者をいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お問わず、当社の提供するザッカネットのウェブページを閲覧する者をいいます。わず、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第提供する本サービス（第する本サービス（第ザッカネットの定義）第ウェブペー利用約款ジを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お閲覧する端末機器の種類を問わず、当社の提供するザッカネットのウェブページを閲覧する者をいいます。する本サービス（第者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おいいます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(12) 「注文」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第とは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。が提供する本サービス（第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第ザッカネット上で商、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第購入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。の定義）第申し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第みを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。うことを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おいいます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(13) 「注文額」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第とは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第注文された商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第販売価格で商を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おいい、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第送料ならびに販売価格に賦課される消費税および地方消費税を含まないものをいいます。ならび第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お販売価格で商に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お賦課される消費税および地方消費税を含まないものをいいます。される本サービス（第消費税および地方消費税を含まないものをいいます。および第地方は、本利用約款にご同意いただいた上、お消費税および地方消費税を含まないものをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お含みます）をいいます。まないもの定義）第を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おいいます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(14) 「注文総額」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第とは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第注文額、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第送料ならびに販売価格に賦課される消費税および地方消費税を含まないものをいいます。ならび第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お注文額に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お賦課される消費税および地方消費税を含まないものをいいます。される本サービス（第消費税および地方消費税を含まないものをいいます。および第地方は、本利用約款にご同意いただいた上、お消費税および地方消費税を含まないものをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お含みます）をいいます。む金額をいいます。金額を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おいいます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(15) 「サプライヤー利用約款会員情報の提供ができるサービスをいいます。」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第とは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関する本サービス（第情報の提供ができるサービスをいいます。、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第販売条件、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員の定義）第名称、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第通信販売業務責任者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第の定義）第氏名など、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款
会員が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款ペー利用約款ジに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お掲載することができる、サプライヤー会員にする本サービス（第すべての定義）第情報の提供ができるサービスをいいます。（サプライヤー利用約款ペー利用約款ジに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お掲載することができる、サプライヤー会員にする本サービス（第著作物を含みます）をいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お含みます）をいいます。みます）を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おいいます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(16) 「注文情報の提供ができるサービスをいいます。」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第とは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本サー利用約款ビスを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お経由して商品等を注文したお客様の氏名、住所、メールアドレス、クレジットカード情報を含む支払情報、注文した商品して商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お注文したお客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。の定義）第氏名、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第住所、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第メー利用約款ルアドレス、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第クレジットカー利用約款ド情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お含みます）をいいます。む金額をいいます。支払情報の提供ができるサービスをいいます。、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第注文した商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。
等の定義）第名称、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第数量、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等発送先住所、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第受取人氏名など、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第注文に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関する本サービス（第すべての定義）第情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おいいます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(17) 「商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等販売情報の提供ができるサービスをいいます。」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第とは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員情報の提供ができるサービスをいいます。、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第注文情報の提供ができるサービスをいいます。ならび第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おお客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。の定義）第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関する本サービス（第クリックデー利用約款タおよびアクセスログをいいます。および第アクセスログをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おいいます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(18) 「個人情報の提供ができるサービスをいいます。」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第とは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第個人情報の提供ができるサービスをいいます。の定義）第保護に関する法律に定める個人情報ならびにに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関する本サービス（第法律に定める個人情報ならびにに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お定める本サービス（第個人情報の提供ができるサービスをいいます。ならび第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お ID、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第メー利用約款ルアドレス、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第通信ログをいいます。および第クッキー利用約款情報の提供ができるサービスをいいます。等を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おいいます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(19) 「仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。れまとめ情報の提供ができるサービスをいいます。」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第とは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第設定する本サービス（第カテゴリー利用約款に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お応じてまとめたい情報のテーマを作成し、そのテーマに合致するザッカじてまとめたい情報の提供ができるサービスをいいます。の定義）第テー利用約款マを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お作成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。し、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第その定義）第テー利用約款マに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お合致するザッカする本サービス（第ザッカ
ネットに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お掲載することができる、サプライヤー会員にされている本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関する本サービス（第情報の提供ができるサービスをいいます。（ザッカネット外のウェブサイトから複製して掲載する情報および当該情報が掲載されているザッカネット外のの定義）第ウェブサイトから複製して掲載する情報および当該情報が掲載されているザッカネット外のして掲載することができる、サプライヤー会員にする本サービス（第情報の提供ができるサービスをいいます。および第当該情報の提供ができるサービスをいいます。が提供する本サービス（第掲載することができる、サプライヤー会員にされている本サービス（第ザッカネット外のウェブサイトから複製して掲載する情報および当該情報が掲載されているザッカネット外のの定義）第
ウェブサイトへの定義）第リンクを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お含みます）をいいます。みます）を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おまとめた情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おいいます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(20) 「指定決済会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第とは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第注文総額の定義）第決済手段として当社が指定する決済手段を提供、運営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他として当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第指定する本サービス（第決済手段として当社が指定する決済手段を提供、運営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お提供する本サービス（第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第運営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他する本サービス（第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第クレジットカー利用約款ド会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第銀行うことをいいます。その定義）第他の法人、団体その他の定義）第法人、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第団体その他その定義）第他の法人、団体その他
の定義）第組織または当該法人、団体その他の組織と提携する第三者をいいます。または当該法人、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第団体その他その定義）第他の法人、団体その他の定義）第組織または当該法人、団体その他の組織と提携する第三者をいいます。と提携する第三者をいいます。する本サービス（第第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おいいます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(21) 「ストア決済サー利用約款ビス」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第とは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第注文総額を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お決済する本サービス（第ために定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第提供する本サービス（第する本サービス（第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第次のアからウをその内容とするサービスをいいます。の定義）第アからウを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おその定義）第内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。容とするサービスをいいます。とする本サービス（第サー利用約款ビスを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おいいます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(ア) 注文総額の定義）第立および開店審査）の定めに従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関する替払いまたは代理受領
(イ) 指定決済会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第への定義）第所定の定義）第デー利用約款タおよびアクセスログをいいます。の定義）第送信
(ウ) 上記(ア)(イ)の定義）第他の法人、団体その他、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第注文総額の定義）第決済に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お付随または関連するサービスまたは関連して、当社がサプライヤー会員に提供する第する本サービス（第サー利用約款ビス

第 2 条 （契約の定義）第成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。立および開店審査）の定めに従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関するおよび第開店審査）
1. 本サー利用約款ビスの定義）第利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おする本サービス（第者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本利用約款に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お同意いただいた上、おの定義）第上、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第所定の定義）第資料ならびに販売価格に賦課される消費税および地方消費税を含まないものをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お提出して、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本サー利用約款ビスの定義）第利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お申し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第む金額をいいます。もの定義）第とし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第所定の定義）第
審査を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。うもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第前項に定めるサービスの全部または一の定義）第申し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第み時に当社に提出する資料または当社に届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お提出する本サービス（第資料ならびに販売価格に賦課される消費税および地方消費税を含まないものをいいます。または当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。出る本サービス（第事項に定めるサービスの全部または一が提供する本サービス（第正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。かつ最新の内容であることを確約するものとします。の定義）第内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。容とするサービスをいいます。で商ある本サービス（第ことを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お確かつ最新の内容であることを確約するものとします。約する本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
3. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第所定の定義）第審査の定義）第結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。果、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第第 1 項に定めるサービスの全部または一の定義）第申し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第みを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お承諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サしたとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第と本サー利用約款ビスの定義）第利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おする本サービス（第者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第との定義）第間で本サービスの利用に関するで商、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本契約が提供する本サービス（第成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。立および開店審査）の定めに従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関するします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おただし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サ
プライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本条に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お定める本サービス（第開店の定義）第審査を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お経なけ出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。れば、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款ペー利用約款ジを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おザッカネットに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お掲載することができる、サプライヤー会員にする本サービス（第ことはで商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
4. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本契約成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。立および開店審査）の定めに従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関する後速やかにサプライヤー会員を識別するためのアカウントならびに本サービスの利用に必要なやかに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おサプライヤー利用約款会員を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お識別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインする本サービス（第ための定義）第アカウントならび第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お本サー利用約款ビスの定義）第利用に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第な ID および第パスワー利用約款ド（以下 ID とパス
ワー利用約款ドを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おあわせて「アクセス権限情報の提供ができるサービスをいいます。」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第といいます）を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お発行うことをいいます。し、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第これらを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おすべて受領したとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインから本サー利用約款ビスを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お利用する本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第と
します。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
5. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第1 契約あたり 1 つの定義）第アカウントを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お発行うことをいいます。し、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第1 つの定義）第アカウントに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してして 1 つの定義）第サプライヤー利用約款ペー利用約款ジを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お持つことができるものとしまつことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第としま
す。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おサプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第 2 つ以上の定義）第アカウント発行うことをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おする本サービス（第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン途第 1 項に定めるサービスの全部または一の定義）第申し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第みを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。うもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
6. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本契約成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。立および開店審査）の定めに従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関する後、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款ペー利用約款ジを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お作成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。した上で商、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第ザッカネットに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おサプライヤー利用約款ペー利用約款ジを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お掲載することができる、サプライヤー会員にして公開する本サービス（第こと（以下「開店」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第とい
います）に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おついて、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第所定の定義）第審査を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お申し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第請しなければなりません。しなけ出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。ればなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
7. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第前項に定めるサービスの全部または一に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お基づく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第所定の定義）第審査の定義）第結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。果、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第開店を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お認める場合、サプライヤー会員に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定をめる本サービス（第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してして審査の定義）第結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。果を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お通知するとともに、開店を可能とする設定をする本サービス（第とともに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第開店を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お可能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。とする本サービス（第設定を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
行うことをいいます。い、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第または、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第自ら開店処理を行うものとします。ら開店処理を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。うもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
8. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第第 6 項に定めるサービスの全部または一に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お基づく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第所定の定義）第審査の定義）第結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。果、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第開店を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お認める場合、サプライヤー会員に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定をめない場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してして開店は認める場合、サプライヤー会員に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定をめられない旨を通知します。サプライヤー会を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お通知するとともに、開店を可能とする設定をします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おサプライヤー利用約款会
員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およる本サービス（第審査の定義）第結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。果に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おついて異議なく承諾するものとします。なく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第承諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サする本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
9. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第本契約成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。立および開店審査）の定めに従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関する後一定の定義）第期間で本サービスの利用に関する内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お開店の定義）第審査を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お申し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第請しなければなりません。しない場合またはサプライヤー利用約款会員の定義）第開店を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お認める場合、サプライヤー会員に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定をめない場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライ
ヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してする本サービス（第通知するとともに、開店を可能とする設定をを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おもって本契約を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お終了することができるものとします。する本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
10. 前項に定めるサービスの全部または一に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おより本契約が提供する本サービス（第終了することができるものとします。した場合で商も、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款ペー利用約款ジの定義）第作成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。費用その定義）第他の法人、団体その他本契約の定義）第締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。ならび第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お開店の定義）第準備および審査のおよび第審査の定義）第
申し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第請しなければなりません。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第した一切の費用は自ら負担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。の定義）第費用は自ら開店処理を行うものとします。ら負担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。する本サービス（第もの定義）第とし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してして何らの補償または費用の負担を求めないものとします。らの定義）第補償または費用の負担を求めないものとします。または費用の定義）第負担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お求めないものとします。めないもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
11. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おストア決済サー利用約款ビスを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お提供する本サービス（第する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おあたり、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第および第指定決済会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第所定の定義）第審査を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。うもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
12. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第前項に定めるサービスの全部または一の定義）第審査の定義）第結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。果に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およっては、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第ストア決済サー利用約款ビスに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おおいて提供する本サービス（第する本サービス（第決済手段として当社が指定する決済手段を提供、運営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他の定義）第一部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お利用で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインない場合が提供する本サービス（第ある本サービス（第ことを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お承
諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サする本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おこの定義）第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第または指定決済会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第はその定義）第理由して商品等を注文したお客様の氏名、住所、メールアドレス、クレジットカード情報を含む支払情報、注文した商品を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お開示する利用条件（以下「ガイドラインしません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 3 条 （アクセス権限情報の提供ができるサービスをいいます。の定義）第管理）
1. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第アクセス権限情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お第 37 条（秘密保持つことができるものとしま義務）第 1 項に定めるサービスの全部または一に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お定める本サービス（第秘密情報の提供ができるサービスをいいます。として管理し、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第第 32 条（委託）で商当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お通知するとともに、開店を可能とする設定をした以外のウェブサイトから複製して掲載する情報および当該情報が掲載されているザッカネット外のの定義）第第
三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おその定義）第内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。容とするサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お開示する利用条件（以下「ガイドライン、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第または利用させてはなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第アクセス権限情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お用いて行うことをいいます。われたすべての定義）第行うことをいいます。為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けたサプライヤー会員によるものとを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第当該アクセス権限情報の提供ができるサービスをいいます。の定義）第発行うことをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お受け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。たサプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およる本サービス（第もの定義）第と
みなすことを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おあらかじめ承諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サする本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
3. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第理由して商品等を注文したお客様の氏名、住所、メールアドレス、クレジットカード情報を含む支払情報、注文した商品の定義）第いかんを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お問わず、当社の提供するザッカネットのウェブページを閲覧する者をいいます。わず、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第アクセス権限情報の提供ができるサービスをいいます。の定義）第セキュリティー利用約款が提供する本サービス（第確かつ最新の内容であることを確約するものとします。保で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインていないおそれが提供する本サービス（第ある本サービス（第と判断した場合、直ちに当社に通知した場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第直ちに当社に通知ち当社が定める「プレミアム に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お通知するとともに、開店を可能とする設定を
しなけ出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。ればなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
4. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第アクセス権限情報の提供ができるサービスをいいます。の定義）第セキュリティー利用約款が提供する本サービス（第確かつ最新の内容であることを確約するものとします。保で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインていないおそれが提供する本サービス（第ある本サービス（第と判断した場合、直ちに当社に通知した場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当該アクセス権限情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お削除・変更するなど必要な措置をする本サービス（第など必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第な措置をを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
とる本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当該措置をに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およってサプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第本サー利用約款ビスを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お利用で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインない期間で本サービスの利用に関するが提供する本サービス（第あった場合で商も、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第はサプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してし一
切の費用は自ら負担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。の定義）第責任を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お負わないもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 4 条 （本サー利用約款ビスの定義）第提供する本サービス（第）



1. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してして、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第以下に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お定める本サービス（第サー利用約款ビスを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お提供する本サービス（第します。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(1) 以下の定義）第機能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お有するコンピュータプログラムまたはする本サービス（第コンピュー利用約款タおよびアクセスログをいいます。プログをいいます。ラムまたは API の定義）第全部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。または一部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お提供する本サービス（第する本サービス（第サー利用約款ビス
(ア) サプライヤー利用約款ペー利用約款ジ作成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。機能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。
(イ) サプライヤー利用約款ペー利用約款ジを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おザッカネットに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お掲載することができる、サプライヤー会員にする本サービス（第機能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。
(ウ) 商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等情報の提供ができるサービスをいいます。管理機能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。
(エ) 商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第決済方は、本利用約款にご同意いただいた上、お法設定機能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。
(オ) 商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第注文管理機能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。
(カ) 製して掲載する情報および当該情報が掲載されているザッカネット外の品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関する本サービス（第デー利用約款タおよびアクセスログをいいます。ベー利用約款ス閲覧する端末機器の種類を問わず、当社の提供するザッカネットのウェブページを閲覧する者をいいます。機能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。
(キ) お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してしてニュー利用約款スレタおよびアクセスログをいいます。ー利用約款を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お配信で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第機能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。
(ク) サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。れまとめ情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お掲載することができる、サプライヤー会員にする本サービス（第機能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。
(ケ) その定義）第他の法人、団体その他上記機能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関連して、当社がサプライヤー会員に提供する第して当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第任意いただいた上、おに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お追加する機能する本サービス（第機能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。
(2) サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第売買または情報の提供ができるサービスをいいます。契約等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お基づき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインお客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してして請しなければなりません。求めないものとします。する本サービス（第注文総額を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お決済する本サービス（第サー利用約款ビス（以下「ストア決済サー利用約款ビス」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第といいます）
2. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第判断した場合、直ちに当社に通知に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おより、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第利用する本サービス（第本サー利用約款ビスを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お提供する本サービス（第する本サービス（第ための定義）第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第システムの定義）第種類を問わず、当社の提供するザッカネットのウェブページを閲覧する者をいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お指定します。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おサプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当該
システムの定義）第種類を問わず、当社の提供するザッカネットのウェブページを閲覧する者をいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お応じてまとめたい情報のテーマを作成し、そのテーマに合致するザッカじて、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本サー利用約款ビスおよび第第 7 条に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お定める本サービス（第オプションサー利用約款ビスならび第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お本サー利用約款ビスの定義）第機能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。の定義）第一部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。が提供する本サービス（第利用で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインない場合が提供する本サービス（第ある本サービス（第ことを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おあらかじ
め承諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サする本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
3. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第アクセス権限情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お利用して本サー利用約款ビスを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お提供する本サービス（第する本サービス（第ための定義）第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第システムに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おアクセスする本サービス（第もの定義）第とし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第それ以外のウェブサイトから複製して掲載する情報および当該情報が掲載されているザッカネット外のの定義）第方は、本利用約款にご同意いただいた上、お法で商アクセスして
はなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
4. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本サー利用約款ビスを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お利用する本サービス（第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第その定義）第利用に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第な範囲で、当社所定の方法で、当社のシステムを利用するものとします。サプライで商、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第所定の定義）第方は、本利用約款にご同意いただいた上、お法で商、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第システムを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お利用する本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おサプライ
ヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本サー利用約款ビスの定義）第利用に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第な機器の種類を問わず、当社の提供するザッカネットのウェブページを閲覧する者をいいます。、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第ソフトウエア等の定義）第利用環境を自らの費用と責任において準備し、本サービスを利用するものとします。サプラを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お自ら開店処理を行うものとします。らの定義）第費用と責任に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おおいて準備および審査のし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本サー利用約款ビスを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お利用する本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おサプラ
イヤー利用約款会員の定義）第本サー利用約款ビスの定義）第利用に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お際して当社がサプライヤー会員に提供するサポートの範囲は、別途ガイドライン等に定めるとおりとします。して当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お提供する本サービス（第する本サービス（第サポー利用約款トの定義）第範囲で、当社所定の方法で、当社のシステムを利用するものとします。サプライは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン途ガイドライン等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お定める本サービス（第とおりとします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
5. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款ペー利用約款ジに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。が提供する本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第注文を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お検討する際の参考になると当社が判断した情報または機能（サプライヤー会員の商品等と同する本サービス（第際して当社がサプライヤー会員に提供するサポートの範囲は、別途ガイドライン等に定めるとおりとします。の定義）第参考になると当社が判断した情報または機能（サプライヤー会員の商品等と同に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おなる本サービス（第と当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第判断した場合、直ちに当社に通知した情報の提供ができるサービスをいいます。または機能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。（サプライヤー利用約款会員の定義）第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等と同
一の定義）第他の法人、団体その他の定義）第サプライヤー利用約款会員の定義）第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関する本サービス（第口コミ情報掲載機能や、当社または第三者の商品や役務の案内など）を付加することができるものとし、サプコミ情報の提供ができるサービスをいいます。掲載することができる、サプライヤー会員に機能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。や、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第または第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第の定義）第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。や役務の定義）第案内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。など）を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お付加する機能する本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプ
ライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当該付加する機能された情報の提供ができるサービスをいいます。または機能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おついて当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第何らの補償または費用の負担を求めないものとします。ら責任を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お負わず、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第個別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインの定義）第削除要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第請しなければなりません。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お応じてまとめたい情報のテーマを作成し、そのテーマに合致するザッカじないことを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おあらかじめ承諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サする本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 5 条 （本サー利用約款ビス利用の定義）第順守事項に定めるサービスの全部または一）
1. サプライヤー利用約款会員は本サー利用約款ビスの定義）第利用に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おあたり、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第以下の定義）第各号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お定める本サービス（第事項に定めるサービスの全部または一を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お順守する本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(1) サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第善良なる管理者の注意をもって本サービスを利用しなければなりません。サプライヤー会員は、本サービスを提供するための当社なる本サービス（第管理者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第の定義）第注意いただいた上、おを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おもって本サー利用約款ビスを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お利用しなけ出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。ればなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おサプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本サー利用約款ビスを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お提供する本サービス（第する本サービス（第ための定義）第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第
の定義）第システムの定義）第操作および第本サー利用約款ビスの定義）第利用の定義）第結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。果に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おついて、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第すべて責任を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お負い、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第また、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員の定義）第不適切の費用は自ら負担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。な操作の定義）第結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。果、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本サー利用約款ビスが提供する本サービス（第停止またまた
は毀損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。した場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員は当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第被った損害を賠償するものとします。った損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。害を賠償するものとします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お賠償または費用の負担を求めないものとします。する本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(2) サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本サー利用約款ビスを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お以下の定義）第各号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おの定義）第ほか、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第不適当とみなした目的、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第方は、本利用約款にご同意いただいた上、お法または態様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。で商利用してはなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(ア) サプライヤー利用約款ペー利用約款ジに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お出品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。し、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。と売買または情報の提供ができるサービスをいいます。契約等を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。する本サービス（第以外のウェブサイトから複製して掲載する情報および当該情報が掲載されているザッカネット外のの定義）第目的
(イ) クレジットカー利用約款ドの定義）第ショッピングをいいます。枠の現金化による換金を目的とした取引等、お客様もしくはサプライヤー会員が第三者との契約上の義務に違反する態の定義）第現金化による換金を目的とした取引等、お客様もしくはサプライヤー会員が第三者との契約上の義務に違反する態に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およる本サービス（第換金を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お目的とした取引等、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。もしく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第はサプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第との定義）第契約上の定義）第義務に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。する本サービス（第態
様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。または社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第会通念に照らして正常ではない態様により本サービスを利用することに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お照らして正常ではない態様により本サービスを利用することらして正常ではない態様により本サービスを利用することで商はない態様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おより本サー利用約款ビスを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お利用する本サービス（第こと
(3) サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本利用約款の定義）第定めを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お順守する本サービス（第とともに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第特定商取引に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関する本サービス（第法律に定める個人情報ならびに、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第割賦販売法、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第不当景品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。類を問わず、当社の提供するザッカネットのウェブページを閲覧する者をいいます。及び不当表示防止法、個人情報保び第不当表示する利用条件（以下「ガイドライン防止また法、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第個人情報の提供ができるサービスをいいます。保
護に関する法律に定める個人情報ならびにに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関する本サービス（第法律に定める個人情報ならびに等関連して、当社がサプライヤー会員に提供する第法令、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第ガイドライン、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第業界団体その他の定義）第定める本サービス（第自ら開店処理を行うものとします。主基準および第自ら開店処理を行うものとします。主規制等（以下これらすべてを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お総称して「法令等」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第といいます）に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関するい、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サ
プライヤー利用約款会員情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お適切の費用は自ら負担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お表示する利用条件（以下「ガイドラインしなけ出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。ればなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おまた、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第法令等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お基づき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お販売する本サービス（第ための定義）第許認める場合、サプライヤー会員に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定を可または届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。出が提供する本サービス（第必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第な場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当該許認める場合、サプライヤー会員に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定を可を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
取得し、または届出を完了していることを適切に表示しなければなりません。し、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第または届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。出を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お完了することができるものとします。している本サービス（第ことを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お適切の費用は自ら負担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お表示する利用条件（以下「ガイドラインしなけ出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。ればなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(4) サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第ガイドライン等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関するい、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款ペー利用約款ジの定義）第更するなど必要な措置を新の内容であることを確約するものとします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お自ら開店処理を行うものとします。ら行うことをいいます。わなけ出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。ればなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(5) サプライヤー利用約款会員はサプライヤー利用約款ペー利用約款ジの定義）第内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。容とするサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お常ではない態様により本サービスを利用することに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。な内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。容とするサービスをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お保たなけ出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。ればなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(6) サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款ペー利用約款ジに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おガイドライン等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おおいて禁止またする本サービス（第情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お掲載することができる、サプライヤー会員にし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第または、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当該情報の提供ができるサービスをいいます。への定義）第リンク（当該情報の提供ができるサービスをいいます。が提供する本サービス（第掲載することができる、サプライヤー会員にされている本サービス（第
ウェブサイトへの定義）第リンクを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お含みます）をいいます。みます）を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お設定してはなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(7) サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してしてサプライヤー利用約款ペー利用約款ジへの定義）第リンク設定を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お有するコンピュータプログラムまたは償または費用の負担を求めないものとします。で商依頼してはなりません。また、サプライヤーページから第三者のペーしてはなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おまた、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款ペー利用約款ジから第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第の定義）第ペー利用約款
ジへの定義）第リンク設定を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お有するコンピュータプログラムまたは償または費用の負担を求めないものとします。で商行うことをいいます。ってはいけ出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。ません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン途、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第事前の定義）第承諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サが提供する本サービス（第ある本サービス（第場合を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お除き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本サー利用約款ビスを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お利用して作成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。されたウェブペー利用約款ジの定義）第全部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。または一部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第管理する本サービス（第
サー利用約款バー利用約款以外のウェブサイトから複製して掲載する情報および当該情報が掲載されているザッカネット外のの定義）第コンピュー利用約款タおよびアクセスログをいいます。や記録媒体その他に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お保存したり、ザッカネット外で使用したりしてはなりません。したり、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第ザッカネット外のウェブサイトから複製して掲載する情報および当該情報が掲載されているザッカネット外ので商使用したりしてはなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
3. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本サー利用約款ビスで商提供する本サービス（第される本サービス（第コンピュー利用約款タおよびアクセスログをいいます。プログをいいます。ラムまたは API を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第複製して掲載する情報および当該情報が掲載されているザッカネット外の、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第貸与または公衆送信（本サービスの公衆送信機能を使って公または公衆送信（本サー利用約款ビスの定義）第公衆送信機能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お使って公
衆送信する本サービス（第場合を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お除き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインます）したり、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第リバー利用約款スエンジニアリングをいいます。、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第逆アセンブルその他の方法でソースコードを解読したりしてはなりません。アセンブルその定義）第他の法人、団体その他の定義）第方は、本利用約款にご同意いただいた上、お法で商ソー利用約款スコー利用約款ドを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お解読したりしてはなりません。したりしてはなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 6 条 （ニュー利用約款スレタおよびアクセスログをいいます。ー利用約款配信機能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。の定義）第提供する本サービス（第）
1. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第宣伝目的かつ自ら開店処理を行うものとします。己の名においてのみ、ニュースレターをお客様に配信するものとします。の定義）第名に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おおいての定義）第み、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第ニュー利用約款スレタおよびアクセスログをいいます。ー利用約款を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おお客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お配信する本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第以下の定義）第内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。容とするサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お含みます）をいいます。む金額をいいます。ニュー利用約款スレタおよびアクセスログをいいます。ー利用約款を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おお客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お配信してはならないもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(1) 法令等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。または違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。する本サービス（第おそれの定義）第ある本サービス（第もの定義）第
(2) お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。または第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第の定義）第権利を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お害を賠償するものとします。しまたは害を賠償するものとします。する本サービス（第おそれの定義）第ある本サービス（第もの定義）第
(3) 公序良なる管理者の注意をもって本サービスを利用しなければなりません。サプライヤー会員は、本サービスを提供するための当社俗に反するものや不快感をあたえるようなものに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。する本サービス（第もの定義）第や不快感をあたえるようなものを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おあたえる本サービス（第ようなもの定義）第
(4) 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第信用または当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第提供する本サービス（第する本サービス（第サー利用約款ビスに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してする本サービス（第信用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お毀損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。する本サービス（第おそれの定義）第ある本サービス（第もの定義）第
(5) 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第ニュー利用約款スレタおよびアクセスログをいいます。ー利用約款の定義）第内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。容とするサービスをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おついて認める場合、サプライヤー会員に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定をめたり、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第推奨したりしているかのような誤解を与えるものしたりしている本サービス（第かの定義）第ような誤解を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お与または公衆送信（本サービスの公衆送信機能を使って公える本サービス（第もの定義）第
(6) その定義）第他の法人、団体その他当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第配信を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お不適当と認める場合、サプライヤー会員に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定をめたもの定義）第
3. 出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第以下の定義）第内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。容とするサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お含みます）をいいます。む金額をいいます。ニュー利用約款スレタおよびアクセスログをいいます。ー利用約款を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おお客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お配信してはならないもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(1) サプライヤー利用約款ペー利用約款ジに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お掲載することができる、サプライヤー会員にしていない商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お宣伝する本サービス（第もの定義）第（ただし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第他の法人、団体その他の定義）第サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第その定義）第サプライヤー利用約款ペー利用約款ジに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お掲載することができる、サプライヤー会員にしている本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等で商あって、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第
サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当該他の法人、団体その他の定義）第サプライヤー利用約款会員から配信の定義）第許諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お得し、または届出を完了していることを適切に表示しなければなりません。ている本サービス（第もの定義）第を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お除く必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第）
(2) ザッカネット外のウェブサイトから複製して掲載する情報および当該情報が掲載されているザッカネット外ので商の定義）第取引を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お誘引する本サービス（第もの定義）第
4. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第設定する本サービス（第ニュー利用約款スレタおよびアクセスログをいいます。ー利用約款の定義）第ヘッダー利用約款および第フッタおよびアクセスログをいいます。ー利用約款部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。分を一切変更してはならないものとします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お一切の費用は自ら負担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。変更するなど必要な措置をしてはならないもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
5. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第ニュー利用約款スレタおよびアクセスログをいいます。ー利用約款の定義）第配信数または配信時に当社に提出する資料または当社に届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。間で本サービスの利用に関する等を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お制限する本サービス（第場合が提供する本サービス（第あり、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第あらかじめ設定したとおりに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お配信さ
れない場合が提供する本サービス（第ある本サービス（第ことを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第あらかじめ承諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サする本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 6 条の定義）第 2（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。れまとめ機能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。の定義）第利用）
1. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第提供する本サービス（第する本サービス（第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。れまとめ情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お掲載することができる、サプライヤー会員にする本サービス（第機能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第ザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。で商の定義）第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第取引を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お訴求めないものとします。する本サービス（第目的に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お限って利用する本サービス（第もの定義）第と
します。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。れまとめ情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お掲載することができる、サプライヤー会員にする本サービス（第機能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。の定義）第利用に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おあたっては、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第前項に定めるサービスの全部または一の定義）第ほか、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第以下の定義）第事項に定めるサービスの全部または一を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お順守しなけ出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。ればなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(1) 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第設定する本サービス（第カテゴリー利用約款に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お適合する本サービス（第テー利用約款マを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お作成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。する本サービス（第こと
(2) サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第設定したテー利用約款マに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お合致するザッカする本サービス（第情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お掲載することができる、サプライヤー会員にし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第または当該情報の提供ができるサービスをいいます。への定義）第リンクとする本サービス（第こと
(3) 仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。れまとめ情報の提供ができるサービスをいいます。としてザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。の定義）第他の法人、団体その他の定義）第サプライヤー利用約款会員の定義）第サプライヤー利用約款ペー利用約款ジに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お掲載することができる、サプライヤー会員にされている本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関する本サービス（第情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お掲載することができる、サプライヤー会員にする本サービス（第場合は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当該
サプライヤー利用約款会員から、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当該情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。れまとめ情報の提供ができるサービスをいいます。として掲載することができる、サプライヤー会員にする本サービス（第ことの定義）第許諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お得し、または届出を完了していることを適切に表示しなければなりません。ている本サービス（第こと
(4) 仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。れまとめ情報の提供ができるサービスをいいます。として、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第ザッカネット外のウェブサイトから複製して掲載する情報および当該情報が掲載されているザッカネット外のの定義）第ウェブペー利用約款ジから情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お複製して掲載する情報および当該情報が掲載されているザッカネット外のして掲載することができる、サプライヤー会員にする本サービス（第場合は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当該情報の提供ができるサービスをいいます。の定義）第権利者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第から、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当該情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。れまとめ情報の提供ができるサービスをいいます。と
して掲載することができる、サプライヤー会員にする本サービス（第ことの定義）第許諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お得し、または届出を完了していることを適切に表示しなければなりません。ている本サービス（第こと
(5) 仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。れまとめ情報の提供ができるサービスをいいます。として、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第ザッカネット外のウェブサイトから複製して掲載する情報および当該情報が掲載されているザッカネット外のの定義）第ウェブペー利用約款ジへの定義）第リンクを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お設置をする本サービス（第場合は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第リンク先ウェブペー利用約款ジに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お掲載することができる、サプライヤー会員にされている本サービス（第情報の提供ができるサービスをいいます。が提供する本サービス（第メー利用約款カー利用約款の定義）第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。仕
様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関する本サービス（第情報の提供ができるサービスをいいます。で商ある本サービス（第など、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第第 1 項に定めるサービスの全部または一の定義）第目的に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お合致するザッカする本サービス（第内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。容とするサービスをいいます。で商ある本サービス（第こと
(6) 仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。れまとめ情報の提供ができるサービスをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お掲載することができる、サプライヤー会員にする本サービス（第内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。容とするサービスをいいます。が提供する本サービス（第正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。かつ最新の内容であることを確約するものとします。の定義）第情報の提供ができるサービスをいいます。で商ある本サービス（第こと
(7) 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン途条件を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お指定した場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当該条件を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お満たしていることたしている本サービス（第こと
3. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第以下の定義）第内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。容とするサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。れまとめ情報の提供ができるサービスをいいます。として掲載することができる、サプライヤー会員にしてはならないもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(1) 法令等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。または違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。する本サービス（第おそれの定義）第ある本サービス（第もの定義）第
(2) お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。または第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第の定義）第権利を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お害を賠償するものとします。する本サービス（第または害を賠償するものとします。する本サービス（第おそれの定義）第ある本サービス（第もの定義）第
(3) 公序良なる管理者の注意をもって本サービスを利用しなければなりません。サプライヤー会員は、本サービスを提供するための当社俗に反するものや不快感をあたえるようなものに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。する本サービス（第もの定義）第や不快感をあたえるようなものを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おあたえる本サービス（第ようなもの定義）第
(4) 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第信用または当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第提供する本サービス（第する本サービス（第サー利用約款ビスに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してする本サービス（第信用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お毀損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。する本サービス（第おそれの定義）第ある本サービス（第もの定義）第
(5) 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。れまとめ情報の提供ができるサービスをいいます。の定義）第内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。容とするサービスをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おついて認める場合、サプライヤー会員に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定をめたり、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第推奨したりしているかのような誤解を与えるものしたりしている本サービス（第かの定義）第ような誤解を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お与または公衆送信（本サービスの公衆送信機能を使って公える本サービス（第もの定義）第



(6) その定義）第他の法人、団体その他当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第掲載することができる、サプライヤー会員にを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お不適当と認める場合、サプライヤー会員に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定をめたもの定義）第
4. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第ザッカネットに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。れまとめ情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お掲載することができる、サプライヤー会員にしたとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第判断した場合、直ちに当社に通知に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おより仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。れまとめ情報の提供ができるサービスをいいます。が提供する本サービス（第掲載することができる、サプライヤー会員にされている本サービス（第サプライヤー利用約款ペー利用約款
ジに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おサプライヤー利用約款会員情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おあわせて掲載することができる、サプライヤー会員にして表示する利用条件（以下「ガイドラインする本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
5. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第第 1 項に定めるサービスの全部または一、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第第 2 項に定めるサービスの全部または一各号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おおよび第第 3 項に定めるサービスの全部または一各号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お順守していないまたはその定義）第おそれが提供する本サービス（第ある本サービス（第と判断した場合、直ちに当社に通知した場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第お買または情報の提供ができるサービスをいいます。い物を含みます）をいいます。まとめ情報の提供ができるサービスをいいます。の定義）第
修正を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第請しなければなりません。する本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おこの定義）第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第直ちに当社に通知ち当社が定める「プレミアム に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第請しなければなりません。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お応じてまとめたい情報のテーマを作成し、そのテーマに合致するザッカじて修正を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。わなけ出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。ればなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
6. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員の定義）第仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。れまとめ情報の提供ができるサービスをいいます。の定義）第掲載することができる、サプライヤー会員にを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お制限する本サービス（第場合が提供する本サービス（第あり、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第あらかじめ設定したとおりに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お掲載することができる、サプライヤー会員に
されない場合が提供する本サービス（第ある本サービス（第ことを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第あらかじめ承諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サする本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 7 条 （オプションサー利用約款ビスの定義）第利用）
サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第オプションサー利用約款ビスの定義）第利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おする本サービス（第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン途定める本サービス（第オプションサー利用約款ビス利用の定義）第条件に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お同意いただいた上、おして、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第所定の定義）第手続にて申しに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おて申し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第し
込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第む金額をいいます。もの定義）第とし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第特段として当社が指定する決済手段を提供、運営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他の定義）第定めの定義）第ないかぎり、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当月のオプションサービス利用料を毎月末日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件の定義）第オプションサー利用約款ビス利用料ならびに販売価格に賦課される消費税および地方消費税を含まないものをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お毎月のオプションサービス利用料を毎月末日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件末日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お支払うもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おまた、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第オプションサー利用約款ビス利用の定義）第条件
に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お定めが提供する本サービス（第ない事項に定めるサービスの全部または一は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本利用約款の定義）第定めが提供する本サービス（第適用される本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 8 条 （出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第情報の提供ができるサービスをいいます。の定義）第指定決済会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第への定義）第提供する本サービス（第等）
1. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第第 1 編第 31 条第 1 項に定めるサービスの全部または一の定義）第変更するなど必要な措置をの定義）第届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。出を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お受領した場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当該変更するなど必要な措置をの定義）第内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。容とするサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お指定決済会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してし提供する本サービス（第する本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おこの定義）第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第
出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第指定決済会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お応じてまとめたい情報のテーマを作成し、そのテーマに合致するザッカじて指定決済会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おて管理する本サービス（第出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関する本サービス（第情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お変更するなど必要な措置をする本サービス（第ことを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お承諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サする本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. 出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第指定決済会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第から出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関する本サービス（第情報の提供ができるサービスをいいます。の定義）第提供する本サービス（第を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お受け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。る本サービス（第こと、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第また、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お応じてまとめたい情報のテーマを作成し、そのテーマに合致するザッカじてならび第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当該情報の提供ができるサービスをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お基づいて出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お変更するなど必要な措置をす
る本サービス（第ことを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お承諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サする本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 9 条 （ストア決済サー利用約款ビス利用の定義）第対して価）
出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第指定決済会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してして、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第指定決済会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン途指定する本サービス（第ストア決済サー利用約款ビスに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おかかる本サービス（第手数料ならびに販売価格に賦課される消費税および地方消費税を含まないものをいいます。（以下「決済手数料ならびに販売価格に賦課される消費税および地方消費税を含まないものをいいます。」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第といいます）を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お指定決済会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第
指定する本サービス（第方は、本利用約款にご同意いただいた上、お法で商指定決済会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第指定する本サービス（第期日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件まで商に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お支払うもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 10 条 （出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第の定義）第順守事項に定めるサービスの全部または一）
1. 出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本利用約款に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お加する機能えて、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第指定決済会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第向けに定める規約等を順守するものとします。け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お定める本サービス（第規約等を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お順守する本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. 出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第次のアからウをその内容とするサービスをいいます。の定義）第各号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お定める本サービス（第事項に定めるサービスの全部または一を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。ってはなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(1) お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。が提供する本サービス（第選択した決済手段による取引を拒絶することした決済手段として当社が指定する決済手段を提供、運営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およる本サービス（第取引を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お拒絶することする本サービス（第こと
(2) お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。が提供する本サービス（第選択した決済手段による取引を拒絶することした決済手段として当社が指定する決済手段を提供、運営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他と異なる本サービス（第決済手段として当社が指定する決済手段を提供、運営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およる本サービス（第支払を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第求めないものとします。する本サービス（第こと
(3) お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。が提供する本サービス（第選択した決済手段による取引を拒絶することした決済手段として当社が指定する決済手段を提供、運営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他と異なる本サービス（第方は、本利用約款にご同意いただいた上、お法で商注文総額を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お決済する本サービス（第こと
(4) ストア決済サー利用約款ビスで商提供する本サービス（第する本サービス（第以外のウェブサイトから複製して掲載する情報および当該情報が掲載されているザッカネット外のの定義）第決済手段として当社が指定する決済手段を提供、運営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他（当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン途認める場合、サプライヤー会員に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定をめる本サービス（第決済手段として当社が指定する決済手段を提供、運営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お除き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインます）で商注文総額を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お決済する本サービス（第こと
(5) お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。が提供する本サービス（第選択した決済手段による取引を拒絶することした決済手段として当社が指定する決済手段を提供、運営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お応じてまとめたい情報のテーマを作成し、そのテーマに合致するザッカじて注文総額を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お変更するなど必要な措置をする本サービス（第こと
(6) 注文総額以外のウェブサイトから複製して掲載する情報および当該情報が掲載されているザッカネット外のの定義）第金銭の支払を請求することの定義）第支払を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お請しなければなりません。求めないものとします。する本サービス（第こと
(7) 指定決済会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第信用またはイメー利用約款ジを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お毀損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。する本サービス（第行うことをいいます。為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けたサプライヤー会員によるものと
(8) ストア決済サー利用約款ビスを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第換金を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お目的とした行うことをいいます。為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けたサプライヤー会員によるものと、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当該行うことをいいます。為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けたサプライヤー会員によるものとを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おお客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。わせる本サービス（第行うことをいいます。為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けたサプライヤー会員によるものとまたはこれらの定義）第行うことをいいます。為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けたサプライヤー会員によるものとを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お助長する行為のために利用することする本サービス（第行うことをいいます。為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けたサプライヤー会員によるものとの定義）第ために定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お利用する本サービス（第こと
(9) 前各号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おの定義）第ほか、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第または指定決済会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第ストア決済サー利用約款ビスの定義）第利用方は、本利用約款にご同意いただいた上、お法として不適切の費用は自ら負担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。な行うことをいいます。為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けたサプライヤー会員によるものとと認める場合、サプライヤー会員に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定をめる本サービス（第行うことをいいます。為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けたサプライヤー会員によるものとを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。うこと、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第またはその定義）第おそれの定義）第ある本サービス（第行うことをいいます。為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けたサプライヤー会員によるものとを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
行うことをいいます。うこと
(10) ザッカネットの定義）第カー利用約款トに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およる本サービス（第受注を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お回避しようとしたり、お客様を他のしようとしたり、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お他の法人、団体その他の定義）第 Web サイトや販売手順へ誘導する行為する本サービス（第行うことをいいます。為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けたサプライヤー会員によるものと
3. 出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第ストア決済サー利用約款ビス所定の定義）第売上処理（以下「売上処理」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第といいます）に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おおいて、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第次のアからウをその内容とするサービスをいいます。の定義）第各号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。ってはなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(1) 注文総額以外のウェブサイトから複製して掲載する情報および当該情報が掲載されているザッカネット外のの定義）第売上に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おついて売上処理の定義）第対して象とする行為とする本サービス（第行うことをいいます。為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けたサプライヤー会員によるものと
(2) 通常ではない態様により本サービスを利用すること 1 回の定義）第売上処理とすべき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン注文総額を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第取扱日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件付の定義）第変更するなど必要な措置を、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第分を一切変更してはならないものとします。割等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おより複数の定義）第売上として売上処理する本サービス（第行うことをいいます。為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けたサプライヤー会員によるものと
(3) 売上の定義）第日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件付、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第金額その定義）第他の法人、団体その他の定義）第事項に定めるサービスの全部または一に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おついて不実のデータを作成する行為の定義）第デー利用約款タおよびアクセスログをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お作成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。する本サービス（第行うことをいいます。為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けたサプライヤー会員によるものと
(4) 注文総額の定義）第売上処理以外のウェブサイトから複製して掲載する情報および当該情報が掲載されているザッカネット外のの定義）第目的に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おストア決済サー利用約款ビスを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お利用する本サービス（第行うことをいいます。為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けたサプライヤー会員によるものとまたはストア決済サー利用約款ビスの定義）第運営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お妨げる行為げる本サービス（第行うことをいいます。為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けたサプライヤー会員によるものと
(5) 前四号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おの定義）第他の法人、団体その他、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第禁止またする本サービス（第行うことをいいます。為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けたサプライヤー会員によるものと

第 11 条 （購入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。申し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第みの定義）第取消し）
1. 出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およる本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第購入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。申し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第みの定義）第取消しに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お応じてまとめたい情報のテーマを作成し、そのテーマに合致するザッカじる本サービス（第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。から当該購入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。申し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第みの定義）第取消しの定義）第連して、当社がサプライヤー会員に提供する第絡を受けた日（出店者が発送またはを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お受け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。た日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件（出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第が提供する本サービス（第発送または
提供する本サービス（第済みの定義）第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第返品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お受け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。付け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。る本サービス（第場合は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第が提供する本サービス（第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。から返品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。対して象とする行為の定義）第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お受領した日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件）を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お基準日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件（売上処理の定義）第取消日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件）とし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第速やかにサプライヤー会員を識別するためのアカウントならびに本サービスの利用に必要なやかに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第
所定の定義）第取消処理（以下「取消処理」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第といいます）を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。うもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第取消処理が提供する本サービス（第なされた購入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。申し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第みに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おついて、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第注文総額の定義）第支払を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。いません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
3. 出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第取消処理が提供する本サービス（第なされた購入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。申し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第みに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おついて当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およる本サービス（第注文総額の定義）第支払が提供する本サービス（第完了することができるものとします。している本サービス（第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第支払った注文総額を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第所定の定義）第方は、本利用約款にご同意いただいた上、お法に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
より返還するものとします。返還にかかる振込手数料等の費用は出店者が負担するものとします。する本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お返還するものとします。返還にかかる振込手数料等の費用は出店者が負担するものとします。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おかかる本サービス（第振込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第手数料ならびに販売価格に賦課される消費税および地方消費税を含まないものをいいます。等の定義）第費用は出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第が提供する本サービス（第負担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。する本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
4. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第が提供する本サービス（第前項に定めるサービスの全部または一に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お基づき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン注文総額を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お返還するものとします。返還にかかる振込手数料等の費用は出店者が負担するものとします。する本サービス（第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お支払う注文総額その定義）第他の法人、団体その他の定義）第出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お支払う金銭の支払を請求することから当該返還するものとします。返還にかかる振込手数料等の費用は出店者が負担するものとします。相当額を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お控除
する本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 12 条 （注文総額の定義）第返還するものとします。返還にかかる振込手数料等の費用は出店者が負担するものとします。等）
1. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第売買または情報の提供ができるサービスをいいます。または提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おついて次のアからウをその内容とするサービスをいいます。の定義）第各号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お定める本サービス（第いずれかの定義）第事項に定めるサービスの全部または一が提供する本サービス（第判明した場合、出店者に対し支払った注文総額の返還を請求することした場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してし支払った注文総額の定義）第返還するものとします。返還にかかる振込手数料等の費用は出店者が負担するものとします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お請しなければなりません。求めないものとします。する本サービス（第こと
が提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第当該請しなければなりません。求めないものとします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おした場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第直ちに当社に通知ち当社が定める「プレミアム に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当該注文総額を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お現金に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おて返還するものとします。返還にかかる振込手数料等の費用は出店者が負担するものとします。する本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お返還するものとします。返還にかかる振込手数料等の費用は出店者が負担するものとします。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おかかる本サービス（第振込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第手数料ならびに販売価格に賦課される消費税および地方消費税を含まないものをいいます。
等の定義）第費用は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第が提供する本サービス（第負担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。する本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(1) お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。以外のウェブサイトから複製して掲載する情報および当該情報が掲載されているザッカネット外のの定義）第第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およる本サービス（第なりすまし等の定義）第不正な行うことをいいます。為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けたサプライヤー会員によるものとが提供する本サービス（第あった場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第またはその定義）第おそれが提供する本サービス（第ある本サービス（第場合
(2) 売上処理の定義）第内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。容とするサービスをいいます。が提供する本サービス（第事実のデータを作成する行為と異なる本サービス（第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第または売上処理に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お不備および審査のが提供する本サービス（第ある本サービス（第場合
(3) 第 1 編第 23 条第 1 項に定めるサービスの全部または一の定義）第クレー利用約款ムが提供する本サービス（第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第発送日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件または提供する本サービス（第日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件より 30 日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お経過しても解決しない場合、またはそのおそれがある場合しても解決しない場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第またはその定義）第おそれが提供する本サービス（第ある本サービス（第場合
(4) 出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第が提供する本サービス（第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本利用約款に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。した場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第またはその定義）第おそれが提供する本サービス（第ある本サービス（第場合
2. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第前項に定めるサービスの全部または一の定義）第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お支払うべき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン注文総額から、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お返還するものとします。返還にかかる振込手数料等の費用は出店者が負担するものとします。する本サービス（第金銭の支払を請求すること相当額を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お控除する本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
3. 第 1 項に定めるサービスの全部または一各号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おの定義）第いずれかに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お該当する本サービス（第疑いがあると当社または指定決済会社が認めた場合、当社は、当社自らまたは当該指定決済会社に対して当該事項いが提供する本サービス（第ある本サービス（第と当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第または指定決済会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第認める場合、サプライヤー会員に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定をめた場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第自ら開店処理を行うものとします。らまたは当該指定決済会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してして当該事項に定めるサービスの全部または一
に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おついて調査を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。うことまたは行うことをいいます。わせる本サービス（第こと、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第また、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当該調査が提供する本サービス（第完了することができるものとします。する本サービス（第まで商注文総額の定義）第支払を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お留保する本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
4. 前項に定めるサービスの全部または一の定義）第調査が提供する本サービス（第完了することができるものとします。し、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第前項に定めるサービスの全部または一に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お基づき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン支払を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お留保している本サービス（第注文総額に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おつき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン第 1 項に定めるサービスの全部または一各号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お該当しないと認める場合、サプライヤー会員に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定をめた場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してし当該注
文総額を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お支払うもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おこの定義）第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第遅延損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。害を賠償するものとします。金を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お支払う義務を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お負わないもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 13 条 （調査協力等）
1. 出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第または指定決済会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してし業務内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。容とするサービスをいいます。、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第ストア決済サー利用約款ビスの定義）第利用状況、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。容とするサービスをいいます。または売上処理の定義）第内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。容とするサービスをいいます。等、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第
と認める場合、サプライヤー会員に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定をめた事項に定めるサービスの全部または一に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関して調査、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第報の提供ができるサービスをいいます。告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。または資料ならびに販売価格に賦課される消費税および地方消費税を含まないものをいいます。の定義）第提示する利用条件（以下「ガイドラインを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お求めないものとします。めた場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第直ちに当社に通知ち当社が定める「プレミアム に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おこれに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お応じてまとめたい情報のテーマを作成し、そのテーマに合致するザッカじる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. 出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第より当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第または指定決済会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第法令に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お基づく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第報の提供ができるサービスをいいます。告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。等を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。うに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おあたり必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第な情報の提供ができるサービスをいいます。その定義）第他の法人、団体その他法令で商報の提供ができるサービスをいいます。告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。が提供する本サービス（第義務付け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。られた事項に定めるサービスの全部または一の定義）第提示する利用条件（以下「ガイドラインを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お求めないものとします。め
た場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第直ちに当社に通知ち当社が定める「プレミアム に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おこれに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お応じてまとめたい情報のテーマを作成し、そのテーマに合致するザッカじる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 14 条 （ストア決済サー利用約款ビスの定義）第中断した場合、直ちに当社に通知）
1. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第指定決済会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第システムの定義）第定期点検、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第保守等の定義）第やむ金額をいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お得し、または届出を完了していることを適切に表示しなければなりません。ない事情に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おより、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第ストア決済サー利用約款ビスの定義）第提供する本サービス（第の定義）第全部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。または一部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お中止またまたは停止またする本サービス（第
場合が提供する本サービス（第あります。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おこの定義）第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第緊急を要する場合を除き、出店者に対し事前にその旨を通知します。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第する本サービス（第場合を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お除き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してし事前に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おその定義）第旨を通知します。サプライヤー会を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お通知するとともに、開店を可能とする設定をします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第次のアからウをその内容とするサービスをいいます。の定義）第各号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おの定義）第一に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お該当する本サービス（第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お何らの補償または費用の負担を求めないものとします。ら通知するとともに、開店を可能とする設定をする本サービス（第ことなく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第ストア決済サー利用約款ビスの定義）第全部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。または一部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お中止またまたは停止またする本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とし
ます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おこの定義）第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は事後速やかにサプライヤー会員を識別するためのアカウントならびに本サービスの利用に必要なやかに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おサプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してしその定義）第旨を通知します。サプライヤー会を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お通知するとともに、開店を可能とする設定をします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(1) ストア決済サー利用約款ビスの定義）第不正利用防止またなどの定義）第ため、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第中止またまたは停止またする本サービス（第必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第が提供する本サービス（第ある本サービス（第と当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第判断した場合、直ちに当社に通知した場合
(2) 指定決済会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第システムが提供する本サービス（第中止またまたは停止またしたことに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おより、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第ストア決済サー利用約款ビスを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お提供する本サービス（第する本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインない場合
3. 前二項に定めるサービスの全部または一の定義）第いずれかに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お該当してストア決済サー利用約款ビスを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お使用する本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインないことに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おより出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。害を賠償するものとします。が提供する本サービス（第生じた場合においても、これらの損害につき当社じた場合に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おおいても、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第これらの定義）第損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。害を賠償するものとします。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おつき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第
は責任を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お負わないもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お



第 2 章 対して価および第費用の定義）第支払

第 15 条 （対して価）
1. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第定める本サービス（第金額の定義）第月のオプションサービス利用料を毎月末日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件額利用料ならびに販売価格に賦課される消費税および地方消費税を含まないものをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第定める本サービス（第方は、本利用約款にご同意いただいた上、お法に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おより当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してして支払うもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第売買または情報の提供ができるサービスをいいます。契約等が提供する本サービス（第成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。立および開店審査）の定めに従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関するした場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第定める本サービス（第金額の定義）第成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。約手数料ならびに販売価格に賦課される消費税および地方消費税を含まないものをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第定める本サービス（第方は、本利用約款にご同意いただいた上、お法に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おより当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してして支払うもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 16 条 （担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。保の定義）第提供する本サービス（第）
当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員の定義）第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してする本サービス（第未払の定義）第金銭の支払を請求すること債務の定義）第額が提供する本サービス（第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第与または公衆送信（本サービスの公衆送信機能を使って公信の定義）第上限として定める本サービス（第金額を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お超過しても解決しない場合、またはそのおそれがある場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第もしく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は超過しても解決しない場合、またはそのおそれがある場合する本サービス（第おそれの定義）第ある本サービス（第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第また
は当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。保として提供する本サービス（第している本サービス（第保証金の定義）第合計額を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お超過しても解決しない場合、またはそのおそれがある場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第もしく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は超過しても解決しない場合、またはそのおそれがある場合する本サービス（第おそれの定義）第ある本サービス（第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してして担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。保の定義）第提供する本サービス（第を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第求めないものとします。する本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商
き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第求めないものとします。する本サービス（第担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。保を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お提供する本サービス（第しなけ出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。ればなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 17 条 （帳簿の保存）の定義）第保存したり、ザッカネット外で使用したりしてはなりません。）
1. 出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。の定義）第購入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第購入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。された商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第注文番号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第注文個数などの定義）第売買または情報の提供ができるサービスをいいます。契約等の定義）第成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。立および開店審査）の定めに従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関するを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お証する本サービス（第記録、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。発送簿の保存）その定義）第他の法人、団体その他の定義）第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第所定の定義）第デー利用約款タおよびアクセスログをいいます。また
は資料ならびに販売価格に賦課される消費税および地方消費税を含まないものをいいます。（以下「取引関連して、当社がサプライヤー会員に提供する第デー利用約款タおよびアクセスログをいいます。等」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第といいます）を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お作成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。し、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本契約期間で本サービスの利用に関する中および第本契約期間で本サービスの利用に関する終了することができるものとします。後 7 年間で本サービスの利用に関するはサプライヤー利用約款会員の定義）第事務所内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お保存したり、ザッカネット外で使用したりしてはなりません。する本サービス（第もの定義）第と
します。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. 出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第から要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第求めないものとします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お受け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。た場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第取引関連して、当社がサプライヤー会員に提供する第デー利用約款タおよびアクセスログをいいます。等を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してして直ちに当社に通知ち当社が定める「プレミアム に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お開示する利用条件（以下「ガイドラインする本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
3. 前項に定めるサービスの全部または一の定義）第閲覧する端末機器の種類を問わず、当社の提供するザッカネットのウェブページを閲覧する者をいいます。の定義）第結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。果、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第実のデータを作成する行為際して当社がサプライヤー会員に提供するサポートの範囲は、別途ガイドライン等に定めるとおりとします。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お支払われた額よりも支払われる本サービス（第べき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン金銭の支払を請求すること債務の定義）第額が提供する本サービス（第多いことを発見した場合、出店者は直ちに差額および当社が確いことを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お発見した場合、出店者は直ちに差額および当社が確した場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は直ちに当社に通知ち当社が定める「プレミアム に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お差額および第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第確かつ最新の内容であることを確約するものとします。
認める場合、サプライヤー会員に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定をに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第した費用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お支払わなけ出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。ればなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 18 条 （遅延利息）
出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してして負担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。する本サービス（第金銭の支払を請求すること債務の定義）第支払を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お遅延した場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第支払期日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件の定義）第翌日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件から完済の定義）第日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件まで商の定義）第遅延損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。害を賠償するものとします。金を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お年 14.6％の割合によっての定義）第割合に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およって、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第
当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お支払うもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 3 章 サプライヤー利用約款会員の定義）第義務

第 19 条 （サプライヤー利用約款会員の定義）第売主としての定義）第義務）
1. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員自ら開店処理を行うものとします。身が売買契約等の売主または役務提供者（以下「売主」といいます）である旨を明確にサプライが提供する本サービス（第売買または情報の提供ができるサービスをいいます。契約等の定義）第売主または役務提供する本サービス（第者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第（以下「売主」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第といいます）で商ある本サービス（第旨を通知します。サプライヤー会を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お明した場合、出店者に対し支払った注文総額の返還を請求すること確かつ最新の内容であることを確約するものとします。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おサプライ
ヤー利用約款ペー利用約款ジに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お表示する利用条件（以下「ガイドラインする本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第販売条件として、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。が提供する本サービス（第一方は、本利用約款にご同意いただいた上、お的に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お不利に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おなる本サービス（第ような条件を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お付してはなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おまた、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第販
売条件に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関する本サービス（第適切の費用は自ら負担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。な説明した場合、出店者に対し支払った注文総額の返還を請求することを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款ペー利用約款ジに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お明した場合、出店者に対し支払った注文総額の返還を請求すること示する利用条件（以下「ガイドラインする本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
3. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第売主として、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第以下の定義）第各号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お定める本サービス（第行うことをいいます。為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けたサプライヤー会員によるものとを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。わないもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(1) お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。が提供する本サービス（第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第選択した決済手段による取引を拒絶すること可能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。と表示する利用条件（以下「ガイドラインした決済手段として当社が指定する決済手段を提供、運営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他から任意いただいた上、おの定義）第決済手段として当社が指定する決済手段を提供、運営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お選択した決済手段による取引を拒絶することしたに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おもかかわらず、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第正当な理由して商品等を注文したお客様の氏名、住所、メールアドレス、クレジットカード情報を含む支払情報、注文した商品なく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第当該決済手段として当社が指定する決済手段を提供、運営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およる本サービス（第取
引を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お拒絶することし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第他の法人、団体その他の定義）第決済手段として当社が指定する決済手段を提供、運営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およる本サービス（第取引を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お求めないものとします。める本サービス（第こと
(2) サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第選択した決済手段による取引を拒絶すること可能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。と表示する利用条件（以下「ガイドラインした決済手段として当社が指定する決済手段を提供、運営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他から任意いただいた上、おの定義）第決済手段として当社が指定する決済手段を提供、運営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他の定義）第うち当社が定める「プレミアム 、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第同一の定義）第決済手段として当社が指定する決済手段を提供、運営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お選択した決済手段による取引を拒絶することしたお客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。間で本サービスの利用に関するで商、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第正当な理由して商品等を注文したお客様の氏名、住所、メールアドレス、クレジットカード情報を含む支払情報、注文した商品なく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第特定の定義）第お客
様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おの定義）第み制限や負担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お課される消費税および地方消費税を含まないものをいいます。すなどの定義）第差別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン的な取扱いを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おする本サービス（第こと
(3) お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。が提供する本サービス（第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第選択した決済手段による取引を拒絶すること可能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。と表示する利用条件（以下「ガイドラインした決済手段として当社が指定する決済手段を提供、運営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他から任意いただいた上、おの定義）第決済手段として当社が指定する決済手段を提供、運営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お選択した決済手段による取引を拒絶することしたに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おもかかわらず、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第一方は、本利用約款にご同意いただいた上、お的に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当該決済手段として当社が指定する決済手段を提供、運営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他と異なる本サービス（第方は、本利用約款にご同意いただいた上、お法で商
注文総額を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お決済する本サービス（第こと
4. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。から商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第注文の定義）第通知するとともに、開店を可能とする設定をを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お受け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。てから 24 時に当社に提出する資料または当社に届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。間で本サービスの利用に関する（ただしサプライヤー利用約款会員の定義）第休業日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お除き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインます）以内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してし承諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サ
の定義）第有するコンピュータプログラムまたは無または確認を要する場合はその旨を通知するものとし、承諾する場合には、当該注文内容の確認のために、商品等購入にかかる一切の金額明細、または確かつ最新の内容であることを確約するものとします。認める場合、サプライヤー会員に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定をを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第する本サービス（第場合はその定義）第旨を通知します。サプライヤー会を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お通知するとともに、開店を可能とする設定をする本サービス（第もの定義）第とし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第承諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サする本サービス（第場合に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当該注文内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。容とするサービスをいいます。の定義）第確かつ最新の内容であることを確約するものとします。認める場合、サプライヤー会員に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定をの定義）第ために定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等購入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おかかる本サービス（第一切の費用は自ら負担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。の定義）第金額明した場合、出店者に対し支払った注文総額の返還を請求すること細、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第
注文額、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第消費税および地方消費税を含まないものをいいます。および第地方は、本利用約款にご同意いただいた上、お消費税および地方消費税を含まないものをいいます。、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第注文総額、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第支払方は、本利用約款にご同意いただいた上、お法等必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第な事項に定めるサービスの全部または一を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当該通知するとともに、開店を可能とする設定をに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お記載することができる、サプライヤー会員にしなけ出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。ればなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
5. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第前項に定めるサービスの全部または一の定義）第承諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サの定義）第通知するとともに、開店を可能とする設定を後、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第注文総額の定義）第変更するなど必要な措置をまたは注文総額以外のウェブサイトから複製して掲載する情報および当該情報が掲載されているザッカネット外のの定義）第金銭の支払を請求すること（当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン途認める場合、サプライヤー会員に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定をめる本サービス（第場合を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お除く必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第）を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お請しなければなりません。求めないものとします。してはなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
6. 前項に定めるサービスの全部または一に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おかかわらず、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してして、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本サー利用約款ビスに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おおいて注文承諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サ通知するとともに、開店を可能とする設定を送信機能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お提供する本サービス（第していない場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第出品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第が提供する本サービス（第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。からの定義）第注
文に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お応じてまとめたい情報のテーマを作成し、そのテーマに合致するザッカじる本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインない事情が提供する本サービス（第ある本サービス（第とき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第その定義）第旨を通知します。サプライヤー会を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お直ちに当社に通知ち当社が定める「プレミアム に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おお客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お通知するとともに、開店を可能とする設定をしなけ出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。ればなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
7. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第売主としての定義）第義務を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お誠実のデータを作成する行為に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お履行うことをいいます。しなけ出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。ればならず、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。からの定義）第問わず、当社の提供するザッカネットのウェブページを閲覧する者をいいます。い合わせに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お適切の費用は自ら負担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対して応じてまとめたい情報のテーマを作成し、そのテーマに合致するザッカする本サービス（第もの定義）第とし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第
当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第信用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お毀損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。する本サービス（第ようなことを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。ってはならないもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
8. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本契約の定義）第終了することができるものとします。後といえども、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。との定義）第間で本サービスの利用に関するで商成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。立および開店審査）の定めに従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関するした売買または情報の提供ができるサービスをいいます。契約等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お基づく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第債務の定義）第履行うことをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関して、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第全責任を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お負うもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 20 条 （商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第情報の提供ができるサービスをいいます。の定義）第変更するなど必要な措置を削除義務）
1. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第次のアからウをその内容とするサービスをいいます。の定義）第各号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おの定義）第一に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お該当する本サービス（第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第直ちに当社に通知ち当社が定める「プレミアム に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お変更するなど必要な措置をまたは削除しなけ出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。ればなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(1) 商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第情報の提供ができるサービスをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お誤りまたは変更するなど必要な措置をすべき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。容とするサービスをいいます。が提供する本サービス（第ある本サービス（第場合
(2) 商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第情報の提供ができるサービスをいいます。が提供する本サービス（第本利用約款または法令等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。する本サービス（第場合
(3) サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第情報の提供ができるサービスをいいます。または商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おついて行うことをいいます。政指導する行為または行うことをいいます。政処分を一切変更してはならないものとします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お受け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。た場合
(4) 第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員の定義）第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等と同一の定義）第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。または役務に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おついて行うことをいいます。政指導する行為または行うことをいいます。政処分を一切変更してはならないものとします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お受け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。た場合
(5) 前四号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お定める本サービス（第場合の定義）第他の法人、団体その他、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第情報の提供ができるサービスをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お重大な問題があると当社が判断した場合な問わず、当社の提供するザッカネットのウェブページを閲覧する者をいいます。題があると当社が判断した場合が提供する本サービス（第ある本サービス（第と当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第判断した場合、直ちに当社に通知した場合
2. 前項に定めるサービスの全部または一に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お基づき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン変更するなど必要な措置をまたは削除すべき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン原因が、商品等の販売条件またはザッカネットの運営に重大な影響を及ぼすものである場合、サプライヤー会員はが提供する本サービス（第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第販売条件またはザッカネットの定義）第運営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お重大な問題があると当社が判断した場合な影響を及ぼすものである場合、サプライヤー会員はを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お及び不当表示防止法、個人情報保ぼすもの定義）第で商ある本サービス（第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第
当該原因が、商品等の販売条件またはザッカネットの運営に重大な影響を及ぼすものである場合、サプライヤー会員はを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お発見した場合、出店者は直ちに差額および当社が確後、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第直ちに当社に通知ち当社が定める「プレミアム に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おその定義）第旨を通知します。サプライヤー会を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お書面またはメールにて通知するものとします。またはメー利用約款ルに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おて通知するとともに、開店を可能とする設定をする本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 21 条 （商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。の定義）第確かつ最新の内容であることを確約するものとします。保等）
1. 出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。が提供する本サービス（第確かつ最新の内容であることを確約するものとします。保で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインていない場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お適正に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お利用する本サービス（第ために定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第な権利を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お移転できない場合、または役務提供ができない場合、出品してはで商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインない場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第または役務提供する本サービス（第が提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインない場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第出品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。しては
なりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. 出店者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第前項に定めるサービスの全部または一の定義）第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お削除する本サービス（第など、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お迷惑をかけないようにするものとします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おかけ出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。ないように定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おする本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 22 条 （特定商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。の定義）第取扱い）
1. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン途定める本サービス（第特定の定義）第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おついては、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第事前に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第所定の定義）第審査を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お経て当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第承諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お得し、または届出を完了していることを適切に表示しなければなりません。なけ出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。れば出品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。してはなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン途定める本サービス（第特定の定義）第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おついては、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン途定める本サービス（第出品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。条件を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お順守しなけ出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。ればなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
3. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン途定める本サービス（第特定の定義）第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お出品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。する本サービス（第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当該特定の定義）第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等以外のウェブサイトから複製して掲載する情報および当該情報が掲載されているザッカネット外のは出品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。してはなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
4. サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第本条の定義）第定めに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。した場合または特定の定義）第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関して当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第またはサプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。または第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第からクレー利用約款ム（損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。害を賠償するものとします。賠
償または費用の負担を求めないものとします。請しなければなりません。求めないものとします。、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第使用差止また請しなければなりません。求めないものとします。などの定義）第内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。容とするサービスをいいます。の定義）第いかんを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お問わず、当社の提供するザッカネットのウェブページを閲覧する者をいいます。わず、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第また、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第訴訟提起の有無を問いません。以下同じ）を受けた場合、当社は直ちに当該商品等の掲載をの定義）第有するコンピュータプログラムまたは無または確認を要する場合はその旨を通知するものとし、承諾する場合には、当該注文内容の確認のために、商品等購入にかかる一切の金額明細、を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お問わず、当社の提供するザッカネットのウェブページを閲覧する者をいいます。いません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お以下同じ）を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お受け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。た場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は直ちに当社に通知ち当社が定める「プレミアム に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当該商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第掲載することができる、サプライヤー会員にを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
停止またまたは本契約の定義）第解除を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。うことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 23 条 （クレー利用約款ム対して応じてまとめたい情報のテーマを作成し、そのテーマに合致するザッカ等）
1. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員または商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関連して、当社がサプライヤー会員に提供する第して、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。または第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第からクレー利用約款ムを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お受け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。た場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第自ら開店処理を行うものとします。らの定義）第責任と費用に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おおいて対して応じてまとめたい情報のテーマを作成し、そのテーマに合致するザッカし解
決を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お図るものとし、クレームの再発防止のために必要な措置を講じなければなりません。る本サービス（第もの定義）第とし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第クレー利用約款ムの定義）第再発防止またの定義）第ために定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第な措置をを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お講じなければなりません。じなけ出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。ればなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第前項に定めるサービスの全部または一の定義）第クレー利用約款ムを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お解決する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おあたって、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。または第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第の定義）第意いただいた上、お向けに定める規約等を順守するものとします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お十分を一切変更してはならないものとします。尊重して速やかにサプライヤー会員を識別するためのアカウントならびに本サービスの利用に必要なやかに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対して応じてまとめたい情報のテーマを作成し、そのテーマに合致するザッカする本サービス（第とともに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第その定義）第経過しても解決しない場合、またはそのおそれがある場合を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
対してして報の提供ができるサービスをいいます。告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。する本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おまた、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第前項に定めるサービスの全部または一の定義）第クレー利用約款ム対して応じてまとめたい情報のテーマを作成し、そのテーマに合致するザッカ上、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。へ通知するとともに、開店を可能とする設定をまたはプレスリリー利用約款スなどを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。う場合に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第事前に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おそ
の定義）第内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。容とするサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お通知するとともに、開店を可能とする設定をする本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
3. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員または商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関連して、当社がサプライヤー会員に提供する第して、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。または第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第からクレー利用約款ムを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お受け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。た場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本契約期間で本サービスの利用に関する中はもとより本契
約終了することができるものとします。後に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おおいても、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第自ら開店処理を行うものとします。己の名においてのみ、ニュースレターをお客様に配信するものとします。の定義）第責任と費用で商これを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お解決する本サービス（第もの定義）第とし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おいかなる本サービス（第迷惑をかけないようにするものとします。もかけ出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。ないもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。害を賠償するものとします。（弁護に関する法律に定める個人情報ならびに士費用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お含みます）をいいます。みます）を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
被った損害を賠償するものとします。ったとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員はその定義）第損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。害を賠償するものとします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お賠償または費用の負担を求めないものとします。する本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
4. サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。から注文総額の定義）第全部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。または一部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。の定義）第支払を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お受け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。たに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おもかかわらず第 43 条（契約解除）第 2 項に定めるサービスの全部または一各号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おの定義）第事由して商品等を注文したお客様の氏名、住所、メールアドレス、クレジットカード情報を含む支払情報、注文した商品に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お該当しお客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対して
する本サービス（第売買または情報の提供ができるサービスをいいます。契約等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お基づく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第債務の定義）第履行うことをいいます。が提供する本サービス（第見した場合、出店者は直ちに差額および当社が確込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第めなく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第なったと当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第判断した場合、直ちに当社に通知し、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してしてお客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。が提供する本サービス（第被った損害を賠償するものとします。った被った損害を賠償するものとします。害を賠償するものとします。額に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してする本サービス（第見した場合、出店者は直ちに差額および当社が確舞金を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お支払う場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サ
プライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おその定義）第見した場合、出店者は直ちに差額および当社が確舞金の定義）第額と同額の定義）第損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。害を賠償するものとします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お与または公衆送信（本サービスの公衆送信機能を使って公えたもの定義）第とし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員はその定義）第見した場合、出店者は直ちに差額および当社が確舞金の定義）第額と同額の定義）第賠償または費用の負担を求めないものとします。金
を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お支払うもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お



第 24 条 （法令等の定義）第順守事項に定めるサービスの全部または一）
1. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第法令等を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お順守し、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第また、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お販売する本サービス（第ための定義）第必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第な許認める場合、サプライヤー会員に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定を可や承諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第自ら開店処理を行うものとします。らの定義）第責任と費用で商取得し、または届出を完了していることを適切に表示しなければなりません。し、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第これを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お維持つことができるものとしましなけ出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。ればなり
ません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。質、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第機能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第安全性、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第警告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。表示する利用条件（以下「ガイドラインおよび第取扱説明した場合、出店者に対し支払った注文総額の返還を請求すること書の定義）第記載することができる、サプライヤー会員にに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お誤りや過しても解決しない場合、またはそのおそれがある場合不足がないよう万全の注意を払わなければならず、が提供する本サービス（第ないよう万全の定義）第注意いただいた上、おを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お払わなけ出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。ればならず、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第
監督官庁または業界団体から商品等のリコールや自主規制が要請された場合、速やかにこれに応じるものとします。または業界団体その他から商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第リコー利用約款ルや自ら開店処理を行うものとします。主規制が提供する本サービス（第要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第請しなければなりません。された場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第速やかにサプライヤー会員を識別するためのアカウントならびに本サービスの利用に必要なやかに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おこれに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お応じてまとめたい情報のテーマを作成し、そのテーマに合致するザッカじる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
3. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本利用約款および第法令等が提供する本サービス（第改定された場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第速やかにサプライヤー会員を識別するためのアカウントならびに本サービスの利用に必要なやかに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おこれを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お確かつ最新の内容であることを確約するものとします。認める場合、サプライヤー会員に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定をしなけ出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。ればなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
4. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第から要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第求めないものとします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お受け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。た場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第本利用約款または法令等を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お順守している本サービス（第か（サプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およる本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第販
売および第販売方は、本利用約款にご同意いただいた上、お法が提供する本サービス（第本利用約款もしく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は法令等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お適合している本サービス（第かを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お含みます）をいいます。みます）を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第判断した場合、直ちに当社に通知する本サービス（第ために定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第な情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お速やかにサプライヤー会員を識別するためのアカウントならびに本サービスの利用に必要なやかに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お提出する本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
5. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第前項に定めるサービスの全部または一の定義）第資料ならびに販売価格に賦課される消費税および地方消費税を含まないものをいいます。の定義）第提出の定義）第有するコンピュータプログラムまたは無または確認を要する場合はその旨を通知するものとし、承諾する場合には、当該注文内容の確認のために、商品等購入にかかる一切の金額明細、に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おかかわらず、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第本利用約款または法令等を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お順守している本サービス（第かの定義）第調査が提供する本サービス（第必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第だと判断した場合、直ちに当社に通知した場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプ
ライヤー利用約款会員の定義）第営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他業時に当社に提出する資料または当社に届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。間で本サービスの利用に関する内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おサプライヤー利用約款会員の定義）第事業所に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お立および開店審査）の定めに従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関するち当社が定める「プレミアム 入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。り、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第調査を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。うことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
6. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本サー利用約款ビスの定義）第利用に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関連して、当社がサプライヤー会員に提供する第してサプライヤー利用約款会員、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第または第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お被った損害を賠償するものとします。害を賠償するものとします。が提供する本サービス（第生じた場合においても、これらの損害につき当社じ、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してし所管
の定義）第警察署へ被害届の提出を要請した場合、可能な限りこれに協力するものとします。へ被った損害を賠償するものとします。害を賠償するものとします。届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。の定義）第提出を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第請しなければなりません。した場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第可能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。な限りこれに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お協力する本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
7. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員情報の提供ができるサービスをいいます。もしく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第はサプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およる本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第販売方は、本利用約款にご同意いただいた上、お法が提供する本サービス（第本利用約款および第法令等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。している本サービス（第もしく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第
はその定義）第おそれが提供する本サービス（第ある本サービス（第と判断した場合、直ちに当社に通知し、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第またはサプライヤー利用約款会員の定義）第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。対して応じてまとめたい情報のテーマを作成し、そのテーマに合致するザッカもしく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等が提供する本サービス（第ザッカネットに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おふさわしく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第ないと判断した場合、直ちに当社に通知して、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おその定義）第是
正を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お求めないものとします。めたとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第速やかにサプライヤー会員を識別するためのアカウントならびに本サービスの利用に必要なやかに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お是正する本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 25 条 （当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第行うことをいいます。う措置を）
1. サプライヤー利用約款会員情報の提供ができるサービスをいいます。および第サプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およる本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第販売方は、本利用約款にご同意いただいた上、お法が提供する本サービス（第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本利用約款もしく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は法令等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。している本サービス（第またはその定義）第おそれが提供する本サービス（第ある本サービス（第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第ま
たはザッカネットに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おふさわしく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第ないと当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第判断した場合、直ちに当社に通知した場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第はいつで商もサプライヤー利用約款会員情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お削除する本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第前項に定めるサービスの全部または一に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お該当しない場合で商も、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第前条第 4 項に定めるサービスの全部または一の定義）第場合の定義）第ほか、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第本利用約款または法令等を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お順守している本サービス（第かを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お確かつ最新の内容であることを確約するものとします。認める場合、サプライヤー会員に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定をする本サービス（第ため、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプ
ライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お通知するとともに、開店を可能とする設定をして、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第全部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。もしく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は一部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。の定義）第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関する本サービス（第出品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お削除し、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第またはサプライヤー利用約款ペー利用約款ジを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お非公開に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おする本サービス（第など当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第と判断した場合、直ちに当社に通知する本サービス（第
措置をを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お取る本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 5 章 情報の提供ができるサービスをいいます。管理

第 26 条 （サプライヤー利用約款会員の定義）第情報の提供ができるサービスをいいます。管理）
1. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第および第サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第注文情報の提供ができるサービスをいいます。および第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。の定義）第個人情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第および第サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第それぞれ取得し、または届出を完了していることを適切に表示しなければなりません。し、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第管理する本サービス（第ことを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お相互に確認するに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お確かつ最新の内容であることを確約するものとします。認める場合、サプライヤー会員に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定をする本サービス（第
もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第注文情報の提供ができるサービスをいいます。および第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。の定義）第個人情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第法令等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関するい取り扱うもの定義）第とし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お漏えい、滅失または毀損（以下「漏えい等」といいえい、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第滅失または毀損（以下「漏えい等」といいまたは毀損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。（以下「漏えい、滅失または毀損（以下「漏えい等」といいえい等」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第といい
ます）してはならず、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第また、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してしてあらかじめ明した場合、出店者に対し支払った注文総額の返還を請求すること示する利用条件（以下「ガイドラインした目的以外のウェブサイトから複製して掲載する情報および当該情報が掲載されているザッカネット外ので商利用してはなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
3. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第注文情報の提供ができるサービスをいいます。および第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。の定義）第個人情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お漏えい、滅失または毀損（以下「漏えい等」といいえい等しないように定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第なセキュリティー利用約款保護に関する法律に定める個人情報ならびにを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お自ら開店処理を行うものとします。らの定義）第費用と責任で商行うことをいいます。わなけ出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。ればなりま
せん。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
4. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員またはサプライヤー利用約款会員の定義）第委託先から注文情報の提供ができるサービスをいいます。またはお客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。の定義）第個人情報の提供ができるサービスをいいます。が提供する本サービス（第第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お漏えい、滅失または毀損（以下「漏えい等」といいえい等した場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第自ら開店処理を行うものとします。らの定義）第
費用と責任で商これに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対して処しなけ出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。ればなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
5. 前項に定めるサービスの全部または一の定義）第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員は流出の定義）第事実のデータを作成する行為を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お直ちに当社に通知ち当社が定める「プレミアム に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お報の提供ができるサービスをいいます。告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。の定義）第上、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第漏えい、滅失または毀損（以下「漏えい等」といいえい等が提供する本サービス（第発生じた場合においても、これらの損害につき当社した原因が、商品等の販売条件またはザッカネットの運営に重大な影響を及ぼすものである場合、サプライヤー会員はを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お詳細に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お調査し、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第有するコンピュータプログラムまたは効かつ十分な再発防止策を策定かつ十分を一切変更してはならないものとします。な再発防止また策を策定を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お策を策定定、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第
実のデータを作成する行為施するものとします。また、当該再発防止策の策定、実施後直ちに当社に書面にて再発防止策の内容を報告するものとします。する本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おまた、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当該再発防止また策を策定の定義）第策を策定定、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第実のデータを作成する行為施するものとします。また、当該再発防止策の策定、実施後直ちに当社に書面にて再発防止策の内容を報告するものとします。後直ちに当社に通知ち当社が定める「プレミアム に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お書面またはメールにて通知するものとします。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おて再発防止また策を策定の定義）第内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。容とするサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お報の提供ができるサービスをいいます。告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。する本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
6. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第報の提供ができるサービスをいいます。告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。した再発防止また策を策定の定義）第内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。容とするサービスをいいます。が提供する本サービス（第不十分を一切変更してはならないものとします。で商ある本サービス（第と認める場合、サプライヤー会員に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定をめた場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第その定義）第他の法人、団体その他当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第と認める場合、サプライヤー会員に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定をめる本サービス（第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当該再発
防止また策を策定の定義）第改善の定義）第要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第求めないものとします。その定義）第他の法人、団体その他必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第な措置を、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第指導する行為を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。うことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員はこれに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関するうもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
7. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員の定義）第責に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お帰すべき事由により、注文情報またはお客様の個人情報の漏えい等または目的外利用によって当社、おすべき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン事由して商品等を注文したお客様の氏名、住所、メールアドレス、クレジットカード情報を含む支払情報、注文した商品に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おより、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第注文情報の提供ができるサービスをいいます。またはお客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。の定義）第個人情報の提供ができるサービスをいいます。の定義）第漏えい、滅失または毀損（以下「漏えい等」といいえい等または目的外のウェブサイトから複製して掲載する情報および当該情報が掲載されているザッカネット外の利用に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およって当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第お
客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。または指定決済会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。害を賠償するものとします。が提供する本サービス（第発生じた場合においても、これらの損害につき当社した場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当該損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。害を賠償するものとします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お賠償または費用の負担を求めないものとします。する本サービス（第責任を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お負います。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 27 条 （当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第情報の提供ができるサービスをいいます。管理）
1. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第取得し、または届出を完了していることを適切に表示しなければなりません。し当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お保管されている本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等販売情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第定める本サービス（第基準に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関するい、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第厳正に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お取り扱うもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第取得し、または届出を完了していることを適切に表示しなければなりません。したプライバシー利用約款に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関する本サービス（第情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第定める本サービス（第プライバシー利用約款ポリシー利用約款に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お基づき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン取り扱うもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
3. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員の定義）第名称、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第住所、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第連して、当社がサプライヤー会員に提供する第絡を受けた日（出店者が発送または先、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。当者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第名等の定義）第情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第または当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第提携する第三者をいいます。する本サービス（第サー利用約款ビスを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お案内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。する本サービス（第ために定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お利用、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第または当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第提
携する第三者をいいます。事業者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お開示する利用条件（以下「ガイドラインする本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 28 条 （サプライヤー利用約款会員情報の提供ができるサービスをいいます。の定義）第扱い）
1. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第および第サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員情報の提供ができるサービスをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お含みます）をいいます。まれる本サービス（第著作物を含みます）をいいます。の定義）第著作権はサプライヤー利用約款会員またはサプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してする本サービス（第権利許諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サ元にに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
帰すべき事由により、注文情報またはお客様の個人情報の漏えい等または目的外利用によって当社、お属することならびにザッカネットおよび本サービス上の表示等の著作物（サプライヤー会員情報に含まれる著作物は除きます）に関する権利は当社またする本サービス（第ことならび第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おザッカネットおよび第本サー利用約款ビス上の定義）第表示する利用条件（以下「ガイドライン等の定義）第著作物を含みます）をいいます。（サプライヤー利用約款会員情報の提供ができるサービスをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お含みます）をいいます。まれる本サービス（第著作物を含みます）をいいます。は除き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインます）に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関する本サービス（第権利は当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第また
は当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してする本サービス（第権利許諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サ元にに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お帰すべき事由により、注文情報またはお客様の個人情報の漏えい等または目的外利用によって当社、お属することならびにザッカネットおよび本サービス上の表示等の著作物（サプライヤー会員情報に含まれる著作物は除きます）に関する権利は当社またする本サービス（第ことを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お確かつ最新の内容であることを確約するものとします。認める場合、サプライヤー会員に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定をします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おただし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第これに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おより各当事者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第が提供する本サービス（第従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関する来から保有していた権利の帰属は何ら影響を受けません。から保有するコンピュータプログラムまたはしていた権利の定義）第帰すべき事由により、注文情報またはお客様の個人情報の漏えい等または目的外利用によって当社、お属することならびにザッカネットおよび本サービス上の表示等の著作物（サプライヤー会員情報に含まれる著作物は除きます）に関する権利は当社または何らの補償または費用の負担を求めないものとします。ら影響を及ぼすものである場合、サプライヤー会員はを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お受け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。ません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してし次のアからウをその内容とするサービスをいいます。の定義）第各号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お定める本サービス（第事項に定めるサービスの全部または一を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お許諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第または許諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サする本サービス（第ために定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第な権利を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お権利者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第から取得し、または届出を完了していることを適切に表示しなければなりません。します。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(1) サプライヤー利用約款会員情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員および第サプライヤー利用約款会員の定義）第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第プロモー利用約款ションならび第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おザッカネットおよび第その定義）第他の法人、団体その他の定義）第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第サー利用約款ビス提
供する本サービス（第の定義）第ために定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第自ら開店処理を行うものとします。ら利用し、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第また、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第ザッカネットに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関連して、当社がサプライヤー会員に提供する第する本サービス（第サー利用約款ビスを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お提供する本サービス（第する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第提携する第三者をいいます。先に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当該サー利用約款ビス提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第な範囲で、当社所定の方法で、当社のシステムを利用するものとします。サプライに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お限り利用させる本サービス（第こと
(2) 前号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第な範囲で、当社所定の方法で、当社のシステムを利用するものとします。サプライで商改変を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。うことまたは第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。わせる本サービス（第こと
(3) お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第ダウンロー利用約款ドおよび第印刷することを許諾することする本サービス（第ことを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お許諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サする本サービス（第こと
3. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第新の内容であることを確約するものとします。聞、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第雑誌、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第テレビ番組等の定義）第媒体その他に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してして当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第サー利用約款ビスに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関する本サービス（第記事掲載することができる、サプライヤー会員にや報の提供ができるサービスをいいます。道ならびにこれらのために当社のサービスを撮影することをならび第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おこれらの定義）第ために定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第サー利用約款ビスを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お撮影する本サービス（第ことを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
許諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サする本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おこの定義）第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当該記事掲載することができる、サプライヤー会員にまたは報の提供ができるサービスをいいます。道ならびにこれらのために当社のサービスを撮影することをの定義）第内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。容とするサービスをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款ペー利用約款ジが提供する本サービス（第含みます）をいいます。まれる本サービス（第場合が提供する本サービス（第ある本サービス（第ことを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おサプライヤー利用約款会員はあら
かじめ承諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サする本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
4. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第ザッカネットや関連して、当社がサプライヤー会員に提供する第ドキュメント上に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員の定義）第名称、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第ロゴ、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員の定義）第指定する本サービス（第標章および第サプライヤー利用約款会員情報の提供ができるサービスをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お含みます）をいいます。まれる本サービス（第
著作物を含みます）をいいます。の定義）第著作権者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員で商ある本サービス（第旨を通知します。サプライヤー会を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お表示する利用条件（以下「ガイドラインする本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 6 章 一般条項に定めるサービスの全部または一等

第 29 条 （反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第会的勢力との定義）第取引拒絶すること）
1. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員および第サプライヤー利用約款会員の定義）第親会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第子会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第等の定義）第関連して、当社がサプライヤー会員に提供する第会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第ならび第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おそれらの定義）第役員、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関する業員等（以下あわせて「サプ
ライヤー利用約款会員等」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第といいます）が提供する本サービス（第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第現在、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第次のアからウをその内容とするサービスをいいます。の定義）第各号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おの定義）第いずれに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おも該当しないことを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お表明した場合、出店者に対し支払った注文総額の返還を請求することし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第かつ将来から保有していた権利の帰属は何ら影響を受けません。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おわたっても該当しないことを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お確かつ最新の内容であることを確約するものとします。約する本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(1) 暴力団
(2) 暴力団員および第暴力団員で商なく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第なったとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインから 5 年を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お経過しても解決しない場合、またはそのおそれがある場合しない者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第
(3) 暴力団準構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第会運動等標ぼうゴロまたは特殊知するとともに、開店を可能とする設定を能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。暴力集団等
(6) 前各号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おの定義）第共生じた場合においても、これらの損害につき当社者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第
(7) その定義）第他の法人、団体その他前各号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お準ずる本サービス（第者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第
2. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員等が提供する本サービス（第自ら開店処理を行うものとします。らまたは第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お利用して、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第または第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第次のアからウをその内容とするサービスをいいます。の定義）第各号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お事由して商品等を注文したお客様の氏名、住所、メールアドレス、クレジットカード情報を含む支払情報、注文した商品に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お該当する本サービス（第行うことをいいます。為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けたサプライヤー会員によるものとを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。わないことを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お確かつ最新の内容であることを確約するものとします。
約する本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(1) 暴力的な要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第求めないものとします。行うことをいいます。為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けたサプライヤー会員によるものと
(2) 法的な責任を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お超えた不当な要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第求めないものとします。行うことをいいます。為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けたサプライヤー会員によるものと
(3) 取引に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関して脅迫的な言動を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第または暴力を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お用いる本サービス（第行うことをいいます。為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けたサプライヤー会員によるものと
(4) 風説を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて第三者の信用を毀損し、またはの業務を妨害する行為し、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第偽計を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お用いもしく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は威力を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お用いて第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第の定義）第信用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お毀損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。し、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第またはの定義）第業務を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お妨げる行為害を賠償するものとします。する本サービス（第行うことをいいます。為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けたサプライヤー会員によるものと
(5) その定義）第他の法人、団体その他前各号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お準ずる本サービス（第行うことをいいます。為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けたサプライヤー会員によるものと



3. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第第 1 項に定めるサービスの全部または一または前項に定めるサービスの全部または一に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。している本サービス（第疑いがあると当社または指定決済会社が認めた場合、当社は、当社自らまたは当該指定決済会社に対して当該事項いが提供する本サービス（第ある本サービス（第と判断した場合、直ちに当社に通知した場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第直ちに当社に通知ち当社が定める「プレミアム に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お本契約および第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第とサプライヤー利用約款会員間で本サービスの利用に関するに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お存したり、ザッカネット外で使用したりしてはなりません。在する本サービス（第
他の法人、団体その他の定義）第契約の定義）第全部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。もしく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は一部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。の定義）第履行うことをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お停止またしまたは契約を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お解除で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 30 条 （代理行うことをいいます。為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けたサプライヤー会員によるものと等の定義）第禁止また）
1. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本契約の定義）第締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おより、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第いかなる本サービス（第代理権も付与または公衆送信（本サービスの公衆送信機能を使って公しません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おサプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お代理する本サービス（第旨を通知します。サプライヤー会の定義）第表示する利用条件（以下「ガイドラインまたは当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第もし
く必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第代理人で商ある本サービス（第と誤認める場合、サプライヤー会員に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定をさせる本サービス（第おそれが提供する本サービス（第ある本サービス（第表示する利用条件（以下「ガイドラインを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おしてはなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本契約の定義）第締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おより、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第サー利用約款ビスマー利用約款クを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お使用して営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他業または事業を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。うことを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おサプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お許諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サする本サービス（第もの定義）第で商はありません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おサプライ
ヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第サー利用約款ビスマー利用約款クの定義）第使用の定義）第許諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お受け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。ている本サービス（第旨を通知します。サプライヤー会を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お表示する利用条件（以下「ガイドラインしてはならず、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第また当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第自ら開店処理を行うものとします。身が売買契約等の売主または役務提供者（以下「売主」といいます）である旨を明確にサプライが提供する本サービス（第営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他業もしく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は事業を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。っている本サービス（第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第または当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第サー利用約款
ビスマー利用約款クの定義）第使用の定義）第許諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お受け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。て営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他業もしく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は事業を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。っている本サービス（第と誤認める場合、サプライヤー会員に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定をさせる本サービス（第ような外のウェブサイトから複製して掲載する情報および当該情報が掲載されているザッカネット外の観を表示してはなりません。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お表示する利用条件（以下「ガイドラインしてはなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
3. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第名義を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お付したパンフレット等を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お作成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。し、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第または当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第事前の定義）第承諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サなく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第サー利用約款ビスマー利用約款クまたはこれらに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お類を問わず、当社の提供するザッカネットのウェブページを閲覧する者をいいます。似するサービスする本サービス（第サー利用約款ビス
マー利用約款ク、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第ロゴ等を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お使用してはなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
4. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第前項に定めるサービスの全部または一に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おおいて当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第事前に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お承諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サする本サービス（第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第定める本サービス（第ブランドガイドラインに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関するい当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第サー利用約款ビスマー利用約款クを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お使用する本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 31 条 （届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。出および第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第からの定義）第通知するとともに、開店を可能とする設定を）
1. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。出た事項に定めるサービスの全部または一に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お変更するなど必要な措置をが提供する本サービス（第ある本サービス（第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第直ちに当社に通知ち当社が定める「プレミアム に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。出る本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当該変更するなど必要な措置をの定義）第届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。出を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おしなかったことに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おより、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライ
ヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お生じた場合においても、これらの損害につき当社じた損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。害を賠償するものとします。は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第負担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。する本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第からサプライヤー利用約款会員への定義）第通知するとともに、開店を可能とする設定をは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第システム上に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お掲載することができる、サプライヤー会員にする本サービス（第方は、本利用約款にご同意いただいた上、お法で商行うことをいいます。うもの定義）第とし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第これを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おもって当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第からの定義）第通知するとともに、開店を可能とする設定をが提供する本サービス（第完了することができるものとします。したもの定義）第とみなします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おた
だし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第適当と判断した場合、直ちに当社に通知した場合は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第あらかじめ届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。出の定義）第あったサプライヤー利用約款会員の定義）第メー利用約款ルアドレスに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おメー利用約款ルを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お送信する本サービス（第方は、本利用約款にご同意いただいた上、お法その定義）第他の法人、団体その他の定義）第方は、本利用約款にご同意いただいた上、お法で商行うことをいいます。うもの定義）第とし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第
当該方は、本利用約款にご同意いただいた上、お法に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おより通知するとともに、開店を可能とする設定をする本サービス（第場合は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第当該通知するとともに、開店を可能とする設定をを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お発した時に当社に提出する資料または当社に届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。点で商、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第からの定義）第通知するとともに、開店を可能とする設定をが提供する本サービス（第完了することができるものとします。したもの定義）第とみなします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 32 条 （委託）
1. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第自ら開店処理を行うものとします。己の名においてのみ、ニュースレターをお客様に配信するものとします。の定義）第責任と管理の定義）第下、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本契約に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おおいてサプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第負うの定義）第と同様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。の定義）第義務を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お課される消費税および地方消費税を含まないものをいいます。すことを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お条件として、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款ペー利用約款ジの定義）第
作成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。や運営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他などを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してして委託する本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おただし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員は当該委託を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。う場合は当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第求めないものとします。めに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お応じてまとめたい情報のテーマを作成し、そのテーマに合致するザッカじ、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当該第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第
および第委託内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。容とするサービスをいいます。等を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お書面またはメールにて通知するものとします。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おて通知するとともに、開店を可能とする設定をする本サービス（第もの定義）第とし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当該第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第の定義）第行うことをいいます。為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けたサプライヤー会員によるものとおよび第それに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おより生じた場合においても、これらの損害につき当社じた結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。果の定義）第すべてに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おついて、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第および第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してし責任を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お負う
もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第自ら開店処理を行うものとします。己の名においてのみ、ニュースレターをお客様に配信するものとします。の定義）第責任と管理の定義）第下、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本契約に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おおいて当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第負うの定義）第と同様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。の定義）第義務を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お課される消費税および地方消費税を含まないものをいいます。すことを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お条件として、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第業務を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お委託し、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第な範
囲で、当社所定の方法で、当社のシステムを利用するものとします。サプライに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おおいて、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等販売情報の提供ができるサービスをいいます。、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第秘密情報の提供ができるサービスをいいます。および第本契約の定義）第締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。または履行うことをいいます。の定義）第過しても解決しない場合、またはそのおそれがある場合程において知り得たサプライヤー会員に関連する情報を、当該第三者に開に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おおいて知するとともに、開店を可能とする設定をり得し、または届出を完了していることを適切に表示しなければなりません。たサプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関連して、当社がサプライヤー会員に提供する第する本サービス（第情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当該第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お開
示する利用条件（以下「ガイドラインする本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当該第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およる本サービス（第委託業務の定義）第遂行うことをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およってサプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。害を賠償するものとします。が提供する本サービス（第発生じた場合においても、これらの損害につき当社した場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本契約の定義）第定める本サービス（第範囲で、当社所定の方法で、当社のシステムを利用するものとします。サプライで商、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第
当該損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。害を賠償するものとします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お賠償または費用の負担を求めないものとします。します。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 33 条 （譲渡等の定義）第禁止また）
サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第書面またはメールにて通知するものとします。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およる本サービス（第事前の定義）第承諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サの定義）第ない限り、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本契約上の定義）第地位および本契約によって生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡および第本契約に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およって生じた場合においても、これらの損害につき当社じる本サービス（第権利義務の定義）第全部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。または一部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お譲渡、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第
または担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。保に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お供する本サービス（第してはなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 34 条 （広告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。の定義）第掲載することができる、サプライヤー会員に）
当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員情報の提供ができるサービスをいいます。が提供する本サービス（第掲載することができる、サプライヤー会員にされている本サービス（第か否かにかかわらず、ザッカネット内のページに第三者または当社の広告（画像、テキスト、音声、動画等かに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おかかわらず、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第ザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。の定義）第ペー利用約款ジに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第または当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第広告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。（画像、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第テキスト、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第音声、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第動画等
形式を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お問わず、当社の提供するザッカネットのウェブページを閲覧する者をいいます。いません）を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お掲載することができる、サプライヤー会員にまたは配信する本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おこの定義）第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当該広告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。販売から得し、または届出を完了していることを適切に表示しなければなりません。られる本サービス（第収入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。はすべて当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お帰すべき事由により、注文情報またはお客様の個人情報の漏えい等または目的外利用によって当社、お属することならびにザッカネットおよび本サービス上の表示等の著作物（サプライヤー会員情報に含まれる著作物は除きます）に関する権利は当社またする本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 35 条 （本サー利用約款ビスの定義）第変更するなど必要な措置を等）
1. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本サー利用約款ビスの定義）第バー利用約款ジョンアップ、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第不具合の定義）第修正等、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本サー利用約款ビスの定義）第提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第な範囲で、当社所定の方法で、当社のシステムを利用するものとします。サプライで商、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。知するとともに、開店を可能とする設定をする本サービス（第ことなく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本サー利用約款ビスの定義）第全部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。
または一部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。の定義）第内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。容とするサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お変更するなど必要な措置をする本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おただし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お重大な問題があると当社が判断した場合な影響を及ぼすものである場合、サプライヤー会員はを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お及び不当表示防止法、個人情報保ぼす場合に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第はサプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お通知するとともに、開店を可能とする設定をする本サービス（第も
の定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第ザッカネットの定義）第表示する利用条件（以下「ガイドライン方は、本利用約款にご同意いただいた上、お法、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第カテゴリー利用約款構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。等の定義）第内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。容とするサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。知するとともに、開店を可能とする設定をする本サービス（第ことなく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第変更するなど必要な措置をする本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おただし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライ
ヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お重大な問題があると当社が判断した場合な影響を及ぼすものである場合、サプライヤー会員はを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お及び不当表示防止法、個人情報保ぼす場合に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第はサプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お通知するとともに、開店を可能とする設定をを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。うもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 36 条 （保証の定義）第範囲で、当社所定の方法で、当社のシステムを利用するものとします。サプライ）
1. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本サー利用約款ビスおよび第本サー利用約款ビスを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お提供する本サービス（第する本サービス（第ための定義）第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第システムを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第その定義）第時に当社に提出する資料または当社に届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。点で商保有するコンピュータプログラムまたはしている本サービス（第状態で商サプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お提供する本サービス（第し、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライ
ヤー利用約款会員の定義）第所期の定義）第目的、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第求めないものとします。もしく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は利用態様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お適合する本サービス（第ことまたはバグをいいます。などの定義）第不具合が提供する本サービス（第一切の費用は自ら負担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。ないことを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お保証いたしません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本サー利用約款ビスまたはおよび第本サー利用約款ビスを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お提供する本サービス（第する本サービス（第ための定義）第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第システムに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おついてバグをいいます。等の定義）第不具合を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お修正、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第改良なる管理者の注意をもって本サービスを利用しなければなりません。サプライヤー会員は、本サービスを提供するための当社等する本サービス（第義務を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お負うもの定義）第で商はありませ
ん。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おただし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当該不具合を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お改善する本サービス（第よう努めるものとします。める本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
3. サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第ダウンロー利用約款ド、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第その定義）第他の法人、団体その他の定義）第方は、本利用約款にご同意いただいた上、お法で商当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サー利用約款バー利用約款から取得し、または届出を完了していることを適切に表示しなければなりません。したすべての定義）第情報の提供ができるサービスをいいます。は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員自ら開店処理を行うものとします。身が売買契約等の売主または役務提供者（以下「売主」といいます）である旨を明確にサプライの定義）第責任に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おおいて利用する本サービス（第もの定義）第とし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第
当該情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おダウンロー利用約款ドしたことに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お起の有無を問いません。以下同じ）を受けた場合、当社は直ちに当該商品等の掲載を因が、商品等の販売条件またはザッカネットの運営に重大な影響を及ぼすものである場合、サプライヤー会員はして発生じた場合においても、これらの損害につき当社したコンピュー利用約款タおよびアクセスログをいいます。システムの定義）第障害を賠償するものとします。、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第その定義）第他の法人、団体その他の定義）第損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。害を賠償するものとします。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おついて、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は一切の費用は自ら負担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。の定義）第責任を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お負わないもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
4. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等販売情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第情報の提供ができるサービスをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おついて、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員の定義）第費用と責任に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おおいてバックアップを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お取る本サービス（第もの定義）第とし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本サー利用約款ビスの定義）第
不具合に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およりこれらの定義）第情報の提供ができるサービスをいいます。が提供する本サービス（第喪失または毀損（以下「漏えい等」といいしたことに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およる本サービス（第損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。害を賠償するものとします。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おついて、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第一切の費用は自ら負担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。の定義）第責任を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お負わないもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 37 条 （秘密保持つことができるものとしま義務）
1. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第および第サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本契約の定義）第内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。容とするサービスをいいます。ならび第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お本契約を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お通じて知するとともに、開店を可能とする設定をり得し、または届出を完了していることを適切に表示しなければなりません。た相手方は、本利用約款にご同意いただいた上、おの定義）第営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他業秘密（不正競争防止また法第 2 条第 6 項に定めるサービスの全部または一に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お定める本サービス（第もの定義）第を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おい
います）で商あって、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第開示する利用条件（以下「ガイドラインに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おあたり相手方は、本利用約款にご同意いただいた上、おが提供する本サービス（第秘密で商ある本サービス（第旨を通知します。サプライヤー会を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お明した場合、出店者に対し支払った注文総額の返還を請求すること示する利用条件（以下「ガイドラインした情報の提供ができるサービスをいいます。（以下「秘密情報の提供ができるサービスをいいます。」といいます）は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第といいます）を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本契約の定義）第有するコンピュータプログラムまたは効かつ十分な再発防止策を策定期間で本サービスの利用に関する中および第本契約終了することができるものとします。後 2 年間で本サービスの利用に関する
秘密として保持つことができるものとしまし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第相手方は、本利用約款にご同意いただいた上、おの定義）第書面またはメールにて通知するものとします。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およる本サービス（第事前の定義）第承諾したときに、当社と本サービスの利用を希望する者との間で、本契約が成立します。ただし、サなしに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お開示する利用条件（以下「ガイドライン、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第提供する本サービス（第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第漏えい、滅失または毀損（以下「漏えい等」といいえいし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本契約の定義）第履行うことをいいます。目的以外のウェブサイトから複製して掲載する情報および当該情報が掲載されているザッカネット外のの定義）第目的に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お使用してはなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おただし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第
法令上の定義）第強制力を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お伴う開示請求が公的機関よりなされた場合には、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として、開う開示する利用条件（以下「ガイドライン請しなければなりません。求めないものとします。が提供する本サービス（第公的機関よりなされた場合に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第その定義）第請しなければなりません。求めないものとします。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お応じてまとめたい情報のテーマを作成し、そのテーマに合致するザッカじる本サービス（第限りに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おおいて、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第開示する利用条件（以下「ガイドライン者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第への定義）第速やかにサプライヤー会員を識別するためのアカウントならびに本サービスの利用に必要なやかな通知するとともに、開店を可能とする設定をを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。うことを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お条件として、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第開
示する利用条件（以下「ガイドラインする本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. 前項に定めるサービスの全部または一の定義）第定めに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おかかわらず、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第次のアからウをその内容とするサービスをいいます。の定義）第各号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おの定義）第一に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お該当する本サービス（第情報の提供ができるサービスをいいます。は秘密情報の提供ができるサービスをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お含みます）をいいます。まれないもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(1) 開示する利用条件（以下「ガイドラインの定義）第時に当社に提出する資料または当社に届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。点で商既に被開示者が保有していた情報に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お被った損害を賠償するものとします。開示する利用条件（以下「ガイドライン者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第が提供する本サービス（第保有するコンピュータプログラムまたはしていた情報の提供ができるサービスをいいます。
(2) 秘密情報の提供ができるサービスをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およらず被った損害を賠償するものとします。開示する利用条件（以下「ガイドライン者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第が提供する本サービス（第独自ら開店処理を行うものとします。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お生じた場合においても、これらの損害につき当社成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。した情報の提供ができるサービスをいいます。
(3) 開示する利用条件（以下「ガイドラインの定義）第時に当社に提出する資料または当社に届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。点で商公知するとともに、開店を可能とする設定をの定義）第情報の提供ができるサービスをいいます。
(4) 開示する利用条件（以下「ガイドライン後に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お被った損害を賠償するものとします。開示する利用条件（以下「ガイドライン者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第の定義）第責に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お帰すべき事由により、注文情報またはお客様の個人情報の漏えい等または目的外利用によって当社、おすべき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン事由して商品等を注文したお客様の氏名、住所、メールアドレス、クレジットカード情報を含む支払情報、注文した商品に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およらずに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お公知するとともに、開店を可能とする設定をとなった情報の提供ができるサービスをいいます。

第 38 条 （本サー利用約款ビスの定義）第中断した場合、直ちに当社に通知）
1. 天災地変、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第戦争、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。乱、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第暴動、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第停電、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第通信設備および審査のの定義）第事故、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第通信事業者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第の定義）第役務提供する本サービス（第の定義）第停止またまたは緊急を要する場合を除き、出店者に対し事前にその旨を通知します。メンテナンスの定義）第実のデータを作成する行為施するものとします。また、当該再発防止策の策定、実施後直ちに当社に書面にて再発防止策の内容を報告するものとします。、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。外のウェブサイトから複製して掲載する情報および当該情報が掲載されているザッカネット外の法令の定義）第制定・改廃、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第公権力
に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およる本サービス（第命令・処分を一切変更してはならないものとします。・指導する行為その定義）第他の法人、団体その他当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第責に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お帰すべき事由により、注文情報またはお客様の個人情報の漏えい等または目的外利用によって当社、おする本サービス（第ことの定義）第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインない事由して商品等を注文したお客様の氏名、住所、メールアドレス、クレジットカード情報を含む支払情報、注文した商品に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おより本契約の定義）第全部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。または一部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お履行うことをいいます。で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインなかった場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第はその定義）第履行うことをいいます。で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインなかっ
た範囲で、当社所定の方法で、当社のシステムを利用するものとします。サプライで商責任を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お負わず、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本契約上の定義）第義務を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お免除される本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第次のアからウをその内容とするサービスをいいます。の定義）第各号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おの定義）第一に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お該当する本サービス（第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お何らの補償または費用の負担を求めないものとします。らの定義）第通知するとともに、開店を可能とする設定を、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第催告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おする本サービス（第ことなく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第本契約の定義）第全部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。または一部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。の定義）第履行うことをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お停止またする本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第も
の定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(1) サプライヤー利用約款会員情報の提供ができるサービスをいいます。またはサプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およる本サービス（第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等の定義）第販売方は、本利用約款にご同意いただいた上、お法が提供する本サービス（第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本利用約款および第法令等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お合致するザッカしない場合もしく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第はその定義）第おそれが提供する本サービス（第ある本サービス（第場
合
(2) サプライヤー利用約款会員やサプライヤー利用約款会員の定義）第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してする本サービス（第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。の定義）第評価が提供する本サービス（第悪化による換金を目的とした取引等、お客様もしくはサプライヤー会員が第三者との契約上の義務に違反する態したり当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おお客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。からサプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してする本サービス（第クレー利用約款ムが提供する本サービス（第寄せられせられ
たりする本サービス（第など、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員の定義）第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。対して応じてまとめたい情報のテーマを作成し、そのテーマに合致するザッカもしく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等が提供する本サービス（第ザッカネットに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おふさわしく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第ない、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第またはサプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およる本サービス（第本サー利用約款ビスの定義）第利用が提供する本サービス（第不適当と
当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第判断した場合、直ちに当社に通知した場合
(3) サプライヤー利用約款会員またはその定義）第代表者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第の定義）第本利用規約違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。または法令等違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おつき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン調査の定義）第必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第が提供する本サービス（第生じた場合においても、これらの損害につき当社じた場合
(4) サプライヤー利用約款会員またはその定義）第代表者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第の定義）第所在または生じた場合においても、これらの損害につき当社死につき調査の必要が生じた場合に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おつき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン調査の定義）第必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第が提供する本サービス（第生じた場合においても、これらの損害につき当社じた場合
(5) サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第もしく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第はお客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してして負う義務を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お履行うことをいいます。しない場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第またはその定義）第おそれが提供する本サービス（第ある本サービス（第と当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第判断した場合、直ちに当社に通知した場合
(6) サプライヤー利用約款会員の定義）第行うことをいいます。為を当社が当該アクセス権限情報の発行を受けたサプライヤー会員によるものとが提供する本サービス（第お客様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。の定義）第生じた場合においても、これらの損害につき当社命、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第身が売買契約等の売主または役務提供者（以下「売主」といいます）である旨を明確にサプライ体その他、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第名誉もしくは財産に被害を及ぼした場合、またはそのおそれがあると当社が判断した場合もしく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は財産に被害を及ぼした場合、またはそのおそれがあると当社が判断した場合に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お被った損害を賠償するものとします。害を賠償するものとします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お及び不当表示防止法、個人情報保ぼした場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第またはその定義）第おそれが提供する本サービス（第ある本サービス（第と当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第判断した場合、直ちに当社に通知した場合
(7) その定義）第他の法人、団体その他、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第第 43 条（契約解除）第 2 項に定めるサービスの全部または一各号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お定める本サービス（第事由して商品等を注文したお客様の氏名、住所、メールアドレス、クレジットカード情報を含む支払情報、注文した商品が提供する本サービス（第発生じた場合においても、これらの損害につき当社する本サービス（第おそれが提供する本サービス（第ある本サービス（第と当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第判断した場合、直ちに当社に通知した場合
3. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第次のアからウをその内容とするサービスをいいます。の定義）第各号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おの定義）第一に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お該当する本サービス（第事由して商品等を注文したお客様の氏名、住所、メールアドレス、クレジットカード情報を含む支払情報、注文した商品が提供する本サービス（第発生じた場合においても、これらの損害につき当社した場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お事前に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お通知するとともに、開店を可能とする設定をの定義）第上、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本サー利用約款ビスおよび第ザッカネットの定義）第提供する本サービス（第を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お中止またまたは停止また
する本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おただし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第緊急を要する場合を除き、出店者に対し事前にその旨を通知します。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第する本サービス（第場合は事前の定義）第通知するとともに、開店を可能とする設定をを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第としないもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(1) 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第システムの定義）第保守・点検を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。う場合



(2) 火災・停電・通信回線の事故または天災地変などにより、本サービスの提供またはザッカネットの運営が不可能となった場合の定義）第事故または天災地変などに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おより、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本サー利用約款ビスの定義）第提供する本サービス（第またはザッカネットの定義）第運営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他が提供する本サービス（第不可能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。となった場合
(3) その定義）第他の法人、団体その他当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第実のデータを作成する行為施するものとします。また、当該再発防止策の策定、実施後直ちに当社に書面にて再発防止策の内容を報告するものとします。している本サービス（第サー利用約款ビス（本利用約款に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お定める本サービス（第サー利用約款ビスに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お限りません）の定義）第運用上または技術上当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第と判断した場合、直ちに当社に通知した場合

第 39 条 （当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。害を賠償するものとします。賠償または費用の負担を求めないものとします。）
当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本契約に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お基づき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインサプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。害を賠償するものとします。が提供する本サービス（第発生じた場合においても、これらの損害につき当社した場合で商も、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してし当該損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。害を賠償するものとします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お賠償または費用の負担を求めないものとします。する本サービス（第責任を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お一切の費用は自ら負担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。負わないもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 40 条 （サプライヤー利用約款会員の定義）第損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。害を賠償するものとします。賠償または費用の負担を求めないものとします。）
サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本約款等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。し、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第または指定決済会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。害を賠償するものとします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お与または公衆送信（本サービスの公衆送信機能を使って公えた場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当該損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。害を賠償するものとします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お賠償または費用の負担を求めないものとします。する本サービス（第責を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お負うもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 41 条 （有するコンピュータプログラムまたは効かつ十分な再発防止策を策定期間で本サービスの利用に関する）
1. 本契約は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第第 2 条（契約の定義）第成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。立および開店審査）の定めに従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関するおよび第開店審査）第 3 項に定めるサービスの全部または一に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お定める本サービス（第契約成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。立および開店審査）の定めに従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関するの定義）第日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件より効かつ十分な再発防止策を策定力を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お生じた場合においても、これらの損害につき当社じ、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第1 年後の定義）第同月のオプションサービス利用料を毎月末日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件の定義）第末日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件まで商有するコンピュータプログラムまたは効かつ十分な再発防止策を策定とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. 前項に定めるサービスの全部または一の定義）第定めに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おかかわらず、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第契約期間で本サービスの利用に関する満たしていること了することができるものとします。日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件まで商に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第いずれかの定義）第当事者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第より期間で本サービスの利用に関する満たしていること了することができるものとします。日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おもって本契約を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お終了することができるものとします。する本サービス（第旨を通知します。サプライヤー会の定義）第通知するとともに、開店を可能とする設定をが提供する本サービス（第なされない限り、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本契約は
自ら開店処理を行うものとします。動的に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お 1 年間で本サービスの利用に関する更するなど必要な措置を新の内容であることを確約するものとします。される本サービス（第もの定義）第とし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第以後も同様との間で締結する、商品等の売買契約または役務提供契約のことをいいます。とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
3. サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本契約を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お終了することができるものとします。する本サービス（第旨を通知します。サプライヤー会の定義）第通知するとともに、開店を可能とする設定をを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おする本サービス（第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第指定する本サービス（第書式および第方は、本利用約款にご同意いただいた上、お法に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おて行うことをいいます。うもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 42 条 （中途解約）
1. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第および第サプライヤー利用約款会員は契約期間で本サービスの利用に関する中で商あっても、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第その定義）第中途解約を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おする本サービス（第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第解約を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おする本サービス（第月のオプションサービス利用料を毎月末日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件の定義）第前月のオプションサービス利用料を毎月末日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件末日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件（末日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第またはサプライヤー利用約款
会員の定義）第休業日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当たる本サービス（第場合に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第その定義）第直ちに当社に通知前の定義）第営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他業日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件）まで商に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第その定義）第旨を通知します。サプライヤー会を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お相手方は、本利用約款にご同意いただいた上、おに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お通知するとともに、開店を可能とする設定をする本サービス（第ことに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おより本契約を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お解約する本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. 前項に定めるサービスの全部または一の定義）第規定に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関するいサプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第中途解約する本サービス（第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員は当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第所定の定義）第方は、本利用約款にご同意いただいた上、お法に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おより前項に定めるサービスの全部または一の定義）第通知するとともに、開店を可能とする設定をを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お行うことをいいます。わなけ出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。ればなりません。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
3. 第 1 項に定めるサービスの全部または一の定義）第通知するとともに、開店を可能とする設定をが提供する本サービス（第なされる本サービス（第ことに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おより、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本契約は解約希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お月のオプションサービス利用料を毎月末日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件の定義）第末日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おもって終了することができるものとします。します。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 43 条 （契約解除）
1. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第本契約に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お定める本サービス（第義務の定義）第全部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。または一部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。し、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第相当の定義）第期間で本サービスの利用に関するを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お定めて催告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。したに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おもかかわらず、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員
が提供する本サービス（第当該期間で本サービスの利用に関する内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お是正または履行うことをいいます。しない場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本契約および第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第とサプライヤー利用約款会員の定義）第間で本サービスの利用に関するの定義）第他の法人、団体その他の定義）第契約の定義）第全部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。または一部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おつき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第何らの補償または費用の負担を求めないものとします。らの定義）第責任を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お負うことなく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第
その定義）第履行うことをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お停止またし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第または契約を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お解除する本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第次のアからウをその内容とするサービスをいいます。の定義）第各号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おの定義）第一に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お該当する本サービス（第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第何らの補償または費用の負担を求めないものとします。らの定義）第通知するとともに、開店を可能とする設定を、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第催告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。なしに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第直ちに当社に通知ち当社が定める「プレミアム に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お本契約の定義）第全部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。または一部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おつき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第何らの補償または費用の負担を求めないものとします。らの定義）第責任を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お負うことな
く必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第その定義）第履行うことをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お停止またし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第または契約を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お解除する本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
(1) 前項に定めるサービスの全部または一の定義）第定めに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おかかわらず、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本利用約款に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お即時に当社に提出する資料または当社に届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お契約解除で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第との定義）第定めが提供する本サービス（第ある本サービス（第とき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン
(2) サプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およる本サービス（第本契約違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。が提供する本サービス（第重大な問題があると当社が判断した場合で商あり、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本契約を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お継続にて申しする本サービス（第ことが提供する本サービス（第不適当と当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第判断した場合、直ちに当社に通知したとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン
(3) サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第とサプライヤー利用約款会員との定義）第間で本サービスの利用に関するの定義）第他の法人、団体その他の定義）第契約に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お定める本サービス（第義務の定義）第全部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。または一部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。し、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当該他の法人、団体その他の定義）第契約の定義）第全部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。または一部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おつき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第そ
の定義）第履行うことをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お停止またされ、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第または契約を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お解除されたとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン
(4) 財産に被害を及ぼした場合、またはそのおそれがあると当社が判断した場合または信用状態の定義）第悪化による換金を目的とした取引等、お客様もしくはサプライヤー会員が第三者との契約上の義務に違反する態等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おより、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立があったときまたは租税公課を滞納し督促を受けたときえ、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第仮差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは競売の申立があったときまたは租税公課を滞納し督促を受けたときえ、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第仮処分を一切変更してはならないものとします。、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第強制執行うことをいいます。もしく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は競売の定義）第申し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第立および開店審査）の定めに従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関するが提供する本サービス（第あったとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインまたは租税および地方消費税を含まないものをいいます。公課される消費税および地方消費税を含まないものをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お滞納し督促を受けたときし督促を受けたときを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お受け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。たとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン
(5) 監督官庁または業界団体から商品等のリコールや自主規制が要請された場合、速やかにこれに応じるものとします。から営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他業停止またまたは営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他業免許もしく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他業登録の定義）第取消の定義）第処分を一切変更してはならないものとします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お受け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。たとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン
(6) 破産に被害を及ぼした場合、またはそのおそれがあると当社が判断した場合手続にて申し開始、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第民事再生じた場合においても、これらの損害につき当社手続にて申し開始、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第更するなど必要な措置を生じた場合においても、これらの損害につき当社手続にて申し開始、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン清算開始その定義）第他の法人、団体その他法的倒産に被害を及ぼした場合、またはそのおそれがあると当社が判断した場合手続にて申し開始の定義）第申し込みいただく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第立および開店審査）の定めに従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関するが提供する本サービス（第あったとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインまたは解散（法令に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お基づく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第解散
も含みます）をいいます。みます）、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第清算もしく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は私的整理の定義）第手続にて申しに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。ったとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン
(7) 資本減少、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第事業の定義）第廃止また、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第休止また、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第変更するなど必要な措置をまたは事業の定義）第全部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。もしく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は重要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第な一部を構成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。の定義）第譲渡の定義）第決議なく承諾するものとします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おしたとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン
(8) 手形または小切の費用は自ら負担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。手を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お不渡とし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第その定義）第他の法人、団体その他支払不能なザッカネット内のウェブページ（仕入れまとめ情報が掲載されるページを含みます）をいいます。または支払停止また状態となったとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン
(9) 信用状態が提供する本サービス（第悪化による換金を目的とした取引等、お客様もしくはサプライヤー会員が第三者との契約上の義務に違反する態したと当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第判断した場合、直ちに当社に通知したとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン
(10) 商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等や販売方は、本利用約款にご同意いただいた上、お法等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関し、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第関係官庁または業界団体から商品等のリコールや自主規制が要請された場合、速やかにこれに応じるものとします。等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およる本サービス（第注意いただいた上、おまたは勧告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お受け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。たとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン
(11) 商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等や販売方は、本利用約款にご同意いただいた上、お法等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関し、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第第三者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第から権利侵害を賠償するものとします。の定義）第クレー利用約款ムを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お受け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。たり公序良なる管理者の注意をもって本サービスを利用しなければなりません。サプライヤー会員は、本サービスを提供するための当社俗に反するものや不快感をあたえるようなものに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。したりする本サービス（第など、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本サー利用約款ビスの定義）第利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第ふさわしく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第ないと判
断した場合、直ちに当社に通知したとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン
(12) サプライヤー利用約款会員の定義）第代表者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第もしく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第はサプライヤー利用約款会員の定義）第指定する本サービス（第担するものとし、当社に対して何らの補償または費用の負担を求めないものとします。当者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第と連して、当社がサプライヤー会員に提供する第絡を受けた日（出店者が発送またはが提供する本サービス（第とれなく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第なったとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインまたはサプライヤー利用約款会員の定義）第代表者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第の定義）第意いただいた上、お思が確認でが提供する本サービス（第確かつ最新の内容であることを確約するものとします。認める場合、サプライヤー会員に対して審査の結果を通知するとともに、開店を可能とする設定をで商
き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインないとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン
(13) 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第信用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お毀損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。する本サービス（第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第またはその定義）第おそれが提供する本サービス（第ある本サービス（第と当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第判断した場合、直ちに当社に通知したとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン
(14) サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本利用約款に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お定める本サービス（第支払期日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件もしく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第は指定収納し督促を受けたとき代行うことをいいます。会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第定める本サービス（第支払期日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お支払を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お遅延したとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第指定収納し督促を受けたとき代行うことをいいます。会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第との定義）第契約
に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。したとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインまたは指定収納し督促を受けたとき代行うことをいいます。会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第との定義）第契約が提供する本サービス（第終了することができるものとします。したとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインその定義）第他の法人、団体その他当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第指定した支払の定義）第方は、本利用約款にご同意いただいた上、お法に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おより支払うことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインない事情が提供する本サービス（第生じた場合においても、これらの損害につき当社じたとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン
(15) サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第個人の定義）第場合に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おおいて、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第その定義）第個人が提供する本サービス（第死につき調査の必要が生じた場合亡し、その相続人が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したときし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第その定義）第相続にて申し人が提供する本サービス（第本契約に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お定める本サービス（第義務を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お履行うことをいいます。で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインないと当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第判断した場合、直ちに当社に通知したとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン
(16) サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第法人の定義）第場合に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おおいて、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第その定義）第代表者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第が提供する本サービス（第死につき調査の必要が生じた場合亡し、その相続人が本契約に定める義務を履行できないと当社が判断したときし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第本契約に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お定める本サービス（第義務を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お履行うことをいいます。で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインないと当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第判断した場合、直ちに当社に通知したとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン
(17) 主要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第な株主または経営する、クレジットカード会社、銀行その他の法人、団体その他陣の変更がなされ、本契約を継続することが不適当と当社が判断したときの定義）第変更するなど必要な措置をが提供する本サービス（第なされ、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本契約を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お継続にて申しする本サービス（第ことが提供する本サービス（第不適当と当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第判断した場合、直ちに当社に通知したとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン
(18) 法令等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。したとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン
(19) その定義）第他の法人、団体その他、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員との定義）第契約を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お継続にて申しで商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインないと当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第判断した場合、直ちに当社に通知したとき定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン
3. サプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第第 1 項に定めるサービスの全部または一または前項に定めるサービスの全部または一各号に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おの定義）第一に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お該当する本サービス（第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してする本サービス（第すべての定義）第債務（本契約に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、およる本サービス（第債務に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お限定されませ
ん）に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おついて、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当然に期限の利益を失い、直ちに債務全額を現金にて当社に支払わなければならないものとします。この場合、当社は別途通知することなに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お期限の定義）第利益を失い、直ちに債務全額を現金にて当社に支払わなければならないものとします。この場合、当社は別途通知することなを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お失または毀損（以下「漏えい等」といいい、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第直ちに当社に通知ち当社が定める「プレミアム に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お債務全額を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お現金に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おて当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お支払わなけ出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。ればならないもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おこの定義）第場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドライン途通知するとともに、開店を可能とする設定をする本サービス（第ことな
く必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してして有するコンピュータプログラムまたはする本サービス（第債権とサプライヤー利用約款会員が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してして有するコンピュータプログラムまたはする本サービス（第債権とを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対して等額に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おて相殺し、サプライヤー会員の当社に対するし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員の定義）第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してする本サービス（第
債務の定義）第弁済に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お充当します。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
4. 本条に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お基づく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第契約の定義）第解除は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第の定義）第サプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お対してする本サービス（第損した場合、サプライヤー会員は当社が被った損害を賠償するものとします。害を賠償するものとします。賠償または費用の負担を求めないものとします。の定義）第請しなければなりません。求めないものとします。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お妨げる行為げないもの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 44 条 （契約終了することができるものとします。時に当社に提出する資料または当社に届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。の定義）第処理）
1. 本契約が提供する本サービス（第終了することができるものとします。した場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第ガイドライン等に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関するって、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員の定義）第本サー利用約款ビスの定義）第利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お停止またします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
2. 当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本契約の定義）第終了することができるものとします。時に当社に提出する資料または当社に届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お含みます）をいいます。む金額をいいます。サプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関連して、当社がサプライヤー会員に提供する第する本サービス（第すべての定義）第情報の提供ができるサービスをいいます。を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お削除する本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おまた、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプラ
イヤー利用約款会員情報の提供ができるサービスをいいます。以外のウェブサイトから複製して掲載する情報および当該情報が掲載されているザッカネット外のの定義）第商品の売買または情報の提供ができるサービスをいいます。等販売情報の提供ができるサービスをいいます。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おついても、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本契約終了することができるものとします。後で商当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第所定の定義）第期間で本サービスの利用に関する経過しても解決しない場合、またはそのおそれがある場合後に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お事前に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お通知するとともに、開店を可能とする設定をする本サービス（第ことなく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第削除する本サービス（第こと
が提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
3. 本契約終了することができるものとします。時に当社に提出する資料または当社に届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お本契約に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お基づく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第未履行うことをいいます。の定義）第債務が提供する本サービス（第ある本サービス（第場合に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おは、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当該債務に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おついてはその定義）第履行うことをいいます。が提供する本サービス（第完了することができるものとします。する本サービス（第まで商本契約が提供する本サービス（第適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お
4. 本契約終了することができるものとします。後も、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第第 19 条（サプライヤー利用約款会員の定義）第売主としての定義）第義務）第 5 項に定めるサービスの全部または一および第第 8 項に定めるサービスの全部または一、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第第 37 条（秘密保持つことができるものとしま義務）、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第本条（契約終了することができるものとします。時に当社に提出する資料または当社に届け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。の定義）第処理）、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第第 46 
条（協議なく承諾するものとします。）、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第第 47 条（合意いただいた上、お管轄）ならび第に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お第 48 条（準拠法）の定義）第各規定に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おついては、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第その定義）第効かつ十分な再発防止策を策定力が提供する本サービス（第存したり、ザッカネット外で使用したりしてはなりません。続にて申しする本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 45 条 （変更するなど必要な措置を）
当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お事前に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お通知するとともに、開店を可能とする設定をする本サービス（第ことなく必要があります。お申し込みいただいた場合、当社は、申込者が本利用約款に同意されたものとみなします。なお、本利用約款第、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第いつで商も本利用約款を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お変更するなど必要な措置をする本サービス（第ことが提供する本サービス（第で商き定めるサプライヤー会員運用ガイドライン、特別ルールおよび個別に提示する利用条件（以下「ガイドラインる本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おただし、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第サプライヤー利用約款会員への定義）第影響を及ぼすものである場合、サプライヤー会員はが提供する本サービス（第重
大な問題があると当社が判断した場合な場合、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第事前告または資料の提示を求めた場合、直ちにこれに応じるものとします。知するとともに、開店を可能とする設定を期間で本サービスの利用に関するを希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お設け出る事項が正確かつ最新の内容であることを確約するものとします。る本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 46 条 （協議なく承諾するものとします。）
本利用約款に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お定めの定義）第ない事項に定めるサービスの全部または一または本利用約款の定義）第解釈に生じた疑義について、当社およびサプライヤー会員は、誠実に協議して解決を図るものとしますに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お生じた場合においても、これらの損害につき当社じた疑いがあると当社または指定決済会社が認めた場合、当社は、当社自らまたは当該指定決済会社に対して当該事項義に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おついて、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第当社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第および第サプライヤー利用約款会員は、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第誠実のデータを作成する行為に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お協議なく承諾するものとします。して解決を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お図るものとし、クレームの再発防止のために必要な措置を講じなければなりません。る本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 47 条 （合意いただいた上、お管轄）
本契約に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お関する本サービス（第訴訟に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おついては、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第訴額に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お応じてまとめたい情報のテーマを作成し、そのテーマに合致するザッカじ東京地方は、本利用約款にご同意いただいた上、お裁判所または東京簡易裁判所を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お第一審の定義）第専属することならびにザッカネットおよび本サービス上の表示等の著作物（サプライヤー会員情報に含まれる著作物は除きます）に関する権利は当社また的合意いただいた上、お管轄裁判所とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

第 48 条 （準拠法）
本契約の定義）第成し、ガイドライン等に違反した場合も、本利用約款に違反したものとみなします。立および開店審査）の定めに従い本サービスの利用を申し込み、当社との間で本サービスの利用に関する、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第効かつ十分な再発防止策を策定力、株式会社ザッカネット（以下「当社」といいます）が提供する本サービス（第履行うことをいいます。および第解釈に生じた疑義について、当社およびサプライヤー会員は、誠実に協議して解決を図るものとしますに定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、おついては日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件本法に定義します）のご利用に適用されます。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お準拠する本サービス（第もの定義）第とします。本サービスのご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいた上、お

2016年 10月のオプションサービス利用料を毎月末日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件 15日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件施するものとします。また、当該再発防止策の策定、実施後直ちに当社に書面にて再発防止策の内容を報告するものとします。行うことをいいます。
2018年 8月のオプションサービス利用料を毎月末日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件 23日に、当社に支払うものとします。また、オプションサービス利用の条件改定


