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コピロボサービス個別規約 

 

この「コピロボサービス個別規約」(以下、「本規約」といいます)は、AXLBOX 約款（以下、「原約款」

といいます）（https://www.axlbox.com/dl/pdf/contract.pdf）に基づいてコピロボの提供条件を定めるも

のです。本規約で用いる用語の意義は原約款に定めるところに従います。 

 

１．個別サービス

の名称 

コピロボ（以下、「本個別サービス」といいます） 

２．提供ソフトウ

ェア等提供会社 

株式会社ＮＳＤ 

３．本個別サービ

スの提供条件 

(1) 本個別サービスの仕

様 

別紙１「コピロボ仕様書」のとおりとします。 

(2) 利用期間 本個別サービスの利用期間は、別紙２「コピロボ料金表」

のとおりとします。 

(3) 自動更新の有無・期

間 

本個別サービスの利用契約は、利用期間満了日の 10 営

業日前までに解約の通知が当社に到着しない限り、利用

期間と同様の期間更新されるものとし、以後も同様とし

ます。 

(4) 解約申入書提出時期 本個別サービスの解約申入書提出時期は、利用期間満了

日の 10 営業日前までに解約申入書を当社に提出してく

ださい。尚、利用期間の途中で本個別サービスの利用契

約を解約することはできません。 

(5) 利用料金 本個別サービスの利用料金の金額は、別紙２「コピロボ

料金表」のとおりとします。 

(6) 利用料金の支払い方

法 

 

本個別サービスの利用料金の支払方法は、請求書におい

て当社が指定する日までに当社指定の銀行口座に振り

込むものとします。 

(7) 違約金の有無・金額 なし。 

４．本規約の変更 当社はいつでも本規約を変更することができるものとします。最新の本規約は、

web ページ（https://www.axlbox.com/service/copirobo/contract.pdf）でダウンロ

ードできます。 

 

附則 

2020 年 1 月 1 日 制定 

 

 

-以上 

 

https://www.axlbox.com/dl/pdf/contract.pdf
https://www.axlbox.com/service/copirobo/contract.pdf
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2020 年 1 月 1 日 

AXLBIT 株式会社 
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1. サービス概要 

 「コピロボ」（以下、「当サービス」）は、AXLBIT 株式会社（以下、「当社」）が株式会社 NSD 社製ソ

フトウェア「コピロボ」を期間利用型ソフトウェアサービスとして提供するものです。 

 当サービスは、Box へアップされた複数の Excel 帳票を自動的に一覧表に集計する「集計サービス」

です。 

当サービスを使用することで、Box 上で動作しなかった Excel マクロによる集計処理も同等のことが実

現可能です。操作は、すべて Web ブラウザを通じて行います。 

 

 ■サービスイメージ 

 

 

2. システム概要 

 当サービスは、Microsoft 社が提供するクラウドサービス「Azure」上で、「コピロボ」を稼働します。

利用者の PC とサービスサーバ間の通信は、インターネット経由で行われます。 

 コピロボでは、お客様ごとに環境を構築しご提供します。お客様ごとの環境のことを「テナント」と

いい、サービスが運用される基本単位となります。当サービスでは、ひとつのサービスサーバに複数の

テナントを構築する「マルチテナント」方式を採用しています。テナントごとに、基本設定(連携先 Box

環境の設定など)やユーザを個別に管理することができます。 
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3. ご提供機能一覧 

 当サービスは、以下の機能を提供します。 

 

① 一般利用者向け 

１） ログイン認証機能 

項目 説明 

ログイン認証 メールアドレス、パスワードによる認証を行う 

 

２） ストレージ連携設定機能 

項目 説明 

ストレージ認証 コピロボのユーザーアカウントと Box のユーザ

ーアカウントとの連携設定を行う 

 

３） ストレージフォルダ機能 

項目 説明 

フォルダ一覧表示 Box 内のフォルダの一覧を表示 

集計設定 指定フォルダ以下の集計機能の有効化を行う 

 

４） 集計フォルダ管理機能 

項目 説明 

集計フォルダ一覧表示 テナント内で集計機能を有効化したフォルダの

一覧を表示 

新規登録 対象フォルダを選択して、対象フォルダ以下の集

計設定の有効化を行う 

編集 集計設定の変更を行う 

削除 集計設定の削除を行う 

復元 集計設定の復元を行う 

 

５） ログ機能 

項目 説明 

集計連携処理状況 テナント内の集計ログを表示 
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６） Box 統合機能 

項目 説明 

集計設定 Box 内の「統合」メニューより、指定フォルダの

集計機能の有効化を行う 

集計連携処理状況 Box 内の「統合」メニューより、指定フォルダの

集計ログを表示する 

 

７） アカウント管理機能 

項目 説明 

プロフィール ユーザ名の変更を行う 

パスワード パスワードの変更を行う 

ストレージ連携設定 コピロボのユーザーアカウントと Box のユーザ

ーアカウントとの連携設定を行う 

全般オプション ホームページ、1 ページ当たりの表示数の変更を

行う 

 

８） Excel ファイル集計機能 

機能名 予約名 単票 

※1 

一覧 

※2 

基本 _PD_Table  〇 

_PD_Reference  〇 

_PD_Key 〇  

導出項目 _PD_Value_UserName 〇 〇 

_PD_Value_UserID 〇 〇 

_PD_Value_Datetime 〇 〇 

_PD_Value_FileUrl  〇 

複雑な書式 _PD_Format  〇 

選択的な修正 _PD_Filter  〇 

順序付きの集計 _PD_Sort  〇 

キーごとに分類 _PD_Category  〇 

選択的な集計表の自動作

成 

_PD_Split  〇 

_PD_Split_Filter  〇 

_PD_Split_Template  〇 

_PD_Split_Def  〇 

_PD_Split_Target  〇 

 

キーによる集約結果表作成 _PD_Merge_Key  〇 

_PD_Merge_Template  〇 
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_PD_Merge_Output  〇 

_PD_Merge_ID ◎※3 ◎※3 

_PD_Merge_Table   

_PD_Merge_Reference   

集計表からの 

単票作成 

_PD_Create  〇 

アクションコマンド実行 _PD_Action 〇 〇 

シートの保護 _PD_ProtectStatus 〇  

_PD_UnprotectedItemMatrix 〇  

シートの非表示 _PD_VisibleStatus 〇  

_PD_InvisibleSheetMatrix 〇  

※1 「単票」は、予約名の設定対象が単票であることを示します。 

※2 「一覧」は、予約名の設定対象が一覧表であることを示します。 

※3 「◎」は、テンプレートファイルが設定対象です。 

 

② テナント管理者向け 

１） テナントユーザ管理機能 

項目 説明 

テナントユーザ一覧表示 テナント内のすべてのユーザを表示 

仮ユーザ登録 仮ユーザ登録を行う 

テナント管理者 テナント管理者権限の付与・削除を行う 

ライセンス管理 利用者権限の付与・削除を行う 

パスワードリセット ユーザへパスワード再設定用のメール送信を行う 

ユーザ削除 ユーザの削除を行う 

 

２） 利用ストレージ管理機能 

項目 説明 

ストレージ登録 コピロボと Box の API 連携を行う 

連携ユーザ登録 コピロボの集計アカウント（連携ユーザ）と Box のユーザーア

カウントとの連携設定を行う 

利用者管理 登録ストレージへライセンス（利用者権限）を付与されたユーザ

の招待を行う 

連携削除 テナント内のすべての設定の削除を行う 

 

３） テナント全般設定機能 

項目 説明 

メールテンプレート 登録ストレージへユーザを招待する際の招待メールやユーザへ

パスワード再設定用のリセットメールのテンプレートの設定を

行う 
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4. 動作環境 

 本システムは、以下の環境で動作を確認しています。 

OS WEB ブラウザ 

Windows Edge 

   ※JavaScript および Cookie の設定は、必須です。 

 

5. 当社からの提供物 

  数量 提供時期 提供方法 備考 

開通案内書 1 利用開始日 メール  

マニュアル 

（管理者用・利用者用） 
1 利用開始日 メール 

開通案内書に記載のURLか

らダウンロード 

 

6. サポート 

  (1)対応窓口：AXLBOX サービス事務局 

  (2)操作等に関する問い合わせ先 

    Email：開通案内書に記載のメールアドレス  

    対応時間：  営業時間内（平日：9:30～18:00） 

        ※年末年始の休業につきましては当社 HP（https://axlbit.com/）に記載します 

 

7. バックアップおよび設備保守 

(1) 利用者が、当社の管理するサーバに保存しているデータについては、当社はバックアップの義

務を負わないものとします。 

(2) 当社は、「当社利用の設備等」の障害発生時の復旧に供する為、利用者のデータを含め設備の

全ての記録内容についてのバックアップ作業、移動および削除をすることができるものとします。

当社が作成するバックアップデータは、当社の責任と管理のもとで厳重に運用され、「当社利用の

設備等」の復旧以外の目的には使用しないこととします。当社が作成するバックアップデータは、

前項の利用者の管理によるバックアップデータを補完するものではなく、また「当社利用の設備

等」の復旧を完全に保証するものではありません。 

(3) 当社は、「当社利用の設備等」に障害が発生し当サービスが正常に利用できなくなった場合は、

前項のバックアップデータをもとにすみやかに復旧に努めます。ただし、前項のバックアップデ

ータから当サービスが停止するまでの間に利用者が入力されたデータは当社では保証しておりま

せんので、利用者または管理者により再度入力していただくことになります。 

 

8. サービス停止時間 

 システムメンテナンスのため毎日深夜 1時から 4時までの 3時間、サービスを停止します。 

 

9. トライアル利用 

   (1)利用期間はアカウント発行後 30 日間となります。 

https://axlbit.com/
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※プランは、5 ユーザプランとなります。 

 

 

 

附則 

2020 年 1 月 1 日 制定 

-以上- 
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別紙２ 
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本個別サービスの利用期間・利用料金は、次のとおりとします。 

 

1.利用期間 

 1 ヶ月間  

 

2.利用単位 

 １法人企業毎の契約 

 

3.利用料金 

 各プラン利用料 

プラン名 初期費用 月額費用 備考 

5ユーザプラン ¥0 ¥45,000 5ユーザまでご利用できます 

10ユーザプラン ¥0 ¥57,000 10ユーザまでご利用できます 

20ユーザプラン ¥0 ¥78,000 20ユーザまでご利用できます 

30ユーザプラン ¥0 ¥96,000 30ユーザまでご利用できます 

40ユーザプラン ¥0 ¥111,000 40ユーザまでご利用できます 

50ユーザプラン ¥0 ¥126,000 50ユーザまでご利用できます 

75ユーザプラン ¥0 ¥165,000 75ユーザまでご利用できます 

100ユーザプラン ¥0 ¥198,000 100ユーザまでご利用できます 

150ユーザプラン ¥0 ¥264,000 150ユーザまでご利用できます 

200ユーザプラン ¥0 ¥318,000 200ユーザまでご利用できます 

300ユーザプラン ¥0 ¥429,000 300ユーザまでご利用できます 

400ユーザプラン ¥0 ¥519,000 400ユーザまでご利用できます 

500ユーザプラン ¥0 ¥589,500 500ユーザまでご利用できます 

メール連係オプション 
¥0 

ユーザプラ

ンの 30% 

 

 

    ※価格は税抜き価格となります。 

    ※利用開始月は無償提供、翌月 1日から有償提供となります。 

    ※ご利用には別途「Box」のご契約が必要です。 

    ※メール連係オプションは、ユーザプランへのお申込みが必須となります。 

     

附則 

2020 年 1 月 1 日 制定 

2021 年 1 月 12 日 改定 

 

以上 
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 AXLBOX特別規約 

 

第１条（目的） 

本規約は、代理店または販売店をとおして当社と利用契約を締結した契約者について、ＡＸＬＢＯ

Ｘ約款およびＡＸＬＢＯＸ約款にもとづく個別規約等の特則を定めるものです。 

 

第２条（定義） 

１．本規約において特に定める場合を除き、本規約において用いる用語の定義は、ＡＸＬＢＯＸ約款に

定めるところに従います。 

２．本規約において使用する用語の定義は次表の定めるとおりとします。 

用語 定義 

(1) 本規約 「AXLBOX 特別規約」をいいます。 

(2) 代理店 本サービスの利用契約について、当社を代理して契約申込者と利用契約を

締結する権限を当社から与えられた法人をいいます。 

(3) 本サービス利用証

書 

本サービスの利用権を化体した当社発行にかかる証書をいいます。 

(4) 販売店 本サービス利用証書を第三者に再売買する権限を当社から与えられた法人

をいいます 

(5) 本サービス利用証

書購入者 

本サービス利用証書を販売店より購入した者をいいます。 

 

第３条（代理店経由の場合の特則） 

契約申込者が代理店との間で利用契約の締結行為をした場合には、次に掲げる事項は、ＡＸＬＢＯ

Ｘ約款、個別規約等の定めにかかわらず、当該利用契約の締結行為時に個別に合意した内容が利用

契約の内容となるものとします。 

(1) 利用期間 

(2) 利用期間の自動更新の有無および自動更新がある場合には自動更新後の利用期間 

(3) 解約申入書の提出時期 

(4) 利用料金の金額 

(5) 利用料金の支払方法 

 

第４条（販売店経由の場合の特則） 

１．本サービス利用証書購入者が本サービス利用証書の利用権を行使する意思表示を当社に通知した場

合には、当社は、当該意思表示の通知をもってＡＸＬＢＯＸ約款第５条に規定する利用契約の申込

みを行ったものみなして取り扱うものとします。 

２．本サービス利用証書購入者と当社の間で利用契約が成立した場合には、次表左欄に掲げる事項は、

ＡＸＬＢＯＸ約款、個別規約等の定めにかかわらず、同表右欄に規定するとおりとします。 
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事項 特則 

(1) 利用期間 ＡＸＬＢＯＸ約款第７条第１項の規定にかかわらず、本サービス利用証書

に規定するとおりとします。 

(2) 利用期間の自動更

新の有無 

ＡＸＬＢＯＸ約款第７条第２項の規定にかかわらず、利用期間の自動更新

はないものとします。 

(3) 契約者による利用

契約の解約 

ＡＸＬＢＯＸ約款第８条の規定にかかわらず、契約者が利用期間中に利用

契約の全部または一部を解約することはできないものとします。 

(4) 利用料金 販売店に対する本サービス利用証書の購入価格の支払いをもって利用料金

が支払われたものとみなし、ＡＸＬＢＯＸ約款第１６条および第１７条の

規定は適用しないものとします。 

(5) 当社の責任 ＡＸＬＢＯＸ約款第２２条第５項中「利用料金の１か月分に相当する金額」

とあるのは、次の計算式で算出される金額に読み替えるものとします。 

金額＝本サービス利用証書の購入価格÷本サービス利用証書に記載された

利用期間 

 

第５条（本規約の変更） 

当社はいつでも本規約を変更することができるものとします。変更後の本規約の内容は、当社所定

の方法によって、契約者に通知するものとします。 

 

附則 

2020 年 1 月 1 日 制定 

以上 


