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i-Pals WEB 利用料金
i-Pals WEB の利用料金は、下記の料金体系となります。
登録ユーザー数

月単位契約(登録ユーザー単位価格)

1～9
10～49
50～99
100～

年単位契約(登録ユーザー単位価格)

\50,000

\500,000
\450,000
\300,000
\250,000
(※) \ = Japanese yen

※ 料金(単価)は、登録ユーザー単位の金額となります。
登録ユーザーとは、利用申込時に申請する利用人数のことを言います。
※ 契約期間は、月単位と年単位の 2 種類があります。
※ 年単位契約の場合は、登録ユーザー数の数に応じたディスカウントが発生します。

i-Pals WEB 料金規約
本料金規約において、｢1 日｣は日本標準時の午前零時に始まり、同じ暦日の日本標準時の午後 11 時 59 分に終わるも
のとします。

料金請求
i-Pals WEB への契約をお申込みいただくことにより、お客様は、利用料及びお客様による i-Pals WEB のご利用に関連し
て適用される各種税金（以下「利用料等」と総称します）を、登録手続においてお客様から申し出があり、当社によって承
諾されたクレジットカードその他の継続的な課金が可能な支払方法(以下｢本支払方法｣といいます。)により、当社がお客
様に対して請求する権限が付与されることに明示的にご同意いただいたことになります。
本支払方法の利用にあたって、お客様は、ご指定のクレジットカードの発行会社の会員規約その他の本支払方法に関連
するサービス規約の定めるところに従うことに加え、以下の事項をあらかじめ了承するものとします。
i.
ii.
iii.

iv.

契約解除を行わない限り、当社に対し本支払方法にて継続して利用料等の支払を行うこと。
当初登録した本支払方法の内容（クレジットカードの番号・有効期限等）に変更があった場合、遅滞なくその旨を当
社へ連絡すること。
上記に記載するとおりの変更の連絡を怠ったとしても、当初登録したカード番号・有効期限が更新されたり、クレジッ
トカードが再発行されたりしたときは、クレジットカードの発行会社が把握する更新後又は再発行後の本支払方法に
より利用料等の支払を行うこと。
ご指定のクレジットカードの発行会社が利用料等の支払を行わない場合があること。

本料金規約において、｢料金請求｣とは、お客様の本支払方法に対して請求又は引き落としをさせていただくことを意味し
ます。利用料は、お客様の加入時において料金請求させていただき、それ以後は、お客様が契約を解除されるか、又は
アカウント若しくはサービスが別途本料金規約に従って停止若しくは中止されない限り、月次の更新の際に料金請求させ
ていただきます。
当社は、月単位利用の場合は毎月、年単位利用の場合は毎年、お客様の加入開始に応答する暦日に、お客様の本支
払方法に対して自動的に請求いたします。当社が i-Pals WEB の利用料又はその他の手数料を随時変更する場合、当社
は、これらの変更につき電子メールにて事前にお客様に通知いたします。但し、当社は、適用される税金の変更について
はお客様に通知しないことができるものとします。
すべての料金及び手数料は返金できません。
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継続加入及び契約解除
お客様の i-Pals WEB への加入は、お客様が契約を解除されるまで、又はアカウント若しくはサービスが本料金規約に従
い別途停止若しくは中止されるまで、1 ヶ月毎、または 1 年毎に有効に継続されます。翌月または翌年の料金請求を防ぐ
には、お客様は、月次または年次の更新がなされる前にお客様の契約を解除しなければなりません。当社は、月々また
は年々の利用料及び適用される税金を加算した金額を、お客様が登録手続に際してご登録の本支払方法に対して請求
いたします。お客様が契約を解除した場合は返金いたしませんが、当該月及び当該年の残りの期間中は継続して i-Pals
WEB にアクセスすることができます。お客様の契約の解除方法に関しましては、サービス契約約款をご参照下さい。
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i-Pals WEB Price

Number of Users

Monthly subscription(per user)

1～9
10～49
50～99
100～

\50,000

Yearly subscription(per user)
\500,000
\450,000
\300,000
\250,000
(※) \ = Japanese yen

i-Pals WEB Price Provisions
Because the Service is offered in multiple time zones, for consistency, a "day" for purposes of these Terms begins at
12:00 a.m. in Japan time zone and ends at 11:59 p.m. in Japan time zone of that same calendar day.

Billing.
By providing a credit card or other payment method accepted by i-Pals WEB ("Payment Method") for your subscription,
you are expressly agreeing that we are authorized to charge you a subscription fee and any applicable taxes in connection
with your use of your subscription to the Payment Method. If there is a change in your credit card validity or expiration
date, you may contact your Payment Method information. We do this by processing an authorization hold, which is a
standard practice. We do not charge you in connection with this authorization hold. If your Payment Method expires and
you do not edit your Payment Method information or cancel your contract, you authorize us to continue billing, and you
will remain responsible for any uncollected amounts.
As used in these Terms, "billing" shall indicate either a charge or debit, as applicable, against your Payment Method. The
subscription fee will be billed at the beginning of your subscription and on each monthly or yearly renewal date thereafter
unless and until you cancel your subscription or the contract or service is otherwise suspended or discontinued pursuant
to these Terms.
We automatically bill your Payment Method each month or each year on the calendar day corresponding to the
commencement of your subscription. If i-Pals WEB changes the subscription fee or other charges for your subscription,
we will give you advance notice of these changes by email. However, we will not be able to notify you of changes in any
applicable taxes.

Ongoing Subscription and Cancellation.
Your subscription will continue in effect on a month-to-month or a year-to-year basis unless and until you cancel your
subscription or the contract or service is otherwise suspended or discontinued pursuant to these Terms. You must
cancel your subscription before your monthly or yearly renewal date in order to avoid the next billing. We will bill the
subscription fee plus any applicable taxes to the Payment Method you provide to us during registration. If you cancel your
subscription, cancellation will be effective at the end of the current Period -this means that you will have continued
access to your subscription for the remainder of that period, but you will not receive a refund.
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