
大阪エヴェッサブースタークラブ「クラブ エヴェッサ」会員規約 

 

（会員規約） 

第１条 この規約は、ヒューマンプランニング株式会社（以下「当社」といいます）が組織・運営する大阪エヴェッサブースタークラブ

「クラブ エヴェッサ」（以下「本会」といいます）に関して、第５条に定める会員（以下「会員」といいます）に対して適用される規

約（以下「本規約」といいます）とします。 

 

（本規約の範囲） 

第２条 当社の公式インターネット・ホームページ上への掲載、電子メール、各種案内等の郵便、その他当社が適切と判断する方法によ

り当社が提示する諸規程（以下「諸規程」と 

いいます）も、本規約の一部を構成するものとします。本規約の定めと、諸規程の定め 

が抵触する場合には、諸規程の定めが優先して適用されるものとします。 

 

（本規約の内容及びサービスの変更） 

第３条 当社は、本規約及び本会が会員に提供するサービス（各種の特典を含みます。以下「サービス」といいます）の内容を会員の事

前の同意を得ることなく随時変更することができ、会員は、これをあらかじめ了承するものとします。 

 

（会員への通知方法及び効力発生時） 

第４条 本規約及び本会の事項に関する当社から会員に対する通知は、別途定めがある場合を除き当社の公式インターネット・ホームペ

ージ上への掲載、電子メール、各種案内等の 

郵便、その他当社が適切と判断する方法によりご案内することとし、その効力は通知を発した時点から生じるものとします。 

 

（会員） 

第５条 会員とは、入会申込時において本規約の内容を承諾の上、当社所定の手続きによる入会申込みを行い、当社が入会を認めた方と

します。ただし、入会申込者が申込みを行う 

時点において満１８歳未満の場合は、入会申込みに関し保護者の同意が必要となります。 

会員は、入会申込の時点で、本規約の内容に同意しているものとみなされます。 

 

（入会の承認および取消） 

第６条 当社は、前条の入会申込者が次の各号に該当する場合を除いて、原則としてその申込みを承認し、入会申込者は、当該承認の後、

会員としてサービスを利用することができ 

るものとします。ただし、当該承認後に会員が次の各号に該当していることが判明した 

場合、当社は、当該会員の入会承認を取消すことができるものとします。 

① 入会申込内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れ等がある場合 

② 入会申込者が実在しない場合 

③ 暴力団、暴力団関係企業・団体、総会屋もしくはこれらに準ずる者またはその構成員、関係者、その他反社会的勢力であることが判



明をしたとき 

④ 自らもしくは第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動・暴力を用いる行為をしたとき、または偽計・威力を用いて相手方の

業務を妨害し、もしくは信用を毀損する行為をしたとき入会申込者が暴力団その他反社会的組織の構成員や関係者であると当社が判断し

た場合 

⑤ 本規約に違反した場合 

⑥ その他、会員として不適切であると当社が認める場合 

 

（会員の種別） 

第７条 会員は、以下の種別のとおりとします。 

（１） ゴールド会員 

（２） レッド会員 

（３） レギュラー会員 

（４） スクール会員 

（５） まいど会員 

（有効期間） 

第８条 会員資格の有効期間は、当社が入会を認めた日（入会日）から２０１７年６月末日までとします。 

 

（自動更新） 

第９条 会員または当社が有効期間満了の１か月前までに更新拒絶をしない限り、前条の有効期間を 1 年間更新し、以後も同様とします。

有効期間が更新された場合、更新時に有効な会員規約が適用されるものとし、会員は、当該更新時の会員規約に基づき年会費を支払うも

のとします。 

 

（会員証） 

第１０条 当社が第５条及び第６条に基づく入会申込者の入会を承認した場合、会員番号の印字と氏名を記した会員証を発行し、これを

会員に提供します。 

２ 会員証は、その裏面に会員の氏名が記載された本人に限り利用可能とし、会員は、会 

員のサービスの利用に際して必ず提示するものとし、提示がない場合、サービスを 

受けることができないものとします。 

３ 会員は、会員証の紛失、盗難等の場合、直ちに第２８条記載の大阪エヴェッサブースタークラブ「クラブ エヴェッサ事務局」宛て

に連絡するものとします。 

４ 前項の会員証の紛失、盗難に伴い会員が希望する場合には、所定の再発行手数料を会 

員に負担いただくことにより当社は会員証を再発行いたします。ただし、この場合、会 

員番号は再発行前の会員番号と別のものとなることがあるものとします。 

 

（譲渡等の禁止） 

第１１条 会員は、会員証、会員番号及び本規約に基づく本会の会員としての地位は他の会員も含む第三者（以下「第三者」という）に



対して、譲渡、貸与、売買、使用許諾、名義変更、担保に供与することはできないものとします。 

 

（会員情報の変更） 

第１２条 会員は、第５条の入会申込時に当社に届けた住所、電話番号、電子メールアドレス等に変更が生じたときは、速やかにその内

容を当社所定の方法により大阪エヴェッサブースタークラブ「クラブ エヴェッサ事務局」に届け出ることとします。 

２ 会員は、その住所の変更に際して郵便局に対して転居届を提出する等、当社から会員 

宛の送付物の送付先である住所地の変更手続きに細心の注意を払うものとします。 

３ 前２項の変更届出に関する責任はすべて会員が負うものとし、それが原因となり発生する情報、送付物等の不到達その他の不利益に

関して、当社は一切の責任を負いません。 

４ ２回以上にわたり送付物が会員に届かない場合、当社では、その原因が解消されるま 

で送付物の発送を停止いたします。 

 

（退会） 

第１３条 会員は、当社所定の退会の手続を行うことにより本会を退会することができます。 

２ 会員が退会手続を行ったときは、手続完了の時点から本会に基づく会員としての諸権 

利を失うものとします。 

 

（自己責任の原則） 

第１４条 会員は、サービスの利用に関して一切の責任を負うものとし、当社に対して何等の迷惑又は損害を与えないものとします。 

２ サービスの利用に関連して、会員が第三者に対して損害を与えた場合又は会員と第三 

者との間で紛争を生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用でこれを解決するものと 

し、当社は一切の責任を負わないものとします。 

 

（営業活動の禁止） 

第１５条 会員は、本会及びサービスを利用して営利又は宗教等の特別な目的を有する行為及びその準備を目的とした行為を行ってはな

らないこととします。 

 

（その他の禁止事項） 

第１６条 当社は、会員が次の行為を行うことを禁止します。 

① 本会及びサービスの内容に関する著作権、商標権、肖像権等の知的所有権を侵害す 

る行為又はそのおそれがある行為 

② 第三者になりすまして本会に入会する行為 

③ 他の会員になりすましてサービスを利用する行為 

④ 特典等を第三者に販売する行為 

⑤ 当社又は第三者を誹謗中傷する行為 

⑥ 当社又は第三者に不利益を与える行為 



⑦ 本会の運営を妨げるような行為 

⑧ 申込書・申請書などの提出書類等において、虚偽の内容を記載し、あるいは虚偽の 

報告をする行為 

⑨ 前各号の他、本規約、法令又は公序良俗に違反する行為、若しくはそれらのおそれ 

がある行為、その他会員としてふさわしくない行為 

⑩ 前各号の行為を第三者に行わせる行為 

 

（強制退会） 

第１７条 会員が以下に該当する場合は、当社又は本会はその会員を強制退会させることができるものとします。 

本規約に違反した場合 

当社及び本会によって強制退会が必要と判断した場合 

③試合会場にて試合進行の妨げや他のお客様の迷惑となりうる行為を行い 

 注意を促しても改善されない場合 

（会員資格の喪失） 

第１８条 会員は、以下の各号のいずれかに該当した場合、会員資格を喪失するものとします。 

① 入会承認が取消された場合 

② 第１３条に基づいて退会した場合 

③ 支払期日までに年会費又は入会金の支払がなされず、かつ、当社が相当の期間を 

定めてした請求期日までに支払いの確認ができない場合 

④ 死亡した場合 

⑤ 会員が強制退会させられた場合 

２ 前項の場合、当社は、会員又はその相続人等に対して年会費又は入会金を返却しません。 

 

（年会費等の諸費用） 

第１９条 会員資格の有効期間に対応する本会の年会費は以下のとおりとします。また、入会日に関わらず、以下の年会費が必要となり

ますので、予めご了承願います。 

（１） ゴールド会員：35,000 円 

（２） レッド会員：10,000 円 

（３） レギュラー会員：3,000 円 

（４） スクール会員：1,500 円  

（５） まいど会員：0 円 

２ 年会費以外の利用料金の支払いを要する有料サービスを行う場合、当社は別途その利 

用料金を定めて会員に対して明示します。 

３ 当社は、理由の如何を問わず年会費等を会員に対して返却いたしません。 

４ 第１項の年会費等の支払いに必要な振込手数料その他の費用は、会員の負担とします。 

５ 会員が当社から会員に対する送付物の送付先を日本国外に指定した場合は、会員は、 



送付物の郵送に必要となる費用を別途負担するものとします。 

 

（年会費等の支払方法） 

第２０条 会員は、前条第１項各号に定める年会費について、以下の支払方法を選択できます。 

 当社の指定する振込口座へ当社の指定する期日までの振込払い。なお、振込手数料は会員負担となります。 

当社の指定する場所において現金払い 

 

（ポイント付与） 

第２１条 試合観戦の都度等、会員には当社所定のポイントが付与されます。ポイントに関する詳細及びポイント特典については当社の

ホームページ上に掲載されておりますのでご確認願います。 

２ 未使用のポイントについては、ホームゲーム最終戦終了と共に失効いたします。 

３ スタンプポイント特典の内容は、年度により異なる場合がございます。また、ポイント特典の使用期間は入会日からホームゲーム最

終戦までの期間とします。なお、ポイント特典は翌シーズンには使用できませんので、ご注意願います。 

 

（会員特典） 

第２２条 会員には会員の種別に応じた当社所定の会員特典が付与されます。会員特典の詳細については当社ホームページ上に掲載され

ておりますのでご確認願います。 

２ 会員特典については、会員への事前の通知なく、当社の都合にて変更する場合がござい 

ます。予めご了承願います。 

３ 会員特典の使用期間は入会日からホームゲーム最終戦までの期間とします。期間内にて使用されなかった会員特典の翌シーズンへの

持ち越しはできませんので、ご注意願います。 

 

（本会の終了） 

第２３条 当社は、１ヶ月前までに会員に対して告知することにより、当社の裁量で本会を閉会し、会員に対するサービスの提供を中止

することができます。 

２ 当社が前項の措置をとったことにより会員又は第三者が損害を蒙った場合でも、当社 

は、一切の責任及び損害賠償義務を負わないものとします。 

 

（免責） 

第２４条 当社は、会員の本会およびサービスの利用により会員又は第三者が被った損害については、一切の責任を負わないものとしま

す。 

 

（会員情報の利用目的） 

第２５条 個人会員の氏名、住所、電話番号、性別、生年月日及び電子メールアドレス等の個人情報（以下「会員の個人情報」という）

に関し、当社の利用目的は次の各号のとおりとし、当社の個人情報保護方針その他法令を遵守するものとします。 

① 本会における特典等商品を発送すること 



② 当社が商品、サービス等本会に関するお知らせを会員宛に電子メール、郵便等に 

より送付すること 

 

（準拠法） 

第２６条 本規約の成立、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。 

 

（専属的合意管轄裁判所） 

第２７条 当社及び会員は、当社と会員との間で本規約、本会及びサービスの利用に関して訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を

第１審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。 

 

（問い合せ先） 

第２８条 この規約についてのお問合せ、又本規約に基づく通知は、次の宛先までお願いします。 

〒５４２－００８１ 大阪府大阪市中央区南船場４－３－２ 御堂筋 MID ビル９階 

大阪エヴェッサブースタークラブ「クラブ エヴェッサ事務局」 

 

付則：本規約は，2016 年 7 月 1 日より実施するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

B.LEAGUE 会員規約 
 
第１条 （本規約の適用範囲） 
1.本規約は，プロバスケットボールチーム 大阪エヴェッサならび一般社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリー
グ（以下「サービス提供者」といいます）が提供する本サービス（第 4条に定める意味を有するものとします）を，会員が利用する際の
一切の行為に適用されます。 
2.本規約は，本サービスの利用条件を定めるものであり，会員は，本規約に従って本サービスを利用するものとします。 
3.会員は，本サービスを利用する都度，本サービスにおいて提供される情報，注意事項などを確認するものとします。また，会員は，本
サービスを利用することにより，本規約の全ての記載内容について同意したものとみなされるものとします。 
4.本規約のうち，現時点ではサービスが開始していないといった理由で，実際には会員に適用されない規定がある場合は，将来適用可能
となった時点から適用されるものとします。 
 
第２条 （本規約以外の規定との関係） 
1.サービス提供者は，本規約の他にサービスの利用条件，利用上の決まり等を規定する場合があります。その場合，その規定の名称が何
であるかを問わず，本規約の一部を構成するものとします。 
2.別段の断りなく，本規約の定めと本規約以外の規約等の定めが異なる場合は，本規約の定めが優先して適用されるものとします。 
 
第３条 （本規約の変更） 
1.サービス提供者は，会員の事前の承諾を得ることなく，本規約を，任意の理由で随時変更することができ，会員はこれを承諾するもの
とします。 
2.変更後の本規約は，サービス提供者が別途定める場合を除いて，本サービス上に表示した時点より効力を生じるものとします。したが
って，本サービスをご利用の際には，随時，最新の本規約等をご確認ください。 
 
第４条 （用語の定義） 
本規約において使用する用語の意義は，各条文中に定義するほか，以下の各号に定めるとおりとします。 
(1)本サービス：サービス提供者が提供する，オンライン上における，B.LEAGUE 試合のチケット販売サービス，EC サイト，その他，
それらに付随する会員情報等の管理サービスをいいます。 
(2)付随サービス：本サービスに付随して，サービス提供者以外の第三者により提供されるサービスをいいます。例えば，クラブが提供す
るファンクラブサービス、EC サイトおよび B.LEAGUE 試合の来場ポイントの管理サービス等がこれにあたります。 
(3)本規約等：本規約を含み，名称のいかんにかかわらず，本サービスの利用条件を定めるものをいいます。 
(4)会員：本サービスの利用登録をしている者をいいます。 
(5)B.LEAGUE：一般社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグまたは一般社団法人ジャパン・プロフェッショ
ナル・バスケットボールリーグが統括する日本の男子プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」をいいます。 
(6)クラブ：B.LEAGUE の B1（1部）、B2（2 部）および B3（3 部）に所属するクラブチームをいいます。 
 
第５条 （通知） 
1.本規約に基づくサービス提供者から会員に対する通知その他の連絡は，電子メールをもって行うものとします。この場合，会員の登録
メールアドレスに電子メールを送信したことをもって，会員に対する通知が行われたものとみなされます。 
2.会員は，登録した電子メールアドレス宛に，サービス提供者から通知その他の連絡がなされることを理解し，サービス提供者から送信
されたメールを速やかに確認するものとします。 
3.会員は、サービス提供者 からの電子メールを常に受信できるようにしなければなりません。サービス提供者は，サービス提供者から
の電子メールの受信を拒否した会員に対し，その後の電子メールでの連絡を行わない場合があります。なお、そのことにより会員が何ら
かの不利益や損害を被ったとしても，サービス提供者は一切責任を負いません。会員は、サービス提供者からの電子メールを受信できな
い状態を解消した場合，その旨を速やかにサービス提供者に届け出るものとします。 
4.サービス提供者は，会員全員に対する通知に関しては，本サービスのウェブサイト上に通知内容を公表することをもって，前項に定め
る通知に代えることができます。この場合，公表の時点をもって，通知が到達したものとみなされます。 
5.本規約等に基づく会員からサービス提供者に対する通知その他の連絡は，電子メールその他サービス提供者が別途指定する方法による
ものとします。  
 
第６条 （未成年者のサービス利用） 
1.未成年者が本サービスを利用する場合，本サービスの一切の利用（本条各項を含む本規約等への同意を含みます）について，法定代理
人（親権者等）の承諾が必要となります。また，本規約に同意した時点では未成年者であった会員が，成年に達した後に本サービスを利
用した場合，未成年者であった間の利用行為を追認したものとみなします。 
2.本規約 19 条 4 項に定めるとおり，会員が未成年である場合は，当該会員の法定代理人（親権者等）は，当該会員を管理・監督するも
のとし，当該会員が本サービスを利用して行った一切の行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。 
 
第７条 （利用申込とその承認） 
1.本サービスの利用を希望する者は，本規約の内容に同意した上で，サービス提供者が定める方法により，利用の申込みを行います。な
お，利用の申込みをした者（以下「利用申込者」といいます）は，サービス提供者が，その申込みを承認し，本サービス利用のための ID
およびパスワードを利用申込者に通知した時点で，会員となります。 
2.サービス提供者は，本サービスにおいて提供する機能等に，会員の種類に応じた制限を設けることができます。 
 
第８条 （利用申込みの不承認等） 
本サービスの利用申込みを受けたサービス提供者は，利用申込者が，以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合，本サービスの利
用を承認しない場合があります。 
(1)利用申込者が，サービス提供者が定める方法によらずに利用の申込みをした場合 
(2)利用申込者が既に会員である場合 
(3)利用申込者の申込内容が，他の会員の登録情報の全部または一部と同一である場合 
(4)利用申込者が，過去（利用申込みをした時点を含みます）に，本規約等に違反したことがある場合 
(5)会員が反社会的勢力の構成員またはその関係者である場合 
(6)申込内容に虚偽の記載がある場合 
(7)申込みをした者が実在しない場合 
(8)その他，サービス提供者が不適切と判断した場合 
 
第９条 （登録内容の変更・削除等） 
1.会員は，入会契約の申込みの際に届け出た内容に変更があった場合には，速やかに所定の方法により当該変更の届出をサービス提供者
に対して行うものとします。 
2.サービス提供者は，会員が前項の届出を怠ったことにより，サービス提供者からの通知または物品の送付ができなくなるなど，会員が
何らかの不利益や損害を被ったとしても，その責任を負いません。 



3.サービス提供者は，会員が本サービスの利用にあたり届け出た事項に誤りがあった場合，何ら通知をすることなく，当該届出内容の変
更を行う場合があるものとします。 
4.サービス提供者は，会員に対して事前に通知することなく，２年以上本サービスにおいて利用されなかったクレジットカード情報，あ
るいは有効期限を過ぎたクレジットカード情報を削除する場合があります。 
 
第１０条 （登録解除） 
1.会員は，自己の自由な意思で会員が登録解除を希望する場合には，サービス提供者が定める方法により，登録解除の申出を行います。
かかる申出を受けた場合，当該会員の会員登録を速やかに解除するものとします。 
2.サービス提供者は，会員が次の各号に掲げるいずれかの行為を行った場合には，サービス提供者の判断で，会員登録を強制的に解除し，
本サービスの利用をお断りする場合があります。 
(1)サービス提供者が定める方法によらない利用申込みを行った場合 
(2)本規約等に違反した場合，または違反するおそれがある場合 
(3)会員が死亡した場合 
(4)会員の IDおよびパスワードを用いた本サービスへのログインが２年以上行われず，今後の本サービスの利用が見込めないとサービス
提供者が判断した場合 
(5)その他，サービス提供者が不適切と判断した場合 
3.サービス提供者は，第 1 項および前項に基づき会員登録を解除した場合，会員からサービス提供者に対して支払われた料金等の払い戻
し義務を一切負わないものとします。 
4.サービス提供者は，本サービスの登録を解除された会員の個人情報等，一切の情報を，解除後も引き続き保有する義務を負わないもの
とします。ただし，サービス提供者は，会員が本サービスの登録を解除してから 1年間は，会員の個人情報，利用履歴を保有し管理する
ことができるものとします。 
5.会員登録の解除，アカウントの利用停止などの措置がとられた場合は，サービス提供者は当該会員（であった者）に対して，本サービ
スを提供する義務を負いません。また，その場合，本規約等に別段の定めがない限り，付随サービスの利用資格についても自動的に失わ
れるものとします。 
 
 
第１１条 （利用環境の整備） 
1.会員は，本サービスを利用するために必要な，ＰＣ，スマートデバイス，通信機器，その他のあらゆる機器，ソフトウェア，通信手段，
電力等を，自己の責任と費用において，適切に整備するものとします。なお，本サービスは，あらゆる環境下において利用できることを
保証するものではなく，本サービスを利用するための機器，ソフトウェア等によっては，本サービスの一部ないし全部の利用ができない
場合があります。 
2.会員は，日本国内外において，本サービスを利用するためには，パケット通信料等の通信費用が発生し，当該通信費用を自ら負担する
ことを確認します。 
3.会員は，自己の利用環境に応じて，コンピュータウィルスの感染の防止，不正アクセスおよび情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を
講じるものとし，サービス提供者は，会員の利用環境について一切関与せず，また一切の責任を負わないものとします。 
 
第１２条 （アカウントの保有） 
1.会員は，1 人につき 1 つのアカウントを保有するものとします。1 人が複数のアカウントを保有すること，複数人が 1 つのアカウント
を共同して保有することはできません。 
2.サービス提供者は，会員が本規約等に違反し，または違反するおそれがあると認めた場合，あらかじめ会員に通知することなく，アカ
ウントの利用を停止または削除することができます。 
3.サービス提供者は，最終のアクセスから 1年間以上経過しているアカウントを，あらかじめ会員に通知することなく削除することがで
きます。 
4.会員の本サービスにおけるすべての利用権は，理由を問わず，アカウントが削除された時点で消滅します。会員が誤ってアカウントを
削除した場合であっても，アカウントの復旧はできませんので，ご注意ください。 
5.本サービスのアカウントは，会員に一身専属的に帰属します。会員の本サービスにおける全ての利用権は，第三者に譲渡，貸与または
相続させることはできません。 
 
第１３条 （アカウントおよびパスワードの管理責任） 
1.会員は，自らのアカウントに関するパスワードを，第三者に使用させ，あるいは第三者と共有することはできません。会員は，自らの
アカウントおよびこれに対応するパスワードの使用および管理について，一切の責任を持つものとします。 
2.サービス提供者は，アカウントおよびこれに対応するパスワードが第三者に使用されたことによって当該会員が被る損害については，
一切の責任を負いません。 
3.会員は，アカウントおよびこれに対応するパスワードが盗まれるなど，第三者に使用されていることが判明した場合には，直ちにサー
ビス提供者にその旨連絡すると共に，サービス提供者からの指示がある場合にはこれに従います。 
4.会員は，自己の設定したパスワードを失念した場合は，直ちにサービス提供者に申し出て，その指示に従います。 
 
第１４条 （個人情報） 
サービス提供者は，会員から個人情報を取得した場合には，当該個人情報を，サービス提供者が別途定める「プライバシーポリシー」に
基づき，適切に取り扱うものとします。 
 
第１５条 （本サービスの内容） 
1.本サービスにおいては，本サービスにおいて提供される ID およびパスワードを用いて，B.LEAGUE の試合のチケットの購入や
B.LEAGUE が提供する商品を取り扱う EC サイトの利用を行うことができます。 
2.本サービスに付随して，サービス提供者以外の第三者が付随サービスを提供する場合があります（例えば，ファンクラブサービスおよ
びクラブが提供する商品を取り扱う EC サイト，B.LEAGUE 試合の来場ポイントの管理サービス等については，各クラブが提供します）。
その場合，会員は，本規約等の他、当該付随サービスの提供者が定める利用規約，プライバシーポリシーその他の諸規程も遵守するもの
とします。 
3.付随サービスにおいては，会員が当該付随サービスについて登録した場合，サービス提供者は本サービスの登録情報を当該付随サービ
スの提供者に提供することができるものとし，会員はこれを承諾します。 
 
第１６条 （本サービスの利用の対価） 
1.本サービスの利用の対価は無償とします。ただし，本サービスに含まれる B.LEAGUE の試合のチケットの購入，および B.LEAGUE
が提供する EC サイトの利用にあたっては，別途商品・サービス等の購入代金・手数料等が必要になります。 
2.付随サービスにかかる対価・費用は，別途当該付随サービスの提供者が定めるものとします。 
3.会員は，決済手段として本サービスにクレジットカードの登録を行う場合，決済手段として登録したクレジットカード会社等の規約に
従うものとします。また，会員は，クレジットカード等の情報登録の際に，該当するクレジットカード会社等において認証確認が行なわ
れることについて，予め同意します。 
 
第１７条 （使用許諾条件等） 
本サービスにおいて，サービス提供者が提供する，全てのコンテンツに関する権利は，サービス提供者が保有しています。したがって，
サービス提供者は，会員に対し，サービス提供者が保有する特許権，商標権，著作権，営業秘密、ノウハウその他の知的財産権の実施ま



たは使用を許諾するものではありません。 
 
第１８条 （禁止事項） 
会員は，本サービスの利用に当たり，以下の各号に該当し，もしくは該当するおそれがある行為，または，該当し，もしくは該当するお
それがあるとサービス提供者が判断する行為を行ってはなりません。 
(1)本サービス内のデータを操作または変更する行為 
(2)本サービスを第三者に利用させる行為 
(3)本サービスに影響を与える外部ツールの利用・作成・頒布等の行為 
(4)サービス提供者もしくは第三者のサーバーに負担をかける行為，または，本サービスの運営やネットワーク・システムに支障を与える
行為 
(5)1 人が複数のアカウントを保有すること，複数人が 1つのアカウントを共同して保有すること 
(6)サービス提供者または第三者の特許権、商標権、著作権、営業秘密、ノウハウその他の知的財産権を侵害する行為 
(7)サービス提供者もしくは第三者の財産，プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為 
(8)サービス提供者または第三者を差別または誹謗中傷し，その名誉もしくは信用を毀損する行為 
(9)サービス提供者または第三者に対して方法のいかんを問わず嫌がらせをする行為 
(10)自分以外の人物・団体（サービス提供者を含みます）を名乗ったり，代表権や代理権がないにもかかわらずあるものと装ったり，ま
たは他の人物や団体と提携，協力関係にあると偽って本サービスを利用する行為 
(11)有害なコンピュータプログラム等を送信し，または他者が受信可能な状態におく行為 
(12)本人の同意を得ることなく，または詐欺的な手段により他者の個人情報を収集・蓄積する行為 
(13)上記各号の他，法令，本規約等，公序良俗等に違反する行為，本サービスの運営を妨害する行為，サービス提供者の信用を毀損し，
またはサービス提供者の財産を侵害する行為，第三者もしくはサービス提供者に不利益や損害を与える行為 
(14)上記各号のいずれかに該当する行為を助長する行為 
(15)その他，サービス提供者が不適切と判断する行為 
 
第１９条 （免責） 
1.本サービスは，サービス提供者がその時点で提供可能なものとします。サービス提供者は，提供する情報，コンテンツ等について，そ
の完全性，正確性，適用性，有用性，利用可能性，安全性，確実性等につき，いかなる保証もしません。 
2.本サービスは，日本国内向けに提供されるものであり，日本国外からのアクセス，利用可能性または日本国外からの利用により生じた
損害等につき，いかなる保証もしません。 
3.サービス提供者は，本サービス上のバグその他を補修する義務および本サービスを改良または改善する義務は負いません。 
4.会員は，会員自身の責任において本サービスを利用するものとし，サービス提供者は，会員が本サービスを利用する中でなされた一切
の行為およびその結果について一切の責任を負いません。また，会員が未成年である場合は，当該会員の保護者は，会員を適切に管理・
監督するものとし，会員が本サービスを利用して行った一切の行為およびその結果について一切の責任を負うものとします。 
5.サービス提供者は，会員が本サービスを利用したこと，または利用ができなかったこと，その他本サービスに関連する事項に起因また
は関連して生じた一切の損害について，本規約等に別途定める場合を除き，一切の責任を負いません。万一，本サービスに関連して会員
間において紛争があった場合でも，当該会員間で解決するものとし，サービス提供者は一切その責任を負いません。 
6.サービス提供者は，本サービスの内容の追加，変更，または本サービスの中断，終了によって生じたいかなる損害についても，一切責
任を負いません。また，アクセス過多，その他予期しない原因で，本サービスの表示速度の低下や，アクセスが不可能となった場合も同
様に，一切その責任を負いません。 
7.サービス提供者は，会員が本サービスの利用に当たり入力，送信した個人情報については，暗号化処理等を行い，厳重に管理し機密保
持に十分な注意を払いますが，情報の漏洩，消失，第三者による改ざん等が完全に防止されることについては保証しないものとします。 
8.付随サービス，本サービスからリンクされている各サイトに含まれている情報・サービス等に関して問題が起こった場合は，当該サー
ビス等の提供者と会員との間で解決されるものとし，サービス提供者は一切の責任を負わないものとします。 
 
第２０条 （本サービスの終了・変更等） 
サービス提供者は，サービスの提供者の判断により，本サービスの仕様・デザイン・視聴覚表現等の変更，本サービスの全部または一部
の提供を中断または終了することができ，それに伴い会員または第三者に生じる損害を賠償する義務を負いません。ただし，本サービス
の全部または一部の提供を中断または終了する場合は，やむを得ない事情がある場合を除き，会員に事前に通知することとします。 
 
 
第２１条 （本規約等の違反行為等への対処） 
1.会員が，本規約等に違反する行為を発見した場合は，適宜の方法により，サービス提供者に当該違反の事実および内容を通報するもの
とします。 
2.会員が、本規約等に違反した場合，その他サービス提供者が必要と認めた場合は，サービス提供者は、当該会員に対して，以下の各号
に定める措置を含む，サービス提供者が必要と判断する措置（1つに限られない）を講ずることがありますが，その義務を負うものでは
ありません。なお，この措置により，会員に不利益や損害が発生した場合であっても，サービス提供者はその責任を負いません。 
(1)本規約等に違反する行為を止め，同様の行為を繰り返さないよう要求すること 
(2)本規約等に違反する行為が刑事事件や行政事件等に該当する可能性がある場合の、警察その他の公的機関へ違反事実を通報等すること 
(3)一時的にアカウントを利用停止し又はアカウントを削除すること 
(4)会員登録を解除すること 
(5)当該会員の本サービスの再度の利用申込みを承諾しないこと 
3.会員は，サービス提供者が前項の規定に基づいて行った本規約等に違反する行為等への対処について，異議を申し立てることはできま
せん。 
4.サービス提供者は，本条第 2 項の処分を受けた会員について，本サービスを提供しないこと（本サービスの提供の拒絶の他，付随サー
ビスの提供者をして当該サービスの提供せしめないことを含みます。）ができるものとし，また，当該処分に必要となる範囲で，当該会
員の個人情報等を保存する場合があります。 
 
第２２条 （本規約等の有効性） 
1.本規約等の各条項の全部または一部が法令に基づいて無効と判断された場合であっても，当該条項の無効と判断された部分以外の部分
および本規約等のその他の規定は，有効とします。 
2.本規約等の各条項の一部が，ある会員との関係で無効とされ，または取り消された場合であっても，その他の会員との関係においては，
本規約等は有効とします。 
 
第２３条 （法律の適用および裁判管轄） 
1.本規約は，日本法に準拠し，日本法に従って解釈されるものとします。 
2.本規約に関して，サービス提供者と会員との間で紛争が生じた場合は，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。 
 
付則：本規約は，2016年 2月 26 日より実施するものとします。 
 

以上 



 

 

 

 


