
丸善株式会社 筑波営業部 行 

（FAX: 029-851-4310） 
平成    年    月    日 

「Knowledge Worker」（書籍版）利用申込書 

「Knowledge Worker」の利用規約を承認の上、「Knowledge Worker」の利用及びユーザーID を申し込みます。 

ご利用者記入欄 
 

つくばだいがく 
ふりがな 

大  学  名 筑波大学 

 
ふりがな 

部  署  名  

 
ふりがな 

ご  氏  名  

ご  住  所 
〒 

TEL  FAX  
連  絡  先 

E-Mail  

 
＜個人情報のお取り扱いについて＞ 
 

当社ではお客様のご意思によってお預かりした個人情報は大切に保護し、管理しております。当社はサービスの

ご提供のほかに、お客様に当社または当社のグループ企業の商品（書籍・文具など）や催事（洋品など）のご案

内や、当社と契約した優良企業が取扱う雑誌の定期購読のご紹介、教育関係の商品などのご案内をお送りするこ

とがありますが、その目的以外には利用いたしません。これらダイレクトメール（ＤＭ）のご案内を希望されな

い場合にはお申し出ください。なお、お客様の個人情報の一部又は全部について、個人情報を適切に取扱う旨を

相互に確認している企業・団体へ委託する場合がございます。 

印 

丸善記入欄 
 

お申し込み者顧客コード 
 

 

受付日 登録日 

年 月 日 年 月 日 

 

【学術情報ナビゲーション事業部 筑波営業部】 

〒305-0005 つくば市天久保 3-9-1 

TEL: 029-851-6000 FAX: 029-851-4310 E-mail: mztsukuba@maruzen.co.jp 



｢ K n o w l e d g e  W o r k e r ｣ (書 籍 版 ) 利 用 規 約  

丸善株式会社（以下｢丸善｣という）が提供する「Knowledge Worker」（書籍版）（以下「Knowledge Worker」といいます。）の利用は、下記の条項によるものとします。 

記 

第１条  サービスの内容 

１） 「Knowledge Worker」とは、丸善が提供する学術情報サービスおよび

書籍の検索、発注、受入管理のためのオンラインシステムの総称です。 

２） Knowledge Worker に付帯するサービスは別途契約書を締結することと

します。 

第２条  利用手続き 

１） 利用者は、Knowledge Worker を利用するにあたり、本規約を承認の上、

裏面の「Knowledge Worker（書籍版）利用申込書」（以下、「利用申込

書」といいます。）に必要事項を記入し、丸善に提出するものとします。 

２） 丸善は、利用申込書受領後、利用者に Knowledge Worker を利用するた

めのユーザーＩＤおよびパスワード（以下、「ＩＤ／パスワード」とい

います。）を交付するものとします。 

３） 利用者は、ＩＤ／パスワードを取得した時点から Knowledge Worker を

利用できるものとします。 

４） 利用者がＩＤ／パスワードを取り消しまたは変更する場合には、丸善

に対してその旨３０日前までに文書で通知し、丸善の承認を得なけれ

ばならないものとします。 

第３条  利用者の範囲 

１） Knowledge Worker は、利用申込書に必要事項を記入いただいた利用者、

および利用者の従業員、教員、学生などだけが、丸善が利用者に交付

したＩＤ／パスワードによってのみ利用できます。 

２） 利用者は利用申込書の記載事項に変更が生じた場合、所定の手続きに

より丸善に通知するものとします。 

第４条  Knowledge Worker の内容 

１） Knowledge Worker の内容は、各サービスの最新版をもってその内容と

します。 

２） 丸善は、Knowledge Worker で提供するデータベースの内容・種類、ま

たはサービスの機能等、Knowledge Worker の内容を利用者に事前に通

知することなく変更、終了することが出来るものとします。 

第５条  利用時間 

１） Knowledge Worker の提供日および時間帯は、日曜日、祝日、年末年始

（１２月３０日～１月５日）および定期保守日（原則として 3 月、7

月、11 月の第２土曜日）を除く、月～土曜日の 9：30～20：00 としま

す。 

２） 丸善は、コンピュータ障害や回線障害が発生した場合、および緊急な

保守・点検の必要がある場合等、やむを得ない事情により、利用者に

事前に通知することなく、Knowledge Worker の提供時間を短縮し、ま

たは提供を中断、中止することができるものとします。 

第６条  禁止事項 

１） 利用者は、Knowledge Worker で提供されるデータを複製、編集するな

どして、丸善および第三者の著作権その他の権利を侵害してはならな

いものとします。 

２） 利用者は、Knowledge Worker で得たデータを如何なる形態であっても、

第三者に提供してはならないものとします。 

第７条  ＩＤ／パスワードの管理 

１） 利用者は、丸善より交付されるＩＤ／パスワードを自己の責任におい

て秘匿・運用・管理するものとし、第三者に譲渡、貸与、開示しては

ならないものとします。万一、利用者以外の第三者の利用がなされた

場合、丸善はこの利用が利用者によるものとみなし、有効に取り扱う

ものとします。従って、これにより丸善に対し生じた効力、損害の責

任はすべて利用者に負っていただくものとします。 

２） 利用者は、ＩＤ／パスワードが第三者によって不正に使用されたこと

に気づいた場合には、直ちにその旨を丸善に通知いただくものとしま

す。 

第８条  通信回線・設備等 

１） 利用者が、Knowledge Worker を利用するために必用な通信回線、設備、

機器、ソフトウェア等は自己の負担でご用意いただくものとします。 

２） 丸善は、利用者が Knowledge Worker を利用するに当たって使用するい

かなる設備、機器、ソフトウェア等につき一切動作保証を行わないも

のとします。 

第９条  発注および発注の取り消し 

１）利用者がKnowledge Workerにより丸善に発注する図書等の注文取消は、

Knowledge Worker の発注メニューにおける「発注確認・取消画面」／

「発注確定処理画面」においてのみ有効とします。これ以降の注文取

消および返品は無効とします。 

２） Knowledge Worker により発注された図書等が絶版、その他の理由によ

り調達不可能な場合には、丸善はその受注を取消すことができるもの

とします。 

第１０条  データ保持 

１） 丸善は、利用者が Knowledge Worker を利用して入力する発注データ、

受入処理データならびに丸善の納品データを保持し、Knowledge 

Worker を介して利用者の用に供するものとします。 

２） 丸善が、発注データ、納品データ、受入処理データを保持する期間は

原則として送品後３年間とします。 

３） 丸善は、事故情報データについては、これを３年間保持するものとし

ます。 

４） 前２項にかかわらず、Knowledge Worker の提供が解除、解約されまた

は終了した場合、丸善は発注データ、納品データ、受入処理データの

保持について、いかなる保証もしないものとします。 

第１１条  免責等 

１） 丸善は、いかなる理由による Knowledge Worker 提供の遅延または中断

が発生しても、その結果利用者が被った損害について責任を負わない

ものとします。 

２） 丸善は、Knowledge Worker および Knowledge Worker を介して他のサ

ービスを利用したことによって利用者に発生した損害のすべてに対し、

いかなる責任も負わないものとします。 

３） 利用者がKnowledge Workerの利用にあって第三者に対して損害を与え

た場合、利用者は自己の責任と費用をもって解決し、丸善に損害を与

えないものとします。 

第１２条  守秘義務 

１） 丸善は、Knowledge Worker の提供を通して知り得た利用者固有の情報

を漏洩しないものとします。 

２） 利用者は、Knowledge Worker を通して知り得た丸善に不利益をもたら

す虞のある情報を、第三者に漏洩しないものとします。 

第１３条  解除 

１） 利用者が次の各号のいずれか一つに該当した場合、丸善は何ら通知、

催告を要せず、ユーザーＩＤを無効とし、Knowledge Worker の提供を

直ちに解除することができるものとします。 

（１） 利用者が、本契約、個別のサービスの運用規程のいずれかに違

反した場合。利用者が、Knowledge Worker の運営に障害とな

るような不正行為または丸善に対する誹謗中傷を行った場合。 

（２） 利用者について、差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産、

会社整理、民事再生・会社更生手続きの開始の申立があった

場合、もしくは清算に入った場合。 

２） 利用者が前項各号のいずれか一つに該当した場合、利用者は、

Knowledge Worker の利用により丸善に対して負担する図書等の代金債

務につきその期限の利益を失い、丸善は利用者に対する当該債権の全

額を直ちに請求できるものとします。 

第１４条  解約 

１） 丸善は、理由の如何を問わず、３０日前までに利用者に対して通知す

ることにより、いつでも Knowledge Worker の提供を解約することがで

きるものとします。 

２） 利用者が、Knowledge Worker の利用を解約する場合には、３０日前ま

でに丸善に対し所定の届出を行うものとします。 

第１５条  契約期間 

本契約の期間は契約締結日より契約締結年の 12月末日までとします。ただ

し、期間満了の３０日前までに利用者、丸善いずれからも申し入れがない

場合には、更に一年間更新し、以降も同様とします。 

第１６条  合意管轄裁判所 

本契約および Knowledge Worker の利用に関して、利用者と丸善間に紛争が

生じた場合には東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 

第１７条  本契約について 

Knowledge Worker を介して提供される他のサービスに各々個別の契約、規

約、利用規程が定められている場合は、原則として当該個別の規程等が優

先して適用されるものとします。 

第１８条  完全合意 

本契約は、締結日における利用者丸善間の完全な合意を規定したものであ

り、本契約締結日以前に利用者丸善間でなされた協議内容、合意事項ある

いは一方の当事者から他方の当事者に提供された各種資料や申入れ等と本

契約の内容との間に相違がある場合には、本契約が優先するものとします。 

この規約は平成 13年 11 月 1 日より実施します。 

 

 


