スポーツナビ Do 利用規約（ユーザー向け）
第1条
1.

（目的）

この規約（以下「本規約」といいます）は、ワイズ・スポーツ株式会社（以下「当社」
といいます）が提供する、本サービス（次条 3 号で定めます）の利用に関して、当社と
会員（次条７号で定めます）との間で締結する本サービスの利用契約（以下「本契約」
といいます）の条件に関して定めるものであり、当社と会員に適用されます。

2.

本規約の内容と、本規約外における本サービスの説明等とが異なる場合には、本規約上
で別段の定めの無い限り、本規約の規定が優先して適用されるものとします。

第2条

（定義等）

本規約において共通して使用する語句および用語の定義は、以下のとおりとします。
(1) 「スポーツナビ」とは、当社がヤフー株式会社から運営業務を受託して、スポーツ
関連情報を提供するウェブサイト（https://sports.yahoo.co.jp/）をいいます。
(2) 「スポナビ Do」とは、当社がスポーツナビ内において提供するサービス「スポー
ツナビ Do」をいいます。
(3) 「本サービス」とは、当社がスポナビ Do 内において提供する第 5 条（本サービス
の提供）各号に定めるサービスをいいます。
(4) 「マイページ」とは、本サービスのうち、第 12 条（マイページ）に定める内容を
提供する会員向けサービスをいいます。
(5) 「ユーザー」とは、インターネットその他の通信手段または電磁媒体を通じてスポ
ーツナビを利用する者をいいます。なお、ユーザーが閲覧、使用する際の端末機器
は問いません。
(6) 「主催者」とは、法人、個人を問わず第 9 号に定めるイベント・大会の運営主体を
いいます。
(7) 「会員」とは、本規約に同意のうえ、第 3 条（契約の成立）の定めに従い、本サー
ビスの利用を申し込み、当社との間で本契約が成立したユーザーをいいます。
(8) 「参加者」とは、第 10 号に定めるイベント・大会エントリーを利用して次号に定
めるイベント・大会の参加の申込みをした会員をいいます。
(9) 「イベント・大会」とは、本サービスに掲載するスポーツイベントまたはスポーツ
大会をいいます。
(10) 「イベント・大会エントリー」とは、第 6 条に定めるイベント・大会への参加申込
みを受け付けるサービスをいいます。
(11) 「イベント・大会情報」とは、イベント・大会に関する情報（大会概要、参加条件、
参加人数、参加費、参加申込受付期間、大会イメージ画像およびその他の情報）を
いいます。
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(12) 「参加費」とは、主催者がイベント・大会ごとに定めるエントリー費用およびその
他イベント・大会の参加にかかる費用（次号に定める手数料を除きます）をいいま
す。
(13) 「手数料」とは、参加者が、当社に対し、イベント・大会エントリーを利用するた
めに、当社の別途定める料金表に従い支払う費用をいいます。
(14) 「会員情報」とは、会員が本サービスの利用申込み時に登録した情報、イベント・
大会エントリーを利用するにあたり登録した情報（氏名、メールアドレス、電話番
号、年齢、参加種目その他イベント・大会に参加するために必要な参加者に関する
情報等）
、およびマイページに登録した会員に関する情報をいいます。
(15) 「アカウント情報」とは、次条（契約の成立）第 1 項の本サービス申込み時に会員
が任意に設定した ID 等の情報をいいます。
(16) 「投稿情報」とは、会員が、マイページを利用して配信する情報（アクティビティ
記録、コメント、メッセージ、写真、動画、画像、イラスト等を含みますが、これ
らに限られません）をいいます。
(17) 「フォロワー」とは、会員が、自己の投稿情報の閲覧、マイページへのコメントの
書き込み、更新状況の把握等を行うことを承認した他の会員をいいます。
(18) 「フォロー」とは、会員が、他の会員に対し、当該他の会員のマイページへの投稿
情報の閲覧、コメントの投稿、更新状況の把握等をすることができる権限を得るこ
とをいいます。
第3条
1.

（契約の成立）

本サービスの利用を希望するユーザー（以下「利用希望ユーザー」といいます。）は、
本規約の内容を十分理解し、本規約に同意し、当社所定の方法によりアカウント情報を
設定のうえ本契約を申し込むものとします。

2.

利用希望ユーザーは、前項の申込み時に当社に提供する情報が、正確かつ最新の内容で
あることを当社に対し表明し、かつ、保証するものとします。

3.

当社が、利用希望ユーザーに対して、第 1 項の申込みについて申込手続を完了した旨の
表示をし、または第 24 条（当社からの通知）に定める方法により承諾したときに、当
社と利用希望ユーザーとの間で、本契約が成立し、利用希望ユーザーは会員となるもの
とします。

4.

会員は、本契約成立後、自己のアカウント情報を入力することにより本サービスの提供
を受けることができるものとします。

第4条
1.

（申込みまたは登録の拒否・取消し）

利用希望ユーザーが、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、当社
は当該利用希望ユーザーの申込みを承諾せず、または承諾を取り消すことができもの
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とします。
(1) 他の人物（架空の人物を含みます。以下本条において同じです）になりすまして申
込みを行った場合
(2) 提供したアカウント情報に虚偽の申告、誤記、または記入漏れ等がある場合
(3) 本規約に違反し、過去に利用停止を受けたことがあるまたは現在利用停止中の者
である場合
(4) 本サービスを悪用する目的をもって申込みをしたと当社が判断した場合
(5) その他当社が不適切な申込みをしたと判断した場合
2.

当社は、会員が次の各号に該当すると判断した場合には、何らの通知または催告をする
ことなく当該会員による本サービスの利用停止、当該会員のアカウント情報の取消し
等必要な措置を行うことができるものとします。これにより会員に何らかの損害が生
じたとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
(1) 法令や本規約等に違反する行為を行った場合
(2) 本サービスを利用するにあたり他の人物になりすます等の不正行為があった場合
(3) 破産もしくは民事再生手続の申し立てを受け、または会員自らがそれらの申し立
てを行うなど、会員の信用不安が生じた場合
(4) 第 22 条（本サービス利用の順守事項、表明保証等）に違反し、またはそのおそれ
がある場合
(5) 会員情報に虚偽の事実があることが判明した場合
(6) その他、当社が当該会員によるサービスの利用停止または当該会員の会員資格の
取消しを行うことが適当である場合

第5条

（本サービスの提供）

当社は、会員に対し、本サービスとして以下に定めるサービスを提供します。
(1) イベント・大会エントリー
(2) マイページ
(3) その他前各号に関連して当社が任意に追加するサービス
第6条
1.

（イベント・大会エントリー）

会員は、本サービス内に申込み可能なイベント・大会として掲載されたイベント・大会
について、イベント・大会エントリーを利用して、参加申込みをすることができます。
ただし、主催者の事情により予告なくイベント・大会の申込期間が変更となる場合があ
ります。

2.

会員は、参加を希望するイベント・大会の参加申込みページから必要な情報を入力のう
え、イベント・大会の参加申込みを行うものとします。

3.

当社は、イベント・大会の中止・変更その他イベント・大会エントリー以外の一切のイ
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ベント・大会に関する事項につき、会員に対して責任を負うものではなく、会員はこれ
を承諾するものとします。

4.

会員によるイベント・大会の参加手続は、第 9 条に定める参加費および手数料につい
て、当社に対する支払いが完了したことをもって成立するものとします。

第7条
1.

（参加者登録等）

イベント・大会の参加申込み手続は、参加者となる会員本人または参加者から依頼さ
れた代理人（参加者の法定代理人を含みます。以下同じです。）が行うものとしま
す。

2.

参加者となる会員またはその代理人は、イベント・大会の参加申込みに必要な情報を、
正確に入力するものとします。万一、会員またはその代理人が入力した情報について虚
偽の申告、記入漏れまたは誤記等があったため、参加申込み手続が完了しなかった、ま
たは参加証などの配布物の送付ができなかった場合については、当社は一切責任を負
いません。

3.

前項に定める場合のほか、参加者の責に帰すべき事由により、参加者に、イベント・大
会に参加できない等何らかの損害、トラブル等発生した場合について、当社は一切責任
を負いません。

第8条
1.

（イベント・大会情報）

本サービスに掲載しているイベント・大会情報は、掲載時点で当社が主催者から提供さ
れた情報であり、当社は当該情報の完全性、不変性、正確性等を保証するものではあり
ません。

2.

会員は、本サービスに掲載していないイベント・大会情報や本サービスに掲載している
イベント・大会情報の意味内容については、主催者に直接お問い合わせください。

第9条
1.

（参加費等の支払い）

当社は、主催者から参加者の参加費の代理受領権を付与されております。そのため、会
員は、イベント・大会の参加申込みにあたり、参加費および手数料を合算した金額を、
所定の方法により、所定の期日までに当社に支払うものとし、当社はかかる参加費につ
いて、参加者に代わって主催者に支払います。

2.

参加者が参加費および手数料を所定の期日までに支払わない場合には、会員によるイ
ベント・大会の参加手続は無効となり、当社はこれにより参加者に何らかの損害等が生
じた場合でも一切責任を負いません。

3.

イベント・大会の中止等の参加者への告知義務は、主催者が負うものとなっており、主
催者から特に依頼を受けた場合を除き、当社は、イベント・大会の中止等の告知は行い
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ません。
4.

イベント・大会の中止等による参加者への参加費の払い戻し等は、イベント・大会ごと
の要綱や規約の定めに従い、主催者の判断で行われ得るものであり、当社は参加者に対
し、参加費の払い戻し等は一切行いません。

第10条 （キャンセル・変更等）
1.

参加者は、イベント・大会の参加手続成立後の参加者都合によるキャンセルは一切でき
ないものとします。

2.

参加者は、イベント・大会の参加手続成立後の参加者の変更等については、主催者が特
に認めている場合を除き、行うことができません。主催者がイベント・大会の参加手続
成立後の参加者の変更等を認めている場合は、参加者は、主催者のサイトおよび主催者
の定める規約等に従い、当該主催者との間で直接変更等の手続を行ってください。

第11条 （ポイント）
当社は、イベント・大会エントリーを利用する会員に対し、当社が別途定めるポイント
を付与するものとし、詳細は、別途当社が定める「ポイントサービスについて」による
ものとします。
第12条 （マイページ）
当社は、会員に対し、次の各号に掲げる事項を内容とするマイページを提供し、会員は
これらのサービスを当社が提供する形式のまま、利用することができるものとします。
(1) 会員のイベント・大会への参加申込み状況・参加履歴等の閲覧
(2) イベント・大会情報の閲覧
(3) 自己のアクティビティ情報の投稿・記録・管理
(4) 他の会員のアクティビティ情報の閲覧
(5) 他の会員とのコミュニケーションツールの利用
(6) 前各号の機能に関連して当社が任意に追加・変更する機能
第13条 （アカウント情報の管理等）
1.

会員は、自己の責任において、アカウント情報を適切に管理し、アカウント情報の盗用
を防止する措置を講じなければなりません。

2.

当社は、登録されたアカウント情報を用いたマイページへのアクセスまたは本サービ
スの利用があったときは、当該アカウント情報を登録した会員による正当なアクセス
または利用とみなすことができ、会員が前項の管理および措置を怠ったことによるア
カウント情報の盗用、不正使用その他の事故については、当社の故意または重過失があ
る場合を除き、一切責任を負いません。

YS-21

3.

当社は、会員以外の者によるアカウント情報の盗用、不正使用の恐れがあると判断した
場合には、当該アカウント情報を登録した会員によるマイページへのアクセスまたは
本サービスの利用の全部または一部を停止・制限することができるものとします。

4.

会員は、自己のアカウント情報の盗用、不正利用またはそれらのおそれがある場合には、
直ちにその旨を当社に報告し、アカウント情報の変更を行うものとします。

第14条 （アクティビティ情報の投稿・記録・管理）
1.

会員は、マイページ上で自己のランニング、スイム、ウォーク、自転車等のスポーツ活
動内容（距離、時間、日記、写真等）の投稿、記録を行うことができます。

2.

会員は、自己の投稿情報の管理・削除・修正等を自己の責任のもと行うものとします。

3.

会員は、自己の投稿情報を、マイページから閲覧することができます。

4.

会員は、自己の投稿情報を他の会員に公開することができます。

5.

会員は、公開設定をした他の会員の投稿情報を閲覧することができます。

第15条 （マイページの公開設定）
1.

会員は、他の会員に対してマイページの投稿情報の公開範囲の設定（公開、会員のフォ
ロワーのみに公開または非公開）を行うことができます。

2.

前項において、公開の設定をした場合には、他の会員すべてにマイページの投稿情報が
公開されます。

3.

第 1 項において、フォロワーのみ公開と設定した場合には、フォロワーとして承認した
会員に対してのみマイページの投稿情報が公開されます。

4.

第 1 項において、非公開と設定した場合には、他の会員にマイページの投稿情報は公開
されません。

5.

会員はいつでも第 1 項の設定を変更できます。

第16条 （他の会員とのコミュニケーションツールの利用）
1.

会員は、フォロワーのみ公開と設定された他の特定の会員のマイページの投稿情報を
閲覧したい場合には、当該他の会員にフォロー申請を行うことができます。

2.

前項のフォロー申請が当該他の会員により承認された場合、会員は、当該他の会員のフ
ォロワーとなることができます。

3.

会員は、自己のフォロワーの承認設定（自動で承認または確認して承認）を選択するこ
とができます。

4.

会員が、前項の設定を自動で許可とした場合、他の会員からフォロー申請がされた場合
には、そのままフォローが承認されたものとをみなされ、当該他の会員に対して、マイ
ページの投稿情報が公開されます。

5.

会員が、第 3 項の設定を確認して承認とした場合には、他の会員からフォロー申請がさ
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れた後、会員が当該申請を承認しなければマイページの投稿情報は当該他の会員に公
開されません。
6.

会員は、他の会員のフォローの解除ができます。この場合、当該他の会員の投稿情報の
閲覧等ができなくなります。

7.

会員は、フォロワーの解除ができます。この場合、フォロワーを解除した会員に対して
マイページの投稿情報は非公開となります。

第17条 （投稿情報の利用等）
1.

会員は、当社に対して、投稿情報を当社またはヤフー株式会社の提供するサービスの広
告・宣伝および利用促進等のために必要な範囲で利用することを無償で許諾する（当社
およびヤフー株式会社に対する著作者人格権の不行使を含みます。）ものとします。

2.

会員は、他の会員の許諾を得ることなく、当該他の会員の投稿情報を利用（複製、ダウ
ンロード、加工又は転載を含みますが、それに限られません。）しないものとします。

第18条 （禁止行為）
1.

会員は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1) 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上の拘束力のある行政措置に
違反する行為
(2) 当社または第三者の権利（著作権、著作者人格権、特許権、商標権、意匠権、実用
新案権、営業秘密、名誉権、肖像権、プライバシー権、パブリシティ権を含みます
が、これらに限られません。）を侵害しまたはそのおそれのある行為
(3) 暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等に
よる差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱用を誘引または助長する表現、
その他反社会的な内容を含み第三者に不快感を与える表現を配信する行為
(4) 性行為やわいせつな行為を目的とする行為、面識のない他の会員との出会いや交
際を目的とする行為、他の会員に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、そ
の他本サービスで本来予定している利用目的（イベント・大会エントリー、アクテ
ィビティ情報の投稿・記録・管理および他の会員との通常の交流）と異なる目的で
本サービスを利用する行為
(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、文書等を配信する行為、
またはこれらを収録した媒体を販売する行為
(6) 無限連鎖講またはマルチ商法等に関連する情報の配信行為
(7) 意図的に虚偽または誤解を招くような内容を含む情報を配信する行為
(8) 当社または第三者になりすます行為
(9) 当社、他の会員または第三者の個人情報、登録情報、利用履歴情報等を不正に収集、
開示または提供する行為
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(10) 有害なコンピュータープログラム等を当社、他の会員または第三者が受信可能な
状態におく行為
(11) 公序良俗に反する行為
(12) その他、当社が不適当と判断した行為
第19条 （退会）
1.

会員は、本サービスの利用を終了したい場合には、当社に対して退会申請を送信するこ
とにより、本契約を終了させ、本サービスの利用を終了することができます。

2.

会員が、前項の退会申請を送信することにより退会した場合には、当社はそれまで会員
が投稿・記録した情報をすべて消去することができます。

3.

前項により会員の投稿情報が削除された場合においても、それまでフォロワーとして
登録されていた他の会員のマイページ上には、退会するまでに閲覧することができて
いた会員の投稿情報はそのまま閲覧できる状態で残り、当社はその責任を負わないも
のとします。

第20条 （登録情報等の変更）
1.

会員は、当社に提供した情報に変更が生じる場合は、速やかに当社所定の方法により変
更手続を行うものとします。当社は、当該変更手続を怠ったことにより会員に生じた不
利益、損害等に対し一切の責任を負わないものとします。

2.

前項に定める変更手続がなされた場合でも、変更手続前にすでに成立したイベント・大
会の参加手続は変更手続前の情報に基づいて実施され、会員はこれを了承するものと
します。

第21条 （個人情報の取り扱い）
1.

当社は、会員の個人情報を当社の管理するデータベースにおいて管理いたします。

2.

当社は、当社が定めるプライバシーポリシーおよび本規約に従い会員の個人情報を取
り扱うものとします。

3.

当社は、会員の個人情報をイベント・大会への参加のため、配布物の送付、イベント・
大会等に関する情報の案内通知など本サービスの提供のために必要な範囲で主催者そ
の他の第三者に提供することができるものとし、会員はこれに承諾するものとします。

第22条 （本サービス利用の順守事項、表明保証等）
1.

会員は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める事項を順守するものとします。
(1) 本サービスを利用するために必要な機器、ソフトウエア等を自らの費用で準備す
ること（但し、当社は会員の準備した機器等で本サービスが利用できることを保証
するものではありません。
）
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(2) 自己の責任において適切に本サービスを利用するものとし、自ら作成・操作した利
用の結果についてすべて責任を負うものとすること。また、会員の不適切な操作の
結果、本サービスが停止もしくは故障した場合または機能不全に陥った場合、会員
は、当社に対してその被った損害を賠償すること
(3) 本サービスを、私的かつ非営利目的でのみ利用し、第三者に利用させないこと
(4) 本規約を順守して本サービスを利用すること
(5) 本規約および当社の定める基準を満たしているか判断するために必要な情報を、
当社の求めに応じ、適時に提供すること
(6) 当社が本サービスにおいて提供するシステム、コンピュータープログラムまたは
コンテンツ等を改変しないこと。また、当社が本サービスにおいて提供するシステ
ム、コンピュータープログラムまたはコンテンツ等について、リバースエンジニア
リング、逆コンパイルもしくは逆アセンブルを含む一切の解析行為を行わないこ
と
(7) 当社の許可なく「スポナビ」「スポナビ Do 」
「Sportsnavi」またはこれらに類似す
るサービスマーク、ロゴ、商号、著作権表示等を使用しないこと
(8) その他当社が不適切と判断する行為を行わないこと
2.

会員は、本契約の有効期間中、当社に対し、次の各号に定める事項を表明し、保証する
ものとします。
(1) 会員が本契約を有効に締結する権限を有していること
(2) 会員が本サービスに提供した投稿情報が第三者の著作権、著作者人格権、特許権、
商標権、意匠権、実用新案権、営業秘密、名誉権、肖像権、パブリシティ権、プラ
イバシー権、その他一切の権利を侵害しないこと

第23条 （会員の責任）
1.

会員による本サービスの利用に起因して、当社が第三者から著作権、著作者人格権、特
許権、商標権、意匠権、実用新案権、営業秘密、名誉権、肖像権、パブリシティ権、プ
ライバシー権、その他の権利を侵害するとしてクレーム（損害賠償の請求、使用差止の
請求など、その内容を問わず、また訴訟の係属の有無を問いません）を受けた場合、本
契約の有効期間中および本契約終了後も、会員の責任と費用により解決し、当社にいか
なる迷惑もかけないものとします。当該クレームによって当社に損害が生じた場合、会
員はこれを賠償するものとします。ただし、当該クレームが当社の故意または重過失に
よる場合は当社および会員は、誠実に協議して解決を図るものとします。

2.

会員は、本サービスの利用に関して、他の会員との間でトラブルまたは紛争等が生じた
場合、本契約の有効期間中および本契約終了後も、会員の責任と費用により解決し、当
社にいかなる迷惑もかけないものとします。当該トラブルによって当社に損害が生じ
た場合、会員はこれを補償するものとします。
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第24条 （当社からの通知）
当社から会員への通知は、あらかじめ登録のあった会員のメールアドレスにメールを
送信する方法、その他当社が適当と判断する方法により行うものとし、当該方法で実施
したことにより、当社からの通知が完了したものとみなします。
第25条 （免責）
1.

本契約における当社の責任は、本サービスの提供に限られ、本サービスの提供以外につ
いては、当社が別途定める場合を除き、一切の責任を負いません。

2.

会員は、本サービスは当社が現時点で提供可能な状態で提供するものであり、バグなど
の不具合が一切ないこと、本サービスおよび本サービスの利用が第三者の権利を侵害
しないこと、本サービスが会員の目的、要求および利用態様に適合すること、ならびに
会員による本サービスの利用が法令等に適合することおよび不具合が生じないこと等
について、当社が保証するものではないことを承諾するものとします。

3.

当社は、本サービスにバグなどの不具合がある場合、その修正または改善等を行うよう
努めるものとします。ただし、当社は、会員に対し当該不具合を完全に修正または改善
等する義務は負いません。

4.

当社は、会員が本サービスを利用し、または利用できなかったこと（当社による本サー
ビスの提供の中断、停止、終了、利用不能または変更、管理ページの利用による情報の
削除もしくは消失または機器の故障もしくは損傷等を含みますがこれらに限りませ
ん）
、その他本契約に関連して会員に生じた損害について、本規約に特に定めがある場
合を除き、一切賠償する責任を負いません。

5.

当社は、当社が本サービスの全部または一部を変更または廃止したことにより会員に
生じた損害について、一切責任を負いません。

6.

前各項のほか、当社は、当社の故意または重過失による場合をのぞき、本規約に基づき
行った行為により会員に何らかの損害が生じたとしても一切責任を負いません。

第26条 （当社による本サービス提供の中止または停止等）
1.

当社は、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、会員に何らの通知をすること
なく、会員の本サービスの利用を停止し、当該会員のマイページの全部または一部を非
公開にし、もしくはマイページのアクセス権限を停止するなど、本サービスの全部また
は一部の提供を中止または停止すること、またマイページ上に記録された情報の全部
または一部を削除することができるものとします。
(1) 会員による本サービスの利用態様が法令等または本規約に反する場合またはその
おそれがある場合
(2) 会員による本サービスの利用態様について他の会員から苦情が発生した場合また
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はそのおそれがある場合
(3) 本サービスを提供することが不適当であると当社が認めたとき
(4) 会員が当社に対して負う義務を履行しない場合またはそのおそれがある場合
(5) 会員の行為が第三者の生命、身体、名誉、財産等の権利利益を侵害した場合または
そのおそれがある場合
(6) 会員に第 32 条（解除、期限の利益の喪失等）第 1 項各号に定める事由が発生した
場合
2.

当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、会員に事前に通知したう
え、本サービスの提供を中止または停止することができるものとします。ただし、緊急
を要する場合または事前に通知することが不可能な場合は、事前の通知は行わず、事後、
速やかに当社が適当と判断する方法で通知すれば足りるものとします。
(1) 当社のシステムの保守または点検を行う場合
(2) 火災、停電、通信回線の事故または天災地変などの不可抗力により、本サービスの
提供が不可能となった場合
(3) 当社の提供するサービスの運用上または技術上、当社が必要と判断した場合
(4) 公権力による命令・処分・指導その他当社の責に帰することのできない事由により
本サービスの提供ができない場合

第27条 （権利義務の譲渡制限）
会員は、当社が別途認める場合を除き、本契約上の地位または本契約によって生じる権
利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならないものと
します。
第28条 （秘密保持）
1.

会員は、本契約の内容ならびに本契約を通じて知り得た当社の技術上または営業上の
情報（以下「秘密情報」といいます）を秘密として保持しなければならず、当社の事前
の書面による承諾なしに第三者に開示、提供もしくは漏えいし、または本契約上の権利
の行使もしくは義務の履行以外の目的で使用してはならないものとします。

2.

前項の規定にかかわらず、会員は、以下の各号の場合には、事前に当社に対しその旨を
通知した上で、秘密情報を開示することができるものとします。
(1) 法令等に基づく開示義務に従って公的機関からの請求に応じて開示する場合
(2) 本契約に基づく権利の行使、義務の履行またはその目的遂行に必要な範囲におい
て、自らの責任において、本契約と同等の秘密保持義務を課することを条件として、
弁護士、税理士等職務上の守秘義務を負う専門家に開示する場合

3.

第 1 項の規定に基づく秘密保持義務は、本契約の有効期間中および本契約終了後 2 年
間有効とします。
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第29条 （当社の賠償責任）
1.

本規約の定めにより当社の損害賠償責任が免責されている場合を除いて、当社の故意
または重過失により会員に損害が発生した場合、当社は、会員に対し、通常生ずべき範
囲の損害を賠償します。

2.

当社は、当社の選択により金銭的な補償に代えて当社のサービスの提供をもって会員
に対する損害の賠償とすることができるものとします。

第30条 （有効期間）
本契約は、第 4 条第 3 項に定める契約成立日に発効し、本サービスが終了するまで、ま
たは本契約が本規約に定める事由により終了するまで有効とします。
第31条 （中途解約）
当社は、会員に対して 2 週間前までに通知することにより、いつでも本契約の全部また
は一部を解約し、本サービスの提供を終了することができるものとします。
第32条 （解除、期限の利益の喪失等）
1.

当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知、催告なしに、直ちに
本契約の全部または一部につき、解除することができるものとします。
(1) 本規約に定める義務または表明保証に違反したとき
(2) 会員の信用状態が悪化したと当社が判断したとき
(3) 第三者から権利侵害のクレームを受けるなど、会員による本サービスの利用を当
社がふさわしくないと判断したとき
(4) 会員と連絡がとれなくなったとき、または会員の意思が確認できないとき
(5) 当社の信用を棄損し、またはそのおそれがあると当社が判断したとき
(6) 会員が死亡したとき
(7) その他、会員との契約を継続できないと当社が判断したとき

2.

前項に基づく契約の解除は、当社の会員に対する損害賠償の請求を妨げないものとし
ます。

第33条 （反社会的勢力の排除）
1.

会員は、次の各号のいずれかにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当
しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員および暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者
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(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6) 前各号の共生者
(7) その他前各号に準ずる者
2. 当社は会員が前項に違反している疑いがあると判断した場合、直ちに本契約および当社
と会員間に存在する他の契約を解除することができるものとします。
3. 前項に基づく契約の解除は、当社の会員に対する損害賠償の請求を妨げないものとしま
す。
第34条 （本契約終了時の措置等）
1.

本契約が終了した場合、当社は会員に対する本サービスの提供を停止いたします。

2.

当社は、本契約の終了時に、会員によるマイページのアクセス権限を停止し、マイペー
ジに記録された一切の情報の削除を行うことができるものとします。

3.

本契約終了時に、会員の当社に対する本契約に基づく未履行の債務がある場合には、当
該債務についてはその履行が完了するまで本規約の条件が適用されます。

4.

本契約終了後も、第 23 条（会員の責任）
、第 25 条（免責）、第 27 条（権利義務の譲渡
制限）
、第 28 条（秘密保持）
、第 29 条（当社の賠償責任）、第 32 条（解除、期限の利益
の喪失等）第 2 項、第 33 条（反社会的勢力の排除）第 3 項、本条（本契約終了時の措
置等）
、第 36 条（準拠法および合意管轄）の規定は有効に存続するものとします。

第35条 （本規約等の変更）
1.

当社は、いつでも本規約および本サービスの内容等を変更することができるものとし
ます。この場合、当社が適当と判断する方法により、当該変更を会員に告知します。な
お、当社は、当該変更が会員に重大な不利益を及ぼす場合には、事前告知期間を設ける
ものとします。

2. 会員は、前項の変更に同意しない場合、本サービスを退会することができます。会員が
本項に基づき退会せずに、引き続き本サービスを利用した場合、会員は、本規約または
本サービスの内容等の変更に同意したものとみなし、当該変更内容は、本契約の内容と
なります。
第36条 （準拠法および合意管轄）
本契約の成立、効力、履行および解釈については、日本法に準拠するものとし、本契約
に関する訴訟については、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一
審の専属的合意管轄裁判所とします。
2017 年 5 月 16 日改定
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2018 年 月 日制改定
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