
「QiQUMO（キクモ）」アンケートサービス（アスクル版）利用規約 

株式会社クロス・マーケティング（以下「当社」といいます）は、アスクル株式会社（以下

「アスクル」という）の運営する「アスクルサービス」のお客様に対して、アスクルサービス

を通じて提供するインターネットを利用したアンケートシステム「QiQUMO（キクモ）」（以

下「本サービス」といいます）について、本利用規約（以下「本規約」といいます）および

「QiQUMO（キクモ）」アンケートサービス（アスクル版）ご注意事項（以下「ご注意事項」

といいます）により、当社が本サービスを利用することを許諾し登録した者（以下「利用

者」といいます）に対する利用許諾を行います。利用者は、本サービスの利用に本規約

およびご注意事項が適用されることを承諾します。 

１．本規約について 

（１）本規約およびご注意事項は、当社と利用者の間で法的拘束力を有する契約となり

ます。 

（２）利用者は、本規約およびご注意事項に同意した上で本サービスを利用するものとし

ます。本規約およびご注意事項に同意できない場合は、本サービスを利用できません

ので、本サービスの利用を中止してください。 

（３）当社は、本規約を随時変更することができます。変更後の利用規約は、本サービス

にかかるウェブサイト上に掲示し、または利用者への電子メールにより通知した時点で

効力を生じるものとします。変更後の利用規約に同意できない場合は、直ちに本サービ

スの利用を中止してください。なお、利用者に重大な不利益を与える本規約の変更に

ついては、事前に合理的な告知期間を設けるものとします。 

（４）利用規約の変更後に本サービスを利用された場合は、変更後の利用規約に同意

したものとみなします。 

（５）本規約は、当社が本サービスを終了するまたは利用者登録を抹消するまで（利用

者が本サービスの利用料金を支払う義務を負っている場合は、当該義務についてはそ

の支払いが完了するまで）効力を有するものとします。 

２．利用申込および利用者登録の抹消 

（１）本サービスの利用を希望する者は、当社の定めに従いアンケートの設問数・内容、

募集する回答者数等を当社のウェブサイトに入力することにより、利用の申込をするも

のとします。 

（２）当社は、アスクル所定の審査を通過することを条件として、当社の裁量で、申込者

による本サービスの利用を許諾するかどうかを判断でき、当社が利用を許諾する場合

には、利用を許諾する旨のメールを申込者に対し送信することをもって、当社および申

込者の間で本規約およびご注意事項に基づく本サービスによるアンケート募集契約が

成立するものとします。なお、当該募集契約は、募集した回答者数に到達したときに終

了するものとし、原則として当該募集契約の変更または中途解約はできないものとしま

す。ただし、利用者は、募集した回答者数に到達する前に、当社のウェブサイトにおい



て当社所定の方法により当該募集契約を終了させることができますが、この場合も、終

了までの回答者数に応じた利用料金を支払う義務を免れるものではありません。 

（３）利用者は、申込の際に申し出た情報が、正確であることを保証するものとします。ま

た、当該情報に変更がある場合は、速やかに最新の情報に変更するものとします。当

該情報の変更がなされなかったことにより利用者に生じた不利益は、利用者が負担す

るものとし、当社はそれについて一切の責任を負わないものとします。 

（４）利用者が利用者登録の抹消を希望する場合は、当社所定の申請を行うものとしま

す。 

利用者は、利用者登録が抹消された場合は、本サービスの利用に関する一切の権利

を失うものとし、この場合、当社は、利用者が本サービスで取得したデータ等の情報を

当社の裁量により消去することができます。 

（５）利用者は、本サービスの申込のときおよび本サービスの利用者として登録されてい

る間、以下の事項を保証します。 

①自己、自己の役員または実質的に経営権を有する者（以下「自己の役員等」とい

う。）が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社

会的勢力（以下「反社会的勢力」という。）に属していないこと 

②自己が、反社会的勢力により、その事業活動を支配されていないこと 

③自己もしくは自己の役員等が、反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜

を供与し、もしくは便宜の供与を受ける等の関係を有していないこと 

④前各号のほか、自己または自己の役員等が、反社会的勢力と関係を有することによ

って、社会的に非難されることがないこと 

（６）利用者は、当社に対し、自らまたは第三者を利用して、次の各号に掲げる行為をし

ないことを保証します。 

①暴力的な要求行為 

②法的な責任を超えた不当な要求行為 

③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

④風説を流布し、偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を

妨害する行為 

⑤その他前各号に準ずる行為 

３．本サービスの利用料金 

（１）本サービスの利用料金は別表のとおりとし、当社のウェブサイトにおける利用者のマ

イページ内のダッシュボードに掲載される実績に基づき算定するものとします。当社は、

別表に定める利用料金を変更するときは、変更の１ヶ月以上前に、事前に利用者に通

知します。 

（２）前項に基づき、利用者についての、アスクルサービスにおける請求の締め日までに

発生した本サービスのご利用料金を、当社に代わりアスクルが、利用者に対して請求



するものとし、利用者は、アスクルサービスのご利用代金のお支払条件に準じて支払う

ものとします。請求およびお支払条件の詳細についてはご注意事項に定めるとおりとしま

す。 

（３）当社は、利用者が支払うべき金額が当社で定めた金額を超えることとなる場合は、

当該利用者による本サービスの利用を停止することができます。この場合、当社が本サ

ービスの利用を停止することによって当該利用者に生じた不利益については、当社は

一切の責任を負わないものとします。 

４．当社による利用者の情報の管理等 

（１）利用者の情報は、当社の個人情報保護方針に従い、当社にて管理するものとしま

す。なお、当社は、利用者の情報の管理を第三者に委託することができます。 

（２）当社は、利用者の情報（ただし、利用者が保有するメーリングリストに基づいて本サ

ービスを利用する場合における、当該リストに記載された情報は含まないものとし、かか

る情報を除いた利用者の情報を「利用者自身の情報」といいます）を、本サービスに関

するお知らせの通知、発送等当社のサービスについて紹介するために利用することが

できます。また、当社は、利用者自身の情報を以下の目的で利用することができます。 

①本サービスの運営（当社から利用者に対するあらゆる分野の情報提供を含みます） 

②当社が利用者に有益と判断した当社、広告主企業、提携先企業などの商品、サー

ビス等に関する情報の提供 

③マーケティングリサーチ等の実施、研究、分析のため 

④広告、検証、キャンペーンのため 

⑤本人確認のための認証および不正利用防止のため 

⑥個人情報の取扱いに関する連絡 

⑦前各号に付帯または関連する事項 

（４）当社は、利用者の情報のうち、一部は個人を特定、識別できる状態で集計、本サ

ービスのプロモーションまたは統計資料として利用する場合があります。 

（５）利用者が他の利用者または第三者に不利益を及ぼす行為をしたと当社が判断し

た場合は、当社は利用者情報を当該第三者や警察または関連諸機関に通知、または

開示する場合があります。 

（６）裁判所、検察庁、警察またはこれに準じた権限を有する機関、または当社に対して

秘密保持義務を負う者から、利用者情報についての開示が求められた場合は、当社

は、利用者情報の全部または一部を開示することができるものとします。 

５．本サービスの利用 

利用者は、当社が提示する最新の説明書、ガイドラインその他の本サービスの利用に

ついて定めた規定を遵守して本サービスを利用するものとします。 

６．本サービスの利用禁止、利用者登録の抹消 

当社は、利用者が次の各号に該当すると判断した場合には、当該利用者による本サー



ビスの利用を停止、禁止、または利用者登録を抹消することができます。これにより当

該利用者に何らかの損害が生じたとしても当社は一切の責任を負わないものとし、ま

た、利用者がいずれかの項目に該当することにより当社が損害を被った場合は、当社

は、当該利用者に対し、損害賠償を請求することができるものとします。 

①法令や本規約等に違反する行為があった場合 

②アカウントおよびパスワードの不正利用 

③他の利用者または第三者への権利侵害や迷惑行為があった場合 

④当社または本サービスの運営を妨害した場合 

⑤なりすまし、または不正な利用があった場合 

⑥その他、当社が合理的な理由により利用者として不適当と判断した場合 

７．通知 

本サービスにおける当社からの通知は、本サービスのウェブサイト、または登録された電

子メールアドレスにメールを送信することをもって通知するものとします。但し、緊急を要

する場合には、その他通知手段も利用できるものとします。 

８．著作権等の権利の帰属 

（１）本サービスに関するサービス名称、商標権、著作権等の知的財産に係る一切の権

利は、当社または正当な権限を有する第三者に帰属します。当社は、本規約に別に定

める場合を除き、本サービスについて、当社の許諾なく複製、編集、改変、解析、公

開、展示、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、送信、転載、記録、再許諾、権利の登録、

出願等、当社または第三者の権利を侵害する行為を行うことを禁止します。 

（２）利用者が用意したアンケートおよび本サービスの利用により得られたアンケート結

果は、利用者に帰属するものとします。ただし、利用者は、当社が、当該アンケート結果

のうち個人を特定する情報を除いたものについて、当社の事業活動上の目的を達成す

るために、全世界的に、非独占的に、無償で、それらを複製、編集、改変、解析、公

開、展示、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、送信、転載、再許諾等の利用を行うことに

同意し、また当該利用については、当社または当社の指定する者に対して著作者人格

権を行使しないことに同意します。 

（３）利用者は、本サービスで使用・利用する画像、図形、動画、音源等の著作権等に

関する複製、公衆送信、頒布、翻訳、翻案等、本サービス利用において必要となる著

作権法上の権利を有していることを当社に保証するものとします。また、第三者の著作

物等を利用してアンケートを行う場合には、利用者の責任と負担において前項の許諾

に必要な権利処理を行ったうえで本サービスを利用するものとします。 

（４）利用者が本サービスの利用において第三者の知的財産権に係る権利を侵害した

として、第三者からクレームの申し立てを受ける等のトラブルが発生した場合において

も、当社は一切の責任を負わないものとし、利用者は、自己の費用と責任において当

該トラブルを解決するものとします。また、当社が利用者による本サービスの利用につい



て第三者からクレームの申し立てを受け、当社に損害が発生した場合は、当該利用者

は、当該損害を賠償するものとします。 

（５）当社は、利用者が本サービスを利用する場合に、本サービスの利用に関連したサ

ービス名称の「表示」に限定して非独占的かつ非譲渡ライセンスを許諾する場合があり

ます。ただし、この場合においても、本規約において当社が利用者に対し知的財産権

等の権利の一部を譲渡または移転するものではありません。 

９．利用者の責任 

（１）利用者は、自己の責任において本サービスを利用するものとし、本サービスを利用

してなされた一切の行為（アンケートの質問、情報、テキスト、データ、ソフトウェア、写

真、動画、音楽、第三者との交信、その他アンケートに付帯して利用者が行った行為の

全て）およびその結果並びに損害（間接的であると直接的であるとを問いません）につ

いて一切の責任を単独で負うことに同意するものとします。 

（２）利用者が本サービスを利用したことにより、第三者の名誉を毀損した場合、プライ

バシー権を侵害した場合、許諾なく第三者の個人情報（個人情報の保護に関する法

律第２条第１項の定義による。以下同じ）を開示した場合、その他第三者の権利（企業

秘密、特許権、商標権、肖像権等を含みますが、これらに限らないものとします）を侵害

した場合には、利用者は自身の責任と費用において当該トラブルを解決しなければな

らず、当社は一切の責任を負わないものとします。 

（３）利用者が本サービスを利用するためには、インターネットにアクセスしていただく必

要があります。利用者は自らの責任と費用で必要な機器、ソフトウェアを適切に準備、

操作する必要があり、当社は、利用者がインターネットにアクセスするための準備、操

作方法などについては一切関与しないものとします。なお、本サービスの利用時（本サ

ービスの利用、およびアクセス時を含みます）に発生する通信費等は利用者負担となり

ます。 

（４）利用者は、本サービスの利用により、個人情報を取得することになる場合は、利用

者自身が個人情報の取得主体になることおよびアンケート回答者と回答結果の紐付け

が可能であることをアンケート回答者に対し説明または明示するものとし、個人情報保

護およびプライバシーの保護に適切かつ積極的に努めるものとします。 

（５）利用者は、アンケート回答者に対し、アンケート回答者の個人情報の取扱いについ

て事前に通知するものとし、個人情報およびアンケートの回答に関する情報の取得主・

管理者としての一切の責任を負うものとします。 

（６）利用者は、本サービスのうち利用者の保有するメーリングリストに基づいてアンケー

トメールを配信する場合におけるアンケート回答者が、本サービスによるアンケートメー

ルの配信について配信停止を希望する場合や、利用者の保有するメーリングリスト等か

らの削除を希望する場合には、当該依頼や問い合わせを行うための窓口を利用者自

身の費用と責任のもと設置し、本サービスによるメール配信時に必ず記載するものとしま



す。なお、アンケート回答者からの問い合わせ等に対し利用者は誠実かつ適切な対応

を行うものとします。 

（７）利用者は、アンケート回答者の回答内容のうち個人を特定する情報を、当該アン

ケート回答者の同意なく他の媒体に掲載しないものとし、他の媒体に掲載する場合は、

利用者の責任において事前にアンケート回答者の同意を取得するものとします。 

１０．禁止事項 

（１）利用者は、第６条の定めのほか、以下に定める禁止事項を行わないものとします。 

①本サービスの全部または一部を問わず､本サービスに係る情報を､当社の事前の承

諾なく､複写､再生､複製､模倣、擬似物の作成、送付､譲渡､頒布､配布､再販売、転

売､送信､送信可能化､改変､翻案､翻訳､貸与､またはこれらの目的で利用するために

保管する行為  

②本規約､またはその他本サービスに関連する規約に違反する全ての行為  

③法令、公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為  

④犯罪的行為､不法行為､またはそのおそれのある行為  

⑤他の利用者または第三者に不利益を与える行為､またはそのおそれのある行為  

⑥過度の利用を繰り返し、当社サーバへ過剰な負担をかける等、本サービスの運営を

妨げる行為､またはそのおそれのある行為  

⑦本サービスのシステムに悪影響を与えるようなウイルスや悪質なソフトウェアのアップ

ロード行為、またはこれらに類似する行為  

⑧当社システムへの不正侵入、クラッキング、リバースエンジニアリング、逆コンパイ

ル、逆アセンブル等、本サービスを妨害する行為、またはそのおそれのある行為  

⑨当社または本サービスの信用を毀損する行為､またはそのおそれのある行為  

⑩当社または第三者の知的所有権(著作権､意匠権､実用新案権､商標権､特許権､ノ

ウハウが含まれるがこれに限定されない)､名誉､プライバシーその他第三者の権利また

は利益を侵害する行為､またはそのおそれのある行為  

⑪本サービスを利用して以下に掲げる事項を配信、表示、掲載、または聴取する行為  

a) 違法、有害、嫌がらせ、不法行為、中傷、迷惑行為、プライバシーの侵害にあたる

内容を含むもの  

b) 下品、卑猥、ポルノ写真、その他猥褻な内容を含むもの  

c) 暴力、虐待、脅迫、中傷、グロテスクな内容を含むもの  

d) 人種・信条・性別・職業・境遇などによる差別的な表現が含まれるもの  

e) いじめ・自殺の助長、または未成年者に何らかの害を与える内容を含むもの  

f) 特定の企業や店舗またはそのユーザーを誹謗中傷するもの  

g) マルチ商法、ねずみ講等の勧誘を目的とする内容を含むもの  

h) 宗教信仰による布教活動・寄付金募集を目的とするもの  

i) 公職選挙法に違反する政治活動に類するもの  



j) チェーンレター、ウイルス、スパムメールに該当すると当社が判断するもの、その他迷

惑メールに類する内容を含むもの  

k) その他、アンケート回答者が不快に感じる画像、表現などを含むもの  

l) 銀行口座、証券口座、クレジットカード番号、暗証番号などを聴取する内容のもの  

m) 思想、信条または信仰する宗教を聴取するもの  

n)人種、民族、門地、本籍地（所在都道府県に関する情報を除きます）、身体・精神障

害、犯罪歴その他社会的差別の原因となるものを聴取するもの  

o)勤労者の団結権、団体交渉その他団体行動の行為に関するものを聴取するもの  

p)集団示威行為への参加、請願権の行使その他の政治的権利の行使に関するものを

聴取するもの  

q)保険医療または性生活に関するものを聴取するもの  

r)要配慮個人情報（個人情報保護法第２条第３項の定めによる）を聴取するもの  

s) 他人の名義や写真、肖像、商標、著作物等を許可無く利用したもの  

t) その他、当社が不適切と判断したもの  

（２）当社は､前項各号に該当する行為がなされた場合､当該利用者に対して本サービ

スの利用の停止、利用者登録の抹消、アンケートおよび回答結果等の削除、IPアドレ

スのブロック等、その他当社の裁量により適切と判断する措置をとることができます｡利

用者が本規約の内容または趣旨に違反し､または本規約の精神に照らして不適切な行

為を行ったと当社が判断した場合などにも､当該措置をとる場合があります｡ 利用者の

帰責性の有無にかかわらず､当社の裁量で当該措置を行うことがあり、当社がかかる措

置を行った理由については､その理由を問わず、当社は利用者に対し説明責任を負わ

ないものとします。また、当社が行った措置に起因して利用者に損害が生じても､当社は

一切の責任を負わないものとします｡  

（３）利用者は本サービスの利用にあたり、利用者が本サービスを利用するために利用

するメールアドレスについては、以下の各号を当社へ保証するものとします。  

①第三者から不法、不当に入手した電子メールアドレスを含んでいないこと  

②メール配信申込フォームへの入力や、メール配信申込用メールアドレスなどへのメー

ル送信など、受信者が自らの意思でメール配信を希望し申し込んでいること  

③受信者から事前の承諾を得ていること  

④電子メールアドレスの登録を解除する方法を明示していること  

⑤送信元が誰であるか（氏名、会社名、会社所在地、担当責任者名、連絡先電話番

号・ＦＡＸ番号・電子メールアドレスなど）を明示していること  

（４）利用者は、利用者が用意するリストに基づかないで当社が保有するリストに基づい

て本サービスを利用する場合は、第１項の定めのほか、以下に定める禁止事項を行わ

ないものとします。 

①アンケート目的以外の目的での利用 



②リクルーティング目的での利用 

③本サービス外への誘導 

④広告またはプロモーション目的での利用 

⑤アンケート回答者の個人情報の取得 

１１．情報セキュリティ 

当社は、本サービスの提供において、情報セキュリティに関する重要性を充分に認識

し、当社で定める基準に従い情報漏えいに対する対策を講じるものとします。  

１２．本サービスの中止・変更・終了等  

（１）当社は､本サービス(本サービスの仕様､配布方法および本サービスにおいて提供す

る情報の内容を含みます)の全部または一部を利用者へ事前に通知することなく､変更､

中断､または終了する事があります｡ なお、それにより利用者や第三者が損害を被った

場合でも当社は一切の責任を負わないものとします｡  

（２）当社は、当社の裁量により、本サービスに新しいサービスを追加、変更、終了させる

ことがあり、利用者はそれをあらかじめ承諾した上で本サービスを利用するものとしま

す。なお、当社は、本サービスに新しいサービスを追加、変更、終了する場合は、可能

な限り速やかに利用者に通知するものとします。  

（３）当社は､以下のいずれかの事由があるとき､利用者へ事前に通知することなく本サ

ービスの全部あるいは一部の提供を中断または停止することがあります｡ なお、それに

より利用者や第三者が損害を被った場合でも､当社は一切の責任を負わないものとしま

す｡  

①当社または当社指定の第三者による本サービスに関する設備の保守その他工事を

行う場合  

②当社または当社指定の第三者による本サービスに関する設備の障害または故障の

場合  

③自然災害､戦争､動乱､暴動､停電その他の非常事態が発生した場合  

④裁判所等公的機関の要請等による場合  

⑤その他運用上､技術上の理由により当社が必要と判断した場合  

１３．免責事項  

（１）本サービスの利用は､利用者ご自身の判断と責任において､以下の項目を承諾した

上で利用するものとし､利用者に生じたいかなる損失または損害についても､当社は一

切の責任を負わないものとします｡  

①当社は､本サービスにおける動作保証､利用目的､使用機器への適合性について一

切保証しないものとし、本サービスの変更、改変等を行う義務は負わないものとします。  

②当社は､本サービスの利用により得られたアンケート結果、統計情報等の品質、正確

性､妥当性､適法性､有用性、ウイルス等の悪質な要素が含まれていないこと、およびそ

の他一切の事項について一切保証しないものとします｡  



③当社は、本サービスが明示的または暗示的を問わず、第三者の権利を何ら侵害して

いないことを利用者に対し保証する義務は、負わないものとします。  

④当社は、アクセス過多、その他予期せぬ要因に基づく本サービスの表示速度の低下

や障害等によって生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。また、特定

の利用者による利用過多により、他の利用者の本サービス利用に支障をきたす場合

は、当社は利用過多の利用者に事前の通知をすることなく本サービスの利用制限等の

措置を行うことができるものとします。  

⑤当社の判断により本サービスの利用停止等の措置を受けた利用者は、当該措置の

理由の開示を求めることができないものとし、当該措置について争わないものとします。  

（２）当社は、利用者によるアンケートが不適切と判断するときは、当該アンケートを実施

しない措置をとることができます。当社は、これによって利用者に生じたいかなる損失ま

たは損害についても､当社は一切の責任を負わないものとします｡  

（３）当社は、本サービスで利用者が作成したアンケートが禁止事項に該当する場合、

当該アンケートおよびアンケート結果を利用者への事前の予告なく、削除する権限を

有するものとします。なお、当社が削除をしたことにより利用者に損害が生じた場合であ

っても、当社は一切の責任を負わないものとします。  

（４）当社は、受信者から、本サービスに関するメールの受信拒否の申し出を受けた場

合は、利用者に何らの報告を行うことなく、当社の裁量により当該受信者へのメール配

信を停止することができるものとします。なお、これにより利用者に損害が生じた場合で

あっても、当社は一切の責任を負わないものとします。  

（５）利用者は、自己の責任と負担により適宜バックアップを行うものとし、当社は利用者

に対し削除、バックアップを行う義務を負わないものとします。  

（６）前各項記載事項の他、本サービスの利用にあたり利用者に発生した損害につい

て、当社、当社役員および従業員は、当該損害の予見の可能性に係らず一切の責任

を負いません。また、当社の責任に帰すべからざる事由から発生した損害、当社の予

見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた障害、逸失利益についても責任を負わ

ないものとします。万一、当社が責任を負う場合であっても、当社の責任は、利用者に

よる前３ヶ月分の本サービスの利用料金を上限とします。  

１４．その他  

（１）本規約の一部が、無効または施行不能とみなされた場合は、残りの部分に関する

規約は完全な効力を持つものとします。また、当社が本規約のいずれかの条項を施行

しなかった場合であっても、それは放棄とはみなされないものとします。  

（２）本規約における当社のすべての権利および義務は、合併、買収、その他法律の規

定に基づき当社が自由に譲渡できるものとします。利用者は、本規約に基づく契約上の

地位または権利もしくは義務の全部又は一部について、第三者に譲渡または承継しもし

くは引き受けさせ、または担保に供することその他一切の処分をしてはならないものとし



ます。  

（３）本規約またはその他の利用規約等が消費者契約法（平成１２年法律第６１号）第２条

第３項の消費者契約に該当する場合において、利用者に発生した損害が当社の債務

不履行または不法行為に基づくときは、当社の損害賠償責任を完全に免責する規定は

適用されないものとし、当社は、当該利用者が被った損害につき、利用者による前３ヵ

月分の本サービスの利用料金を上限として、賠償責任を負うものとします。ただし、当

該上限は、当社に故意または重過失が認められる場合には、適用されないものとしま

す。  

１５．準拠法  

本規約の成立､効力､履行および解決に関しては日本国法が適用されるものとします｡  

１６．管轄裁判所  

本規約に関する一切の紛争に関し訴訟を提起する場合は､東京地方裁判所を第一審

の専属的合意管轄裁判所とします｡  

以上  

2020年11月20日 初版  

  



［別表］ 

 

 

完全従量課⾦の料⾦形態です。 回収レコード数×10 円が課⾦されます（レコード数＝設問

数×回答⼈数） 基本使⽤料、ダッシュボード利⽤料等はかかりません。  

 

【料⾦：例】 

 

※ アンケート終了まで⾄らなかった回答者の途中までの回答レコードは ⼀切課⾦対象に

はなりません。 （データとして残らずダッシュボード集計には含まれません）  

※ 設問数はアンケート内に設定されている全設問数でカウントされます。 「設問表⽰条件」

により幾つかの設問が表⽰されなかった回答者、 任意設問に答えなかった回答者がいる場

合にもアンケート内の設問数が ご利⽤⾦額の基準となります。 

 ※ご利⽤状況に応じてご連絡をさせて頂くか配信を⼀時停⽌させて頂く 場合がございま

すので予めご了承下さい。 

 

◆請求・お⽀払について 

 

請求、⽀払い方法： 通常のアスクルと同じとなります。 

 

請求対象および起算日 ： アンケート完了分と、当月末時点で未完了ながらもダッシュボ

ードで確認できるレコード数が請求の対象となります。アンケート完了分は完了した日、未

完了分に関しては月末を起算日といたします。 完了分、未完了分のいずれも請求対象のご

案内を E メールにてお知らせいたします。 

 

【アスクル版】 


