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－サブスクリプション・フリーミアム・シェアリングエコノミー等－

「知らなかった」で
失敗しないために！
サブスクリプションなど、新たなビジネスモデルの
特徴とメリット・デメリットを紹介

◆

顧問先等から相談を受けた際に押さえておくべき
法規制や会計・税務上の留意点を解説

◆

サブスクリプション等を活用した新規サービスの
立ち上げに数多く関与している弁護士・公認会計
士・税理士が編集・執筆

◆

サブスクビジネスを
めぐる法律実務

内容を一部変更することがありますので、
ご了承ください。

掲　載　内　容

 第１章  基礎知識

第１　サブスクリプションサービス

〔１〕 サブスクリプションサービスとは
〔２〕 サブスクリプションサービスと定額

制サービスの違いは
〔３〕 サブスクリプションサービスの主な

類型とメリット・デメリットは
〔４〕 サブスクリプションサービスをめぐる

法規制の概要は
〔５〕 サブスクリプションサービスの今後は

第2　フリーミアム

 〔６〕 フリーミアムとは
 〔７〕 フリーミアムの主な類型とメリット・

デメリットは
 〔８〕 フリーミアムのマネタイジングの

方法は
 〔９〕 フリーミアムをめぐる法規制の概要は

第３　シェアリングエコノミー

〔１０〕シェアリングエコノミーとは
〔１1〕 シェアリングエコノミーの主な類型

とメリット・デメリットは
〔１2〕 シェアリングエコノミーをめぐる法

規制の概要は

第4　SaaS

〔１3〕 SaaSとは
〔１4〕 SaaSとライセンスの違いは
〔１５〕 SaaSの主な類型とメリット・デメリットは
〔１6〕 SaaSをめぐる法規制の概要は

 第2章  法務上の留意点

第1　ビジネススキーム別法務上の留意点

１　サブスクリプションサービス

〔１7〕 サブスクリプションの法的定義は
〔１8〕 サブスクリプション契約における

利用期間は
〔１9〕 課金制度の類型は
〔２０〕 サブスクリプションサービスの広告

表示に関する留意点は
〔２１〕 未成年者が利用する場合の留意点は
〔２2〕 ポイント制の課金制度を導入する

場合は

〔２3〕 定額利用料の値上げを検討する
場合は

〔２4〕 提供するサービスによって会員種別
を設ける場合は

〔２5〕 初回無料・割引等のサービスを実施
する場合は（適用期間・自動更新・
解約）

〔２6〕 利用料金は据え置いてサービスの
内容を変更する場合は

〔２7〕 利用者が課金プランを変更する
場合は

〔２８〕 利用者に返金やクーリング・オフを
求められた場合は

〔２９〕 サブスクリプションサービスを終了
する場合の留意点は

〔３０〕 サービス解約後の権利関係は

2　フリーミアムサービス

〔３１〕 フリーミアムサービスにおいて課金
制度を導入する場合の留意点は

〔３2〕 フリーミアムサービスの広告表示
に関する留意点は

〔３3〕 フリーミアムサービスを終了する
場合の留意点は

3　シェアリングエコノミーサービス

〔３4〕 シェアサービス提供者の保護・育成
の方法は

〔３５〕 シェアサービスの提供者と利用者
の間の取引を監視する方法は

〔３６〕 損害が発生した場合のシェアサービス
事業者の責任は

〔３７〕 シェアサービスを終了する場合の
留意点は

第2　サービス類型別法務上の留意点

1　ITサービス

〔３８〕 クラウド会計システムの留意点は
〔３９〕 オフィスツール・グループウェア

サービス（IT業務効率化サービス）
の留意点は

〔４０〕 動画配信サービスの留意点は
〔４１〕 マーケティングオートメーション

サービス（CRM、MAツール）の
留意点は

〔４２〕 電子署名ツールの留意点は
〔４３〕 コミュニケーションツールの留意点は
〔４４〕 ノーコード・ローコードサービスの

留意点は
〔４５〕 セキュリティ対策ツールの留意点は

2　美容・ファッション

〔４６〕 洋服の定額借り放題サービスの
留意点は

〔４７〕 高級バッグ・腕時計の定額レンタル
サービスの留意点は

〔４８〕 美容院の定額通い放題サービスの
留意点は

〔４９〕 定期配送シャンプーサービスの
留意点は

3　モビリティ

〔５０〕 自転車乗り放題サービスの留意点は
〔５1〕 月額自動車乗り放題サービスの

留意点は

4　ホーム＆オフィス
〔５２〕 置き型社食サービスの留意点は
〔５３〕 コーヒー提供サービスの留意点は
〔５４〕 シェアオフィスサービスの留意点は
〔５５〕 住居住み放題サービスの留意点は
〔５６〕 家具利用サービスの留意点は
〔５７〕 花の定期提供サービスの留意点は

 第3章  会計・税務上の留意点

第１　会計上の留意点

〔５８〕 サブスクリプションサービスの会計
処理を検討する上での基本的な
考え方・留意点は

〔５９〕 新収益認識基準の適用上の留意点は
〔６０〕 ライセンスの供与に関する会計

処理は

第2　税務上の留意点

〔６１〕 サブスクリプションに関する法人税
の取扱いは

〔６２〕 サブスクリプションに関する消費税
の取扱いは

〔６３〕 シェアリングエコノミーにおける
所得税の取扱いは

〔６４〕 シェアリングエコノミーによって
提供されるサービスは所得税の
課税対象になるか

〔６5〕 民泊サービスと所得区分の関係は

 第4章  新しいサブスクビジネス

〔６６〕 専門家相談サービス（専門家×サブ
スクリプション）

〔６７〕 交通機関乗り放題サービス（移動
手段×サブスクリプション）

〔６８〕 インターネット記事の読み放題
サービス（フリーミアム×サブスク
リプション）

〔６９〕 家事代行のマッチングサービス
（サブスクリプション×シェアリング
エコノミー）

〔７０〕 フィットネス機器の販売と動画配信
サービス（サブスクリプション×商品
販売）
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