Checkit 利用規約
本利用規約（以下「本規約」と言います。
）には、本サービスの提供条件及び当社とサービス契約者又はアカウント利
用者の皆様との間の権利義務関係が定められています。本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいた
うえで、本規約に同意いただく必要があります。なお、本サービスの利用を希望するお客様が、当社に対して本サービス
のご利用に関する申込書を提出した時点で、本サービスについて本規約の内容に同意したものとみなし、当社とお客様と
の間で本サービスの利用に関する契約（以下「サービス利用契約」といいます。
）が成立するものとします。

第 1 条（適用）
1. 本規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する当社とサービス契約者又はアカウント利用者との間
の権利義務関係を定めることを目的とし、サービス契約者又はアカウント利用者と当社との間の本サービスの利用に
関わる一切の関係に適用されます。
2. 本サービスの申込書及び当社が当社ウェブサイト上で随時掲載する本サービスに関する
「サービスサイト」
（https://checkit4team.com/）
、
「プロダクトサイト」
（https://checkit.tribalmedia.co.jp/）
、
「ヘルプデスク」
（https://empower.checkit4team.com/）
、
その他本サービスの利用に関わるルール、諸規定等は本規約の一部を構成するものとします。
3. サービス契約者は、アカウント利用者に本規約の内容を遵守させるものとし、アカウント利用者が本規約に違
反した場合はサービス契約者が違反したものとみなすものとします。

第 2 条（定義）
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「サービス利用契約」とは、本規約を契約条件として当社とサービス契約者の間で締結される、本サービスの利
用契約を意味します。
(2) 「知的財産権」とは、著作権（著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含む。
）
、特許権、実用新案権、意匠権、商
標権その他の知的財産権（それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。
）
を意味します。
(3) 「投稿データ」とは、サービス契約者及びサービス契約者が本サービスの利用を許可したアカウント利用者が本
サービスを利用して投稿、共有その他送信するコンテンツ（文章、プロフィールその他のデータを含みますがこ
れらに限りません。
）を意味します。
(4) 「当社」とは、
【株式会社トライバルメディアハウス】を意味します。
(5) 「当社ウェブサイト」とは、そのドメインが「【https://checkit4team.com】
」である、当社が運営するウェブサイ
ト（理由の如何を問わず、当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサ
イトを含みます。
）を意味します。
(6) 「サービス契約者」とは、第 3 条に基づいて本サービスの利用者としての登録がなされた法人・個人その他団体
を意味します。
(7) 「本サービス」とは、当社が提供する【Checkit】という名称のサービス（理由の如何を問わずサービスの名称又
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は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。
）を意味します。
(8) 「登録希望者」とは、第 3 条において定義された「登録希望者」を意味します
(9) 「登録情報」とは、第 3 条において定義された「登録情報」を意味します
(10) 「アカウント管理者」とは、サービス契約者内でアカウント利用者の登録及び削除を管理するサービス契約者の
担当者を意味します。
(11) 「アカウント利用者」とは、本サービスを利用するサービス契約者が、自身の責任により本サービスの利用を許
可した個人を意味します。なお、アカウント利用者には、本サービスを登録した個人であるサービス契約者が自
ら本サービスを利用する者が含まれます。
(12) 「ブックマーク」とは、インターネット上の頻繁に利用するウェブページの URL を記憶して、簡単に呼び出せる
ウェブブラウザ又はアプリケーションの機能を意味します。
(13) 前項に定める用語以外の用語については、本契約の各条項において、必要に応じて適宜定義をするものとしま
す。

第 3 条（登録申込み）
1. 本サービスの利用を希望する者（以下「登録希望者」といいます。
）は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社
の定める一定の情報（以下「登録情報」といいます。
）を記入した申込書を提出することにより、当社に対し、本サ
ービスの利用の登録を申請することができます。
2. 当社は、当社の基準に従って、第１項に基づいて登録申請を行った登録希望者（以下「登録申請者」といいます。
）
の登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合にはその旨を登録申請者に通知します。登録申請者のサービス契約
者又はアカウント利用者としての登録は、当社が本項の通知を行ったことをもって完了したものとします。なお、登
録の可否を判断する過程で、登録情報について、その事実を証明する書類を当社に対してご提示いただく場合があり
ます。また、登録情報の内容に虚偽、誤り又は記載漏れがあったことにより登録希望者に生じた損害について、当社
は一切責任を負いません。
3. 前項に定める登録の完了時に、サービス利用契約がサービス契約者又はアカウント利用者と当社の間に成立し、サー
ビス契約者又はアカウント利用者は本サービスを本規約に従い利用することができるようになります。
4. サービス契約者は、本サービスを利用させたい個人（以下「利用予定個人」といいます。
）に対して当社が指定する
アカウント利用者登録用 URL を送信し、当該利用予定個人が本条に基づく利用登録を行うことにより、アカウント利
用者として本サービスを利用させることができるものとします。この場合、当社と当該アカウント利用者との間で
は、本サービスの利用登録が完了した時点で本規約に関する合意が成立したものとします。なお、サービス契約者は
利用予定個人に対して本サービスの利用登録に必要な作業を周知、徹底させるものとし、利用登録がなされていない
利用予定個人が本サービスを利用したことによりサービス契約者に生じた損害について当社は一切責任を負わず、当
社又は第三者に生じた損害についてサービス契約者は責任を負うものとします。
5. 当社は、登録申請者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録及び再登録を拒否することがあり、ま
たその理由について一切開示義務を負いません。
(1) 当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
(2) 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の
同意等を得ていなかった場合
(3) 反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。以下同
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じ。
）である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する
等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合
(4) 過去当社との契約に違反した者又はその関係者であると当社が判断した場合
(5) 第 13 条(登録抹消等)に定める措置を受けたことがある場合
(6) 登録希望者について既に登録がある場合
(7) その他、登録を適当でないと当社が判断した場合

第 4 条（登録情報の管理）
サービス契約者又はアカウント利用者は、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅
滞なく当社に通知するものとします。

第 5 条（本サービス）
本サービスは、主にアカウント利用者がインターネット上に存在する様々なウェブサイトの URL をブックマーク
として登録し、これらのブックマークを他のアカウント利用者との間で共有する機能 を備え、かつブックマークの
登録状況等を含むアカウント利用者の本サービスの利用履歴分析をもとにアカウント利用者の興味に近しいものと
推定される内容のウェブページを紹介する機能を提供するオンラインネットワークサービスです。本サービスの詳
細については当社ウェブサイトで確認して下さい。なお、 ウェブサイト運営側の個々の事情により、本サービス内
に保存・共有した当該ウェブサイトへの URL が削除されることによりブックマークが機能しなくなる場合があるこ
とをサービス契約者及びアカウント利用者は事前に確認するものとし、当社はこれらの事情によりサービス契約者
又はアカウント利用者に生ずる不利益、損害につき一切責任を負わないものとします。

第 6 条（パスワード及びアカウント利用者 ID の管理）
1． サービス契約者が本サービスに登録できるアカウント利用者数は、サービス契約者が当社に対して申込みをした契約
プランが定めるアカウント利用者数を限度とします。
2． サービス契約者は、本サービス期間中に契約プランを変更(以下「契約内容変更」といいます。)する場合は、当社指
定の申込み方法により行うことができます。なお契約内容変更を希望する場合は、変更の効果が発生する月の前月
20 日(20 日が当社休業日の場合は前営業日)までにサービス契約者から当社に申し込むものとします。
3． サービス契約者が指定したアカウント管理者は、本サービスを利用するアカウント利用者に付与されるアカウント利
用者 ID につき、管理する権限及び義務を有します。サービス契約者及びアカウント管理者は当該アカウント利用者
に本規約の内容を遵守させると共に、随時アカウント利用者の本サービス利用状態等を確認、監督し、善良なる管理
者の注意をもってこれを管理するものとします。なお、一つのアカウント利用者 ID を複数人で共有して利用するこ
とはできません。
4. サービス契約者は、自己の責任において、本サービスに関するパスワード及びアカウント利用者 ID を適切に管理及
び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとしま
す。
5. アカウント利用者は、本サービスに関するパスワード及びアカウント利用者 ID を自己以外の第三者に利用させ、又
は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
6. パスワード又はアカウント利用者 ID の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責
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任はサービス契約者又はアカウント利用者が負うものとします。
7. 当社が指定するアカウント利用者登録用 URL の管理は、サービス契約者の費用と責任において行うものとし、当該登
録用 URL の流出、誤送信等によりサービス契約者及びアカウント利用者に損害が発生したとしても、当社は一切の責
任を負いません。

第 7 条（本サービスの期間）
本サービスのサービス期間は、第 3 条に定める本サービスの登録申込み時に定めたサービス利用開始日から 1 か月を経
過した日が属する月の末日までとします。ただし、サービス期間満了月の 20 日(20 日が当社休業日の場合は前営業日)ま
でにサービス契約者及び当社のいずれからもサービス期間の延長を拒絶する旨の書面による相手方への通知がなされない
ときは、サービス期間はさらに 1 か月の期間をもって延長されるものとし、以後も同様とします。また特別の定めがある
場合を除き、サービス契約者は本サービスの利用を開始して 3 か月に満たない期間で本サービスを解約することはできま
せん。

第 8 条（料金及び支払方法）
1. 本サービスのサービス利用料は、次の各号に定めるとおりとし、サービス契約者が当社に支払うものとします。な
お、サービス利用料は暦月の 1 日から末日までを 1 単位として計算し、暦月の途中から本サービスを登録又は解約し
た場合でも、当該月１ヶ月分のサービス料金をお支払頂くものとし、日割り計算は行いません。
<初期設定費用>
サービス契約者が当社に対して別途提出する申込み書類において特定される価格表記載の金額とします。原則とし
て本サービスの申込時にのみ申し受けます。
<サービス利用料（月額）>
サービス契約者が当社に対して別途提出する申込書類又は当社ウェブサイトにおいて特定される価格表記載の金額と
します。本サービスを利用する期間中に毎月申し受けます。
2. サービス契約者は、利用中のサービス内容に応じた金額を、当社所定の支払い期日及び方法にて当社が指定する金融
機関の口座に振込みにより支払うものとします。振込手数料等についてはサービス契約者が負担するものとします。
3. サービス契約者がサービス利用料その他の債務の支払を遅滞した場合、サービス契約者は年 14.6％の割合による遅
延損害金を当社に支払うものとします。
4. サービス契約者が本条に定めるサービス利用料その他の債務の支払いを怠ったときは、当社はサービス契約者への本
サービスの提供を停止することができるものとし、これによりサービス契約者及びアカウント利用者に損害が発生し
たとしても当該損害に対して当社は一切の責任を負いません。

第 9 条（禁止事項）
サービス契約者及びアカウント利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当
すると当社が判断する行為（以下「禁止行為」といいます。
）をしてはなりません。サービス契約者は、アカウント利用者
による禁止行為を発見した場合、すみやかに是正措置を行うものとします。なお、当社の判断により、サービス契約者又
はアカウント利用者に事前に通知することなく、禁止行為に該当すると判断した情報の全部又は一部を削除等することが
できるものとします。当社は、本項に基づき当社が行った措置に基づきサービス契約者及びアカウント利用者に生じた損
害について一切の責任を負いません。
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(1) 当社、サービス契約者、アカウント利用者、他のサービス契約者、外部事業者その他の第三者の知的財産権等、肖
像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害し、又は自己の利益を不正に得ようとする行為
（かかる結果を直接又は間接に惹起する行為を含みます。）
(2) 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
(3) 本サービスを通じ、以下に該当し、又は該当すると当社が判断する情報（当該情報を含むサイトの URL を含みま
す。
）を当社又は本サービスの他の利用者に共有又は送信すること
・暴力的又は残虐な表現を含む情報
・コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報
・フィッシング、ワームその他生命・身体・財産に危険な影響を与える情報
・当社、本サービスの他の利用者又はその他の第三者の名誉又は信用を毀損する表現を含む情報
・わいせつな表現を含む情報
・差別を助長する表現を含む情報
・自殺、自傷行為を助長する表現を含む情報
・薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報
・反社会的な表現を含む情報
・チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める情報
・他人に不快感を与える表現を含む情報
・異性交際に関する情報
(4) 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
(5) 第三者に成りすます行為や、本サービスの他の利用者の ID 又はパスワードを利用する行為
(6) アカウント利用者を含む他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報等を、不正に収集、開示又は提供する行為
(7) 技術的手段を使用して本サービスを不正に操作する行為、本サービスの不具合を意図的に使用する行為、同様の
質問を必要以上に繰り返す等、当社に対し不当な問い合わせ又は要求をする行為、その他当社による本サービス
の提供又は他のアカウント利用者による本サービスの使用を妨害し、これらに支障を与える行為
(8) 当社が事前に許諾しない本サービス上での、宣伝、広告、勧誘、または営業行為
(9) 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為
(10) 本規約もしくは法令に違反する又はそのおそれのある投稿データを投稿する行為
(11) 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
(12) 当社ウェブサイト上で掲載する本サービス利用に関するルールに抵触する行為
(13) その他、当社が不適切と判断する行為

第 10 条（本サービスの停止等）
1. 当社は、本サービスに係るコンピューター・システムの点検又はメンテナンス(以下、「システムメンテナンス」と
いいます。)の為に、本サービスの利用の全部又は一部を中断することができるものとします。この場合、当社はシ
ステムメンテナンス実施予定日までに、当社の定める方法により事前にサービス契約者に通知するものとします。
2. 当社は、前項にかかわらず、以下のいずれかに該当する場合には、サービス契約者又はアカウント利用者に事前に通
知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止又は中断することができるものとします。
(1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を緊急に行う場合
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(2) コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、ハッキング等により本サ
ービスの運営ができなくなった場合
(3) 突発的なシステム等の故障等が発生した場合
(4) 外部サービスに、トラブル、サービス提供の中断又は停止、本サービスとの連携の停止、仕様変更等が生じた場
合
(5) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変等の不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合
(6) 法令の改正・成立又は行政機関の命令・指導その他の行為により本サービスの運営ができない場合
(7) その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合
3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づきサービス契約者及びアカウント利用者に生じた損害について当社の
故意又は重過失によるものを除き一切の責任を負いません。

第 11 条（権利帰属）
1. 当社ウェブサイト及び本サービスに関する所有権及び知的財産権等は全て当社又は当社にライセンスを許諾している
者に帰属しており、本規約に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、本規約において明示されているものを除
き、当社ウェブサイト又は本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権等の譲渡又
は使用許諾を意味するものではありません。サービス契約者及びアカウント利用者は、いかなる理由によっても当社
又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権等を侵害するおそれのある行為（逆アセンブル、逆コンパイ
ル、リバースエンジニアリング、分析、不正競争防止法に抵触する行為を含みますが、これに限定されません。）を
しないものとします。
2. サービス契約者及びアカウント利用者は、投稿データについて、自らが投稿その他送信することについての適法な権
利を有しており、不正に自らの利益を図ることや、投稿データに含まれるリンク先ウェブサイトについて損害を与え
る目的を有していないこと、及び投稿データが第三者の権利を侵害していないことについて、当社に対し表明し、保
証するものとします。
3. サービス契約者及びアカウント利用者は、投稿データについて、当社及び当社から権利を承継し又は許諾された者に
対し、本サービスの提供に必要な範囲に限り、世界的、非独占的、無償、再許諾可能な使用、複製、配布、派生著作
物の作成、表示及び実行を許諾します。
4. サービス契約者及びアカウント利用者は、当社及び当社から権利を承継し又は許諾された者に対して著作者人格権を
行使しないことに同意するものとします。

第 12 条（本サービス内のデータ）
1． サービス契約者及びアカウント利用者が本サービスを利用する過程で、入力し保存した投稿データを含む全てのデー
タ及び情報（以下、
「利用データ」
）はサービス契約者の責任により管理されるものであり、当社は、本規約に基づき
サービス契約者から許諾された範囲及び本条に定める場合を除き、当社は利用データに関するいかなる権利も取得し
ません。
2． 当社は、サーバの故障・停止時の復旧の便宜に備えて利用データを任意でバックアップできるものとします。
3． 当社は、本サービスを提供するうえで、以下の目的の為に利用データに対してアクセスを行い、必要な場合はこれを
削除することができるものとします。
(1) 本サービスの安全な運営のため

6

(2) 本サービス又は提供ツールのシステム上の問題を防止するため
(3) サービス契約者より要請された本サービスのサポート上の問題を解決するため
(4) 当社が提供するサービスの改善・開発等を目的とした、調査、分析及び個人が特定できない態様の統計情報を
作成し利用又は開示するため
(5) 裁判所、捜査機関、行政機関等からの適法な手続による開示請求に対応するため
4． 本サービス契約の終了により、終了前にサービス契約者及びアカウント利用者が本サービスに入力・保存した全ての
利用データは削除されます。
5． 当社は、本条に基づいて行った措置により生じたサービス契約者及びアカウント利用者の損害について一切の責任を
負いません。

第 13 条（登録抹消等）
1. 当社は、サービス契約者又はアカウント利用者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は
催告することなく、投稿データを削除もしくは非表示にし、当該サービス契約者又はアカウント利用者について本サ
ービスの利用を一時的に停止し、又はサービス契約者又はアカウント利用者としての登録を抹消することができるも
のとします。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合
(2) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
(3) 支払停止もしくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始
若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
(4) 当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して【30 日】間以上応答がない場合
(5) 当社、他のサービス契約者、外部事業者、アカウント利用者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある
目的又は方法で本サービスを利用した、又は利用しようとした場合
(6) その他、当社が本サービスの利用又はサービス契約者又はアカウント利用者としての登録の継続を適当でない
と判断した場合
2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、サービス契約者は、当社に対して負っている債務の一切について当然に
期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりません。
3. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によりサービス契約者又はアカウント利用者に生じた損害について一切
の責任を負いません。

第 14 条（退会）
1. サービス契約者は、当社所定の手続により、本サービスの利用を解約し、自己のサービス契約者としての登録を抹消
することができます。
2. 退会にあたり、サービス契約者が当社に対して負っている債務がある場合は、サービス契約者は、当社に対して負っ
ている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりませ
ん。
3. ⒊アカウント利用者は、サービス契約者が退会した場合には当然に本サービスの利用の継続ができなくなるものと
し、それに基づく損害について当社は一切の責任を負いません。
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第 15 条（本サービスの内容の変更、終了）
1. 当社は、本サービスを全部又は一部終了し、本サービスの内容を全部又は一部変更し、又は本サービスについてのサ
ポートを終了することができます。この場合、当社はサービス契約者に事前に、当社が定める方法により通知するも
のとします。
2. 当社は、前項の措置によって、サービス契約者及びアカウント利用者に生じた損害について当社の故意又は重過失に
基づくものを除き、一切の責任を負いません。

第 16 条（責任の制限及び免責）
1. 当社は、本サービスがサービス契約者又はアカウント利用者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価
値・正確性・有用性を有すること、サービス契約者又はアカウント利用者による本サービスの利用がサービス契約者
又はアカウント利用者に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、継続的に利用できること、及び
不具合が生じないことについて、明示又は黙示を問わず何ら保証するものではありません。
2. 当社は、本利用規約に別途責任を負わない旨を規定するもののほか、当社の責めに帰すべき故意又は重過失による行
為が直接の原因となりサービス契約者又はアカウント利用者に現実に生じた通常かつ直接の損害に限り賠償するもの
とし、当社の責に帰すことのできない事由から生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、
逸失利益については一切責任を負わないものとします。なお、当社が責任を負う当該賠償の累計総額は、当該損害の
発生日から起算して過去 3 か月間にサービス契約者が当社に現実に支払った対価の総額を限度とするものとします。
3. 当社は、本サービスが全ての端末に対応していることを保証するものではなく、また、仮に本サービスの利用開始時
に対応していた場合でも、本サービスの利用に供する端末の OS・ブラウザ等のバージョンアップ等に伴い本サービ
スの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、サービス契約者及びアカウント利用者はあらかじめ承諾するも
のとします。当社は、かかる不具合が生じた場合に当社が行うプログラムの修正等により当該不具合が解消されるこ
とを保証するものではありません。
4. サービス契約者又はアカウント利用者が本サービスの利用を通じて当社又は第三者に対して損害を与えた場合、当該
サービス契約者又はアカウント利用者は自己の費用と責任において当該損害を補償するものとし、当社に対しいかな
る補償・補填も請求し得ないものとします。
5. 当社ウェブサイトから他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから当社ウェブサイトへのリンクが提供さ
れている場合でも、当社は、当社ウェブサイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して如何なる理由
に基づいても一切の責任を負わないものとします。

第 17 条（秘密保持）
1. 本規約において「秘密情報」とは、利用契約又は本サービスに関連して、当社及びサービス契約者又はアカウント利
用者が、相手方より秘密である旨を明示されたうえで、書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示され
た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、(1)相手方か
ら提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたも
の、(2)相手方から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊行物その他により公知と
なったもの、(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得したもの、(4)
秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたものについて
は、秘密情報から除外するものとします。
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2. 当社及びサービス契約者又はアカウント利用者は、秘密情報を本サービスの提供又は利用の目的のみに利用するとと
もに、相手方の書面による承諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。
3. 第 2 項の定めに拘わらず、当社及びサービス契約者又はアカウント利用者は、法律、裁判所又は政府機関の命令、要
求又は要請に基づき、秘密情報を開示することができます。

第 18 条（本サービス上で委託される個人情報等の取扱い）
1． 当社が、サービス契約者が本サービスを利用する上でサービス契約者又はアカウント利用者より預かる個人情報（個
人情報の保護に 関する法律（以下「個人情報保護法」といいます。
）第 2 条第 1 項に定めるものを意味する。
） そ
の他の情報(以下「本件個人情報」といいます。) に関する権利は、サービス契約者又はアカウント利用者に帰属する
ものとし、当社は本サービス利用契約の履行に必要な範囲でのみ、本件個人情報の管理を委託されるものであり、そ
れ以外の目的では利用しません。
2． 当社は、個人情報保護の重要性を認識し、本サービス利用契約の履行にあたっては、個人情報保護法及びこれに関す
るガイドライン等を遵守します。
3． 当社は、サービス契約者の同意がある場合又は本サービス利用契約の履行に必要な場合を除き、本件個人情報を複
製、複写又は加工しません。
4． 当社は、本サービス利用契約を履行するにあたり、本件個人情報を厳格に管理し、不正なアクセス又は本件個人情報
の紛失、破壊、改ざん、漏洩等の危険に対して、技術面及び組織面において合理的で善良なるアカウント管理者の注
意をもって安全対策を講じるものとします。
5． 当社は、本件個人情報を秘密に保持し、第三者に開示又は漏洩しません。但し、本条に従いサービス契約者から委託
された業務の再委託を行う場合はこの限りではありません。
6. 当社は、サービス契約者又はアカウント利用者が当社に提供した登録情報、端末情報、アカウント利用者間のやりと
り（投稿情報、コメントを含む。
）及びデータ等を、別途当社の定める基準に基づき取得し、本サービスの提供及び
運用、サービス内容の改良及び向上等の目的のために利用します。
7. 本条に定める個人情報等の取扱いについては、その詳細を別途当社が定めるプライバシーポリシーにて、規定するも
のとします。

第 19 条（本規約等の変更）
1． 当社は、サービス契約者又はアカウント利用者の事前の承諾を得ることなく、本規約（当社ウェブサイトに掲載する
本サービスに関するルール、諸規定等を含みます）の内容を自由に変更、追加、又は一部廃止（以下、
「規約変更」
といいます）することができるものとします。
2． 当社は、本規約を変更した場合には、サービス契約者に当該変更内容を当社の定める方法で通知するものとし、通知
において指定した期日より規約変更の効力が生じます。なお、通知に定められた規約変更の効力発生日以降も引き続
きサービス契約者又はアカウント利用者が本サービスを利用した場合又は当社の定める期間内に登録取消の手続をと
らなかった場合には、サービス契約者又はアカウント利用者は、本規約の変更に同意したものとみなし、変更後の規
約が適用されるものとします。

第 20 条（連絡／通知）
本サービスに関する問い合わせその他サービス契約者又はアカウント利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本
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規約の変更に関する通知その他当社からサービス契約者又はアカウント利用者に対する連絡又は通知は、当社の定める
方法で行うものとします。

第 21 条（サービス利用契約上の地位の譲渡等）
1. サービス契約者又はアカウント利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位又は本規約に基づく
権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
2. 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく
権利及び義務並びにサービス契約者又はアカウント利用者の登録情報、投稿データその他の顧客情報を当該事業譲渡
の譲受人に譲渡することができるものとし、サービス契約者又はアカウント利用者は、かかる譲渡につき予め同意し
たものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる
場合を含むものとします。

第 22 条（反社会的勢力の排除）
当社は、反社会的勢力等による本サービスの利用を禁止します。当社は、サービス契約者又はアカウント利用者がこれ
らのものに該当すると判断した場合、事前にサービス契約者又はアカウント利用者に通知することなく、本サービスの提
供を停止するとともに、本サービス利用契約を解除することができるものとします。当社は、この提供停止及び契約解除
によってサービス契約者又はアカウント利用者に生じた損害について、一切の責任を負いません。

第 23 条（分離可能性）
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であ
っても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有す
るものとします。

第 24 条（準拠法及び管轄裁判所）
1． 本規約及びサービス利用契約の準拠法は日本法とします。
2． 本規約又はサービス利用契約に起因し、又は関連する一切の紛争については、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。

【2019 年 10 月 24 日制定】
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