
注意事項 
以下を必ずご一読いただき、作品応募フォームの「応募条件・権利規定および応募に関する諸

注意に同意する」ボタンにチェックを入れてご応募ください。チェックのない場合、ご応募で

きません。 
● 応募内容は日本国内での取り組みであり、2019年7月1日から2020年7月31日の期間中に
発足、もしくは活動した、活動している取り組みに限ります。 

● 2019年に応募いただいた取り組みに関して、そのプロジェクトが該当期間に重複する場
合は再度応募いただけます。その場合は、プロジェクトの進捗や新しい成果についても

ご記入ください。 
● １つの企業、組織、個人による2つの部門への応募も可能ですが、一次審査の段階でよ
り優れている取り組みのみを 終審査に残します。 

● 応募要項に記載された事項以外について取り決める必要が生じた場合、実行委員会の判

断により決定します。応募者は、その内容に同意できなかった場合は応募を撤回できま

すが、応募にかかった一切の費用は返却いたしません。 
● 応募内容に関する全ての知的財産は応募者にあります。そのためこれを保護する責任は

応募者本人となります。知的財産権に関して生じた問題の責任については、応募者が負

うものとし、実行委員会と事務局は一切の責任を負いません。 
● 公序良俗その他法令の定めに反するもの、誹謗中傷を含むもの、著作権その他第三者の

権利を侵害しているものは、審査の対象外となります。また、受賞発表後であっても、

これらの条件に反していることが判明した場合、受賞を取り消します。 
● 反社会的勢力の活動を助長する行為が判明した場合、審査の対象外となります。受賞発

表後に判明した場合であっても、受賞は催告無しに取り消されます。また、その場合に

生ずる損害については賠償は一切行われません。 
● ファイナリストに選出されたプロジェクトの概要について、実行委員会及び事務局は

ウェブサイトおよび各種の媒体で公表させていただきます。 
● ファイナリストに選出された場合、東京サステナブルシーフード・シンポジウム2020内
にて予定される授賞式に参加いただきます。 

● 個人情報は、応募プロジェクトに関する受付や問い合わせ、審査の結果通知、その他ア

ワードの業務で必要と思われる事項、および次回以降の案内をするために利用させてい

ただきます。原則として、法令の規定に基づく場合を除き、ご本人の承諾なしに、それ

以外の目的で個人情報を利用または第三者に提供することはいたしません。 
● その他個人情報の取り扱いにつきましては、「個人情報保護方針」および「利用規約」

についてをご参照ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

個人情報保護方針 
[適用範囲] 
このプライバシーポリシー（以下「本プライバシーポリシー」といいます。）は、ジャパン・

サステナブルシーフード・アワード実行委員会（以下「当委員会」といいます。）が、当委員

会が運営するアワード（以下「アワード」といいます）において又は当委員会の事業運営に関

連して取得したお客様（アワードのユーザー、取引先企業その他の第三者を含みます。以下同

様とします。）の個人情報の取り扱いについて定めるものです。 
なお、アワードごとに個別のプライバシーポリシー等の規程が制定されている場合又は個別の

同意（個別の規程及び個別の同意を併せて、以下「個別同意」と総称します。）がある場合は

当該個別同意の内容に従うものとします。 
 
[用語の定義] 
1. 個人情報 
本プライバシーポリシーでいう「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、その

情報を構成する氏名、住所、電話番号、メールアドレス、勤務先、生年月日その他の記述によ

り特定の個人を識別できるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、

他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるもの及び個人情報

の保護に関する法律により個人情報とされる情報も、「個人情報」に含むものとします。 
2. 行動履歴情報 
本プライバシーポリシーでいう「行動履歴情報」とは、お客様が利用されたアワード、ソフト

ウェアやご覧になった広告の履歴、ご購入いただいた商品、検索キーワード、ご利用日、ご利

用環境、サイト内での操作履歴、IPアドレス、位置情報、端末固有の識別情報、携帯端末を通
じたご利用の場合の当該端末の通信状態、利用に際しての各種設定情報など、それを蓄積する

ことによってお客様の興味・嗜好の分析に供することができる情報であって、特定の個人を識

別するに至らないものをいいます。 
 
[個人情報の取扱い] 
1. 当委員会は、取得したお客様の個人情報について、個人情報の保護に関する法律を遵守する
とともに、個人情報保護のための社内体制を整備し、その継続的改善に努めます。また、行動

履歴情報についても、個人情報に準ずるものとして、その保護のための社内体制を整備するよ

う努めます。 
2. 当委員会は、お客様がアワードに登録をする際に氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、
メールアドレス、銀行口座情報、クレジットカード番号等の個人情報等をお尋ねすることがあ

ります。また、お客様と当委員会の提携先（当委員会の取引先企業、広告主、広告配信先等の

情報提供元を含み、以下｢提携先｣といいます。）等との間でなされたお客様の個人情報を含む

取引記録や、決済に関する情報を当委員会の提携先などから取得することがあります。また、

当委員会は、お客様の行動履歴情報を、お客様が当委員会や提携先のアワードを利用し、又は

ウェブサイトを閲覧する際に取得することがあります。 
3. アワードをご利用される際は、当該アワードで特に許可されていない限り、人種、信条、社
会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実等（以下「要配慮個人情報」といい

ます。）を入力、送信等しないようにしてください。 
4. 当委員会は、取得したお客様の個人情報について、以下の目的（以下「利用目的」といいま



す。）の範囲内で利用いたします。 
(1) アワードを利用するお客様に関する個人情報 
1 アワードへの登録に関するご連絡 
2 お客様が当委員会のアワードに登録された会員としてアワードを利用する場合、ログイン時
及びログイン後における本人認証及び各種画面における会員情報の自動表示のため 
3 お客様のお申込に基づき情報提供元である広告掲載企業・団体等に対して仲介・転送するた
め 
4 本アワードについて電子メール（メールマガジンを含みます。）、郵便、電話などによる情
報提供及びアンケートをするため 
5 当委員会が提供しているアワードや広告の質を向上させるための分析・抽出等をするため 
6 お客様がご覧になる当委員会又は第三者のコンテンツ等に関する広告を、お客様の性別・年
齢・居住地・趣味・趣向などの個人の属性、当委員会の運営するウェブサイトの閲覧履歴、ア

ワードの利用履歴、行動履歴情報等、その他の情報と組み合わせてパーソナライズするため 
7 当委員会がお客様にとって有益と判断する広告宣伝等の情報を提供するため 
8 お客様からのお問い合わせ、苦情に対応するため 
9 マーケティングデータの調査・分析、新たなアワード開発、広告のため 
10 システムの維持、不具合への対応、その他技術上又は運営上必要な措置を講じるため 
11 当委員会のウェブサイトの利用者数やトラフィックの調査、アワードの利用状況の分析のた
め 
12 個人を特定できない形で、統計データとして活用するため 
13 不正行為の監視のため 
14 お客様へのアワード提供のため 
15 第三者から受託した業務を遂行するため 
16 その他、個別同意に定めた目的のため 
(2) 提携先の皆様に関する個人情報 
1 業務上必要なご連絡、契約の履行、取引に関する協議等のため 
2 提携先の情報の管理のため 
3 その他、個別同意に定めた目的のため 
(3) 提携先の皆様から当委員会に提供された第三者に関する個人情報 
1 当該個人情報を当委員会に提供した提携先（以下「提供者」といいます。）への提供及びア
ワードの提供 
2 提供者及び提供された個人情報のご本人様に対し、本アワードについて電子メール（メール
マガジン含を含みます。）、郵便、電話などによる情報提供及びアンケートをするため 
3 当委員会が提供しているアワードや広告の質を向上させるための分析・抽出等をするため 
4 提供された個人情報のご本人様に対し、当委員会が提供しているアワード、各種キャンペー
ンの応募受付及び当選者への連絡、プレゼント・謝礼の発送をするため 
5 提供された個人情報のご本人様がご覧になる当委員会又は第三者のコンテンツ等に関する広
告を、その性別・年齢・居住地・趣味・趣向などの個人の属性、当委員会又は提携先の運営す

るウェブサイトの閲覧履歴、当委員会又は提携先が提供するアワードの利用履歴、行動履歴情

報等、その他の情報と組み合わせてパーソナライズするため 
6 当委員会が提供された個人情報のご本人様にとって有益と判断する広告宣伝等の情報を提供
するため 
7 提携先のアワードの利用状況の分析のため 
8 提供された個人情報のご本人様からのお問い合わせ、苦情に対応するため 
9 マーケティングデータの調査・分析、新たなアワード開発、広告のため 



10 システムの維持、不具合への対応、その他技術上又は運営上必要な措置を講じるため 
11 提携先のウェブサイトの利用者数やトラフィックの調査、提携先の提供するアワードの利用
状況の分析のため 
12 個人を特定できない形で、統計データとして活用するため 
13 不正行為の監視のため 
14 お客様へのアワード提供のため 
15 第三者から受託した業務を遂行するため 
16 その他、個別同意に定めた目的のため 
(4) お問い合わせをいただいた皆様に関する個人情報 
1 お問い合わせ対応 
2 その他、個別同意に定めた目的のため 
 
[第三者への提供] 
1. 当委員会は、お客様が利用されるアワードに関する利用規約に明記する等、お客様の事前の
同意がある場合、法令に基づく場合、利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報の取扱いを委

託する場合等、法令により許される場合でない限り、個人情報を第三者に提供いたしません。 
2. 前項にかかわらず、当委員会は、取得した個人情報を、個人を識別することができない状態
に個人情報の含まれたデータを加工して開示、提供するために、提携先等、当委員会以外の第

三者に提供することがあります。なお、当委員会が以下の各号に基づき第三者に対してお客様

の個人情報を提供した場合、その情報提供がなされた時点で、当該個人情報は、当該第三者の

管理下に置かれます。当委員会及び第三者の両者は、自己の個人情報の保護方針を遵守してお

客様の個人情報を取り扱うものとし、相互に相手方の個人情報の取扱いについて責任を負うも

のではありません｡ 
 
[個人情報の取扱いの委託] 
当委員会は、個人情報を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託することがあります。こ

の場合、委託した個人情報の安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対して個人情報の適

切な取扱いを求め、その状況について定期的に確認する等、必要かつ適切な監督を行います。 
 
[個人情報の取扱いに関する窓口] 
個人情報の取扱い・管理に関するお問合せや、ご自身の個人情報に関する利用目的の通知、開

示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止及び第三者提供の停止（以下「開示等」といいま

す）に関するご相談・ご連絡等は、以下のお問い合わせ窓口までお問い合わせください。な

お、ご来社、お電話等でのお問い合わせ等は受け付けておりませんので、あらかじめご了承く

ださい。 
ジャパン・サステナブルシーフード・チャンピオン・アワード実行委員会 運営事務局 
株式会社シーフードレガシー 個人情報お問い合わせ窓口 
〒104-0061　東京都中央区銀座8-14-9　デュープレックス銀座タワー8/14 201 
メールアドレス：sfl_tsss_registry@seafoodlegacy.com 
 
[個人情報の開示等の手続] 
個人情報の開示等の手続きは以下のとおりです。 
1. 開示等のご請求先 
開示等のご請求は上記問い合わせ窓口宛にご連絡ください。開示等のご請求をいただきました

後、所定の書式を郵送にてお送りいたします。 



2. 開示等のご請求方法 
当委員会所定の書式に必要事項を全てご記載のうえ、お問い合わせ窓口宛にご返送ください。

なお、ご返送いただく際は「個人情報開示等請求書在中」とお書き添え願います。ご請求書類

の不備や連絡の不通等の際は、対応いたしかねますのであらかじめご了承ください。 
(1) ご本人様からの開示等のご請求の場合 
以下のいずれかの写しをご本人様確認書類としてご同封ください。なお、いずれの書面も、個

人番号の記載のないものとするか、個人番号の記載を削除してください。 
1 運転免許証 
2 健康保険証 
3 年金手帳 
4 住民票 
5 パスポート 
6 外国人登録証明書 
(2) 代理人からの開示等のご請求の場合 
ご本人様についてのご本人様確認書類に加えて、代理人についてのご本人様確認書類（上記

（１）の各書類）と、委任状を同封ください。 
3. 開示等のご請求に対するご回答 
お受けした開示等のご請求につきましては、当委員会で内容確認を行い、ご請求書の受領より

１か月以内を目途に送付させていただきますが、事情により遅れることがあります。 
また、次に示す場合等、開示等のご請求に応じられない場合は、その旨を通知いたします。た

だし、その理由については、事情により開示しないことがあります。 
1 ご本人様であることの確認ができない場合 
2 代理人による求めの場合で、代理権が確認できない場合 
3 提出していただいた書類に不備がある場合 
4 開示等の求めの対象が「開示対象個人情報」でない場合 
5 ご本人様又は三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 
6 当委員会の業務に支障を及ぼすおそれがある場合 
7 その他、法令に違反するおそれがある場合 
4. 手数料 
開示等のために、当委員会所定の手数料をお支払いいただく必要があります。開示等のご請求

をいただきました後、所定の書式のご郵送とともにお知らせいたします。 
 
[プライバシーポリシーの変更] 
当委員会は、保有する個人情報に関して適用される日本の法令を遵守するとともに、当委員会

の個人情報保護に関する取組みを継続的に見直し、その改善・向上に努める過程で、本プライ

バシーポリシーの内容をいつでも変更することができるものとします。なお、変更がある場合

は当委員会のウェブサイト上などでお知らせいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
利用規約 
本サイトは、株式会社シーフードレガシー（以下「当社」といいます）が運営する、主に水産

物に関するシンポジウムに関する情報（シンポジウムのプログラムや場所、過去のシンポジウ

ム情報、レポートやスピーカー情報など）を提供する情報提供サイトです。 
本規約（第１条で定義します）は、本サービス（第１条で定義します）につき、当社と本サー

ビスの全ての利用者との間に適用されるものです。会員登録の有無を問わず、本サービスを利

用（第１条で定義します）された場合には、以下の本規約に同意されたものとみなされますの

で、利用される前に、本規約を十分ご確認ください。 
また、本サービスに関連して他のサービス（以下「他サービス」といいます）を利用される場

合には、そのサービスが当社のものと第三者のものとを問わず、本規約とは別途、当該他サー

ビスに関する利用規約、ルール等が適用されますので、それらの規定も十分確認のうえ、本

サービス及び他サービスをご利用ください。 
 
第１条（定義） 
本規約において使用する用語の定義は、以下のとおりです。 
1.「本規約」とは、この利用規約と、本サービスに関する個別の規約、プライバシーポリ
シー、その他のルール等の諸規程（以下「諸規程」といいます）の総称をいいます。 
2. 「本サービス」とは、当社の運営する本サイトを介して行う情報提供サービス及びこれに関
連するサービスの全てをいいます。 
3. 「利用」とは、本サービスにおいて提供される情報についてその一部でも閲覧する行為、本
サービスで提供されるシンポジウム情報等のコンテンツの提供を受け、もしくは受けようとす

る行為、本サービス上でユーザーが行う一切の掲載等の情報提供、又はその他本サービスに関

連しもしくは本サービスを介してユーザーが行う一切の活動をいいます。 
4. 「ユーザー」とは、会員登録の有無を問わず、本サービスを利用する一切の者をいい、法
人、個人を問いません。 
 
第２条（適用） 
1. 本規約は、ユーザーが本サービスを利用した時点より、当社とユーザー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. 当社は、いつでも、本規約を任意に変更できるものとします。なお、当社が本規約の変更を
ユーザーに通知した場合、次条に従って当該通知の効力が発生した時点又はその時点以降の当

社が指定した時点で当該変更の効力が発生するものとし、ユーザーは予めこれに同意するもの

とします。なお、当該通知の効力発生後、ユーザーが本サービスを利用した場合には、ユー

ザーは、本規約の変更に同意したものとみなされます。 
 
第３条（当社からの通知） 
1. 当社がユーザーに対して行う、本サービスについての一切の通知は、原則として、本サービ
スのウェブサイト上への掲載又はユーザーが当社に提供したメールアドレス（ＳＮＳ上の連絡

先等を含みます）宛の電子メールの送信にて行い、これらの通知の効力は、当社が当該通知を

発信した時点をもって発生するものとします。 
2. 前項に定める通知以外の通知方法を用いる場合、その通知の効力は、当該通知が各ユーザー
に到達するために合理的に必要な期間が経過した時点で発生するものとします。 
3. 前二項に定める通知の効力は、各ユーザーが現実に通知を受領又は認識したかどうかを問わ



ず、発生するものとします。 
 
第４条（本サービスの利用） 
1. ユーザーは、本規約に同意することを条件に、本規約に違反しない限りにおいて、日本国内
で、かつ本サービスの目的・当社が定める利用期間・利用可能サービス・利用方法の範囲内

で、本サービスを利用することができるものとします。 
2. 他サービスの登録、利用を含む全ての他サービスの利用については、ユーザーは、当該他
サービスの運営者が規定する利用規約、ルール等の定めに従わなければならず、ユーザーは自

己の責任において当該他サービスを利用するものとします。なお、当社は、ユーザーが当該他

サービスを利用すること及びその利用の結果に関し、一切責任を負いません。 
 
第５条（会員登録） 
1. 当社が会員登録機能を本サイトに設けた場合、当該機能を利用し、又は利用しようとする
ユーザーには、本条が提供されるものとします。 
2. ユーザーは、本規約を遵守することに同意していることを条件に、当社所定の手続きにより
会員情報（ユーザーが会員登録の申請をするにあたり当社が求める一切の情報をいいます。以

下同様とします）を当社に提供することにより、当社に対し本サービスの会員登録を申請する

ことができます。 
3. 当社は、当社の基準によりユーザーの申請を審査し、当社が承認した場合には、当該ユー
ザーに対して会員として本サービスを利用するためのパスワード等のアカウント情報を発行す

るものとします。なお、このアカウント情報の発行によりユーザーの会員登録は完了したもの

とします。 
4. 会員は、登録情報（会員情報を含め会員が貴社に提供した当該会員についての一切の情報を
いいます。以下同じです）に変更があった場合は、遅滞なく当社所定の手続きにより、登録情

報の変更を行うものとします。 
5. 当社は、第１項に基づき会員登録を申請した者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する
場合は、会員登録を拒否することがあります。また、会員登録承認後に以下の各号のいずれか

の事由（ただし、２号については、「会員情報」とあるのを「登録情報」と読み替えます）が

判明した場合、会員登録を抹消するとともに、以後、当該ユーザーの本サービスの全部又は一

部の利用を禁止することができるものとします。 
1 本規約に違反し、又はそのおそれがあると当社が判断した場合 
2 当社に提供された会員情報の全部又は一部につき、虚偽の情報・誤記、不十分な情
報、不正確な情報、記載漏れ、又は 新のものでない情報があった場合 

3 本サービスと競合し得る事業を行う者であると当社が判断した場合 
4 自己又は第三者のためかを問わず、営利、広告、引き抜き又はその他顧客誘引等の目
的・意図で本サービスを利用し又は利用するおそれがあると当社が判断した場合 

5 過去に本サービスの会員登録を拒否又は取り消された者である場合 
6 反社会的勢力等である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若
しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与

を行っていると当社が判断した場合 
7 その他、当社が会員登録を適当でないと判断した場合 

6. 会員は、自己の責任においてアカウント情報を管理及び保管するものとし、これを第三者に
利用させ、開示し、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならず、会員のアカウント情

報を用いた行為及び結果は全て当該会員自身の行為及び結果とみなして当該会員がその責任を

負うものとします。なお、アカウント情報の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によ



る損害等の責任はユーザー自身が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。 
7. ユーザーは、アカウント情報が盗まれたり、第三者に使用されている可能性を認識した場合
には、直ちにその旨を当社に当社の定める方法で通知するとともに、当社からの指示に従うも

のとします。 
8. 退会（会員資格の抹消）を希望するユーザーは、当社所定の退会手続きを行い、その旨を当
社に通知するものとします。なお、具体的な退会手続きにつきましては、当社までお問い合わ

せください。 
9. 当社は、本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた一切の損害等について、何
ら責任を負いません。 
 
第６条（知的財産権） 
本サービスに関して提供される情報（シンポジウム情報、ダウンロードしたレポート、スピー

カー情報など、一切の提供コンテンツを含みます）、商標、デザインなどの著作権（著作権法

第２７条及び第２８条所定の権利を含みます）を含む知的財産権その他の権利は、全て当社又

は当社に許諾を与えた第三者に帰属するものです。したがって、ユーザーは、これらを、当社

の事前の書面による承諾を得ることなく、使用、複製、改変、インターネット上に掲載等をす

ることができません。また、本サービスの利用の承認は、本サービスに関する当社又は第三者

の知的財産権の利用許諾を意味するものではありません。 
 
第７条（個人情報等） 
ユーザーは、別途定める「プライバシーポリシー」に同意のうえ、個人情報（個人情報の保護

に関する法律第２条第１項所定の個人情報をいいます。以下同様とします）を当社に提供する

ものとします。なお、当社が取得したユーザーの個人情報は、本規約及び「プライバシーポリ

シー」に従って適正に管理します。 
 
第８条（本サービスに関する問い合わせ） 
当社は、本サービスに関する仕様、操作方法又は正常に動作しない場合における原因調査もし

くは回避措置に関する質問を受け付けるものとします。 
当社は、その質問に対して回答その他の対応を行うこと、またその内容について利用者の期待

を満たすものであることを保証するものではありません。また、本サービス以外のサービスに

関する質問は受け付けられません。 
 
第９条（ユーザーの禁止事項） 
当社は、ユーザーが以下の行為（以下の行為に該当するおそれのある行為を含みます。以下同

様とします）を行うことを禁止し、違反した場合には、以後、当該ユーザーの本サービスの利

用の全部又は一部を禁止（ウェブサイトへのアクセス拒否又はその他本サービスの利用を全部

もしくは一部不可能にする当社による一切の措置のことをいいます。以下同様とします）する

ことができるものとします。なお、当社は、本条に基づく措置を講じる義務を負わず、ユー

ザーは、当社が本条に基づく措置を講じたこと又は講じなかったことにつき、異議を申し立て

ることはできず、ユーザーに何らかの損害等が生じたとしても、当社は一切責任を負いませ

ん。 
1 特に、本サービスにより提供されるシンポジウム情報等のコンテンツを当社が許可す
る範囲を超えて複製、改変、公表、インターネット上に掲載する等、当社又は第三者

の知的財産権を侵害する行為 
2 本規約又は関連法令（適用され得る法令、政令、条例、ガイドライン、業界団体の自



主規制等のすべてを含み、以下同様とします）に違反する行為 
3 正しく事実に合致しない又はそのおそれのある情報（自身の個人情報、その他一切の
自らの社会的地位・属性に関する情報を含みます）を、当社に提供し、又は掲載等す

る行為 
4 関連法令、社会規範、社会常識、社会通念もしくは公序良俗に反し、又は他人の迷惑
となるおそれのある情報を掲載等する行為 

5 当社、他のユーザー又は第三者に対して、誹謗中傷もしくは嫌がらせをし、又は財産
権、プライバシーに関する権利、その他あらゆる法的権利を侵害する行為 

6 当社、他のユーザー又は第三者に不利益を生じさせるおそれのある内容を含む外部サ
イトへのアクセスを可能とするウェブアドレス・リンク等の情報を掲載等する行為 

7 当社のサーバー又はネットワークの機能の他、当社、他のユーザー又は第三者の使用
するソフトウェア、ハードウェア等の機能を破壊したり、妨害したりするようなプロ

グラム等の掲載等をする行為 
8 他のユーザーの個人情報等を無断で収集したり蓄積したりする行為 
9 他人や他の存在になりすまして本サービスを利用する行為 
10 本サービスに関連して、反社会的勢力等に直接・間接に資金を提供し、又は便益を供
与する等、反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与する行為 

11 本サービスに使用されているソフトウェアや本サービスのために使用されているソフ
トウェアの修正改変、使用許諾、翻訳、販売、解析、模倣、解読、逆コンパイル、逆

アセンブルその他これらに類する行為を行い、又は他人にこれを行わせる行為 
12 自動投稿ツール等を使用して掲載等をし、又は巡回ツール等を使用して本サービス上
の情報を検索もしくは取得する行為 

13 勧誘、広告、又はその他自己もしくは第三者を介して顧客誘引の意図をもって行う一
切の掲載等をなす行為（ただし、当社から事前の書面での承認を経てなされる広告は

除きます） 
14 当社の事前の書面による承認を経ない広告をなす行為 
15 前各号に準じる行為等、本サービスの運営、当社の経営を妨げるおそれのある一切の
行為 

16 その他、当社が不適切と判断する一切の行為 
 
第１０条（本サービスの停止、中断） 
1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、事前の通知なく、本サービスの利用の全部又
は一部を停止又は中断することができるものとします。 

1 コンピューター、システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合 
2 コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合 
3 火災、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 
4 その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合 

2. 当社は、本条に基づき当社が行った措置によってユーザーに生じた損害等につき、一切の責
任を負いません。また、メンテナンスやシステム障害等により、本サービスに関するいかなる

情報が消失した場合であっても、当社は一切責任を負いませんので、必要な情報は、ユーザー

自身で保存してください。 
 
第１１条（本サービスの変更、終了） 
1. 当社は、当社の都合により、事前の通知なく、本サービスの内容や仕様を変更（サービスと
しての同一性を維持しつつ、本サービスの内容や仕様の全部又は一部につき、異なる内容や仕



様とすることをいいます）することができます。 
2. 当社は、当社の都合により、本サービスの提供を終了（サービス全体の提供を終了すること
及びサービスとしての同一性を維持しないで、本サービスの内容や仕様の全部又は一部につ

き、異なる内容や仕様とすることをいいます）することができます。この場合、当社はユー

ザーに事前に通知するよう努めるものとします。 
3. 本条に基づく当社の措置につき、ユーザーは異議を申し立てることはできず、これによって
ユーザーに何らかの損害等が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。 
 
第１２条（当社の免責） 
1. ユーザーは、本サービスの利用に供するコンピューター、ソフトウェア、インターネット回
線その他一切の設備を、自己の費用と責任において準備、維持、管理するものとし、当社は、

これらの設備の瑕疵、欠陥、欠損、機能不全その他の不備につき、一切責任を負いません。 
2. 当社は、本サービスの内容の追加、変更、又は本サービスの中断、終了によって生じたいか
なる損害等についても、一切責任を負いません。アクセス過多、その他予期せぬ要因で表示速

度の低下や障害等が生じた場合も同様とします。 
3. 当社は、ユーザーその他の第三者によって掲載等される情報を監視する義務を負わず、当社
又はユーザーその他の第三者によって掲載等された情報を保存する義務を負いません。 
4. 当社は、正確性や信頼性を高める努力を積み重ねますが、本サービス上において当社が提供
する一切の情報に関する、正確性、 新性、有用性、適合性、完全性、安全性、合法性及びそ

の他一切の事由について保証せず、これによって生じた損害等について一切責任を負いませ

ん。かかる情報を利用される場合等には、その内容等につき、ご自身の責任でご利用いただく

ようお願いします。 
5. 当社は、本サービスの各ページからリンクしている外部サイト、本サービス上において各広
告主が掲載する広告又は外部サイトの各ページ等、他サービスに関し、正確性、 新性、有用

性、適合性、完全性、安全性、合法性及びその他一切の事由について保証せず、これによって

ユーザーに生じた損害等について一切責任を負いません。 
6. 当社は、ユーザーの通信や活動に関与しません。万一、ユーザー同士、ユーザーと第三者、
第三者同士に紛争があった場合でも、当該ユーザー又は第三者において解決するものとし、当

社はその責任を一切負いません。 
7. 本規約のうち、当社の債務不履行又は債務の履行に対してされた当社の不法行為責任を完全
に免責する規定の全部又は一部が適用されないことが管轄権を有する裁判所により判断された

場合で、かつ当社の債務不履行又は不法行為に基づいてユーザーに損害が発生したことが立証

された場合には、当社は、ユーザーに直接かつ現実に生じた通常の損害に限り、かつ利用料金

の支払いがある場合は当該損害が発生した月にユーザーから本サービスの提供に関連して受領

した利用料金相当額を上限として賠償の責任を負うものとします。ただし、当社に故意又は重

過失があるときは、この限りでないものとします。 
 
第１３条（ユーザーの損害賠償責任） 
1. ユーザーが本規約に違反し、当社に損害を与えた場合、当該ユーザーは、当社に対し、当社
が被った損害及び出捐した一切の費用（通常損害、特別損害、訴訟費用、弁護士費用、信頼回

復のために要した費用等を含みますが、これに限りません。本条において同様とします）の賠

償義務を負担するものとします。 
2. 前項のほか、ユーザーの行為に起因して、当社が他のユーザー又は第三者からの請求に応じ
て損害賠償その他の支払い又は費用の負担を余儀なくされた場合、当社は、原因を作出した当

該ユーザーに対し、当社が被った損害及び出捐した一切の費用を請求できるものとします。 



 
第１４条（権利義務などの譲渡の禁止） 
1. ユーザーは、本規約に基づく契約につき、その契約上の地位及びこれにより生じる権利義務
の全部又は一部を、当社の書面による事前の承諾なく第三者に譲渡等の処分をし、引き受けさ

せ、又は担保に供することはできません。 
2. 当社が本サービスに係る事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本規約に基づ
く契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに会員情報その他の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、ユーザーは、かかる譲渡につき予め同意するものと

します。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の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１５条（分離可能性） 
本契約のいずれかの条項又はその一部が、管轄権を有する裁判所により、違法、無効又は執行

不能と判断された場合であっても、残部はその後も有効に存続します。また、違法、無効又は

執行不能と判断された条項もしくは部分についても、当該条項もしくは部分の趣旨に も近い

有効な条項を無効な条項もしくは部分と置き換えて適用し又は当該条項もしくは部分の趣旨に

も近い有効な条項となるよう合理的な解釈を加えて適用します。 
 
第１６条（完全合意） 
本規約は、本サービスに関し、本規約に基づく契約締結時における当社・ユーザー間の全ての

合意を包含するものであり、本規約に基づく契約締結以前における当社・ユーザー間の明示又

は黙示の合意、協議、申入れ、各種資料等は、本規約の内容と相違する場合には、全て効力を

失うものとします。なお、ユーザーが個別に本規約に基づく契約の内容を変更する場合は、当

社との書面による合意によらなければならないものとします。 
 
第１７条（存続規定） 
本規約に基づく契約が存続しているか否かにかかわらず、第２条第２項、第３条、第４条第２

項なお書、第５条第６項、同条第９項、第６条、第７条、第８条第２項、第９条なお書、第１

０条第２項、第１１条第３項、第１２条ないし第１６条、本条及び第１８条は、引き続き効力

を有するものとします。 
 
第１８条（準拠法及び管轄裁判所） 
本サービスに関する一切の事項は日本法に準拠して解釈されるものとし、本サービスに起因し

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。 
 
第１９条（協議解決） 
当社及びユーザーは、本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合には、互

いに信義誠実の原則に従って協議のうえ、速やかに解決を図るものとします。 
以上 

 
 
 
 
 


