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利用規約
本規約は、株式会社ティーケーピー（以下「当社」という）が運営する会員向け Web サービ
スである「TKP Event Planner」
（以下「本サービス」という）の利用条件等を定めるもので
す。なお、本規約は、本サービスに会員登録してこれを利用するユーザー（以下「会員」と
いう）と当社との間の一切の関係に適用されます。
第 1 章 総則
第 1 条（用語の定義）
1. 本規約において使用する用語は、以下のとおり定義されるものとします。
(1) 「会員」
：本サービスに登録したユーザーを指します。なお、会員は、本サービスを介
して自身が主催するイベントを作成・実施することができます。
(2) 「エンドユーザー」
：会員が作成し、実施するイベントに関する WEB サイト、アプリ、
サービス等を利用する者を指します。
(3) 「本サイト」：当社が本サービスの運営、提供に際して利用する WEB サイト
(4) 「アカウント」：会員が本サービスにログインする際に使用するログイン ID 及びパス
ワード
(5) 「登録情報」：本サービスに登録された会員個人に関する情報
(6) 「ガイドライン等」
：当社が本サービスの提供に際して提示する「ヘルプ」、各種ガイド
ライン、本サービスの利用方法、注意書き等
(7) 「外部サービス」：本サービスのうち第三者が運営するシステム、サービスを介して提
供されるサービス
(8) 「利用契約」：本サービスの利用契約
2. 本規約及び本サービスの提供に際して使用される「時間」は、すべて日本時間（GMT＋9：
00）を基準とします。
3. 本規約において定義されない各用語は、本サービスにおいて規定される定義または日本
国法に基づいて解釈、運用されるものとします。
第 2 条（本規約への同意、適用範囲）
1. 会員は、本規約のすべての条項に同意し、本規約を遵守しなければなりません。なお、
会員が会員登録手続きを開始したことをもって、当該会員が本規約のすべての条項に同意
したものとみなします。
2. ガイドライン等は、本規約の一部を実質的に構成するものとします。ガイドライン等と
本規約との間に矛盾する条項が存在する場合は、本規約の条項が優先されるものとします。

3. 本サービスのうち外部サービスを介して提供されるサービスについては、当該外部サー
ビスの運営者が提示する規約等が適用されます。会員は、そのことにあらかじめ同意し、外
部サービスの利用に際しては、当該外部サービスの規約等も遵守する義務を負うものとし
ます。
4. 当社と会員との間で本サービスの利用について別途個別契約書、覚書等が締結されてい
る場合でも、本規約の条項が優先されるものとします。
第 3 条（本サービスの概要、会員の責務・留意事項）
1. 本サイトは、当社が運営及び会員からの発注依頼に基づき調達した会議室、宴会場また
はイベントホール等（以下「会議室等」をいう）を利用したイベント等を企画、運営等する
ための管理ツールです。なお、会員からの発注依頼に基づき調達した会議室等については、
「第三者運営施設」といいます。
2. 会員は、すべて自身の責任において本サービスを利用するものとします。
3. 当社は、インターネットを経由して本サービスを提供します。会員は、インターネット
に接続するためのあらゆる機器、ソフトウェア、通信手段等を自身の責任と費用において適
切に準備、設置、操作しなければなりません。当社は、会員のアクセス環境等について一切
関与せず、これらの準備、操作に関する責任を負わないものとします。
4. 会員は、本サービスを利用する際、当社が推奨するスペック、OS、ブラウザ等の環境（以
下「推奨環境」という）を有する PC、スマートフォン、タブレット端末等を準備し、当該端
末等にて本サービスを利用しなければなりません。また、会員は、本サービスの利用に際し
て、JAVA スクリプト、クッキー等を有効にしなければなりません。
5. 会員が推奨環境を有しない PC 等で、または当社が提示する利用方法等に従わずに本サ
ービスを利用した場合、当社は、同利用により生じるすべての損害に対して一切責任を負わ
ないものとします。また、この場合で、本サービスの利用に関する情報、会員に関する情報、
エンドユーザーに関する情報等の一部又は全部が喪失した場合、または本サービスの利用
に際して何らかの障害が生じた場合でも、当社は、同損害等に対して、一切責任を負わない
ものとします。
6. 会員は、本サービスを介して自身が入力、提供する情報等についてすべての責任を負う
ものとし、当該情報によって当社、他の会員、エンドユーザー、その他の第三者に損害が発
生した場合には、当該損害のすべてを賠償する義務を負うものとします。
7. 会員は、ユーザー登録等を要する外部サービスを利用する場合、すべて自身の責任及び
費用において当該外部サービスへの登録をするものとします。
8. 会員は、本サービスを介して当社が提供する予約フォーム、顧客管理システム等のプロ
グラム、アプリ等をすべて自身の責任において適切に使用しなければなりません。当社は、
当該プログラム等にバグが存在し、且つ当該バグについて当社に重大な過失がある場合を
除き、当該プログラム等の使用によって何らかの損害が生じた場合でも、一切責任を負わな

いものとします。
9. 会員は、当社の会議室等を使用してイベントを実施する場合、当該会議室等の利用規約
等を遵守しなければならず、また、当該イベントのエンドユーザーにもこれらを遵守させな
ければなりません。なお、当該会議室等が第三者運営施設である場合は、会員は、自らの責
任でその利用規約等を入手します。
第 4 条（禁止事項）
1. 会員は、本サービスの利用に際して、以下の行為等をしてはなりません。
(1) 本サービスの利用に係る権利等を第三者に譲渡、貸与等する行為
(2) 本サービスを第三者に利用させる行為、第三者のために本サービスを利用する行為
(3) ハッキング行為、ウィルス送信、スパムメール送信等の当社又は第三者に損害を与える
可能性のある行為
(4) 本サービスを介してプログラム、ソフトウェア等を送受信する行為
(5) 本サイト上のプログラム、ソフトウェア等を不正に改造又は改変する行為
(6) 本サイト上のプログラム、ソフトウェア等をリバースエンジニアリング、逆コンパイ
ル、又は逆アセンブル等の手法によって解析する行為
(7) 法令に違反する行為又はその恐れのある行為
(8) 公序良俗に反する行為又はその恐れのある行為
(9) 虚偽の情報等を送信する行為
(10) 当社、他の会員、エンドユーザー、又は第三者に損害を与える行為
(11) 当社、他の会員、エンドユーザー、又は第三者を誹謗中傷する行為
(12) 本サービスの運営を妨害する行為
(13)その他当社が不適切と判断する行為
2. 前項に違反した会員は、本サービスの継続的な利用を終了した後または会員資格を喪失
した後であっても、自身の違反行為によって生じる当社又は第三者の損害をすべて自己の
責任及び費用にて賠償しなければなりません。
第 5 条（知的財産権）
1. 本サービスのシステムの他、本サイトにおいて提供される記事、画像及びその他の情報
の知的財産権は、すべて当社に帰属しています。ただし、本条に別途規定がある場合は、こ
の限りではありません。
2. 本サービスにおいて会員が投稿または提供した記事等の知的財産権は、その投稿等をし
た会員に帰属します。
3. 本サービスのうち、外部サービスに係る知的財産権は、当該外部サービスの運営者等に
帰属します。
4. 会員は、自身のイベントの作成、実施、プロモーション等の目的で本サービスを利用で

きるものとします。
5. 本サービスは、会員及びエンドユーザーに対して、本規約によって明示に許諾される条
件にてその使用を許諾（ライセンス）されているものであり、譲渡されるものではありませ
ん。会員及びエンドユーザーは、本規約によって許諾されないすべての権利が当社に帰属し
ていることにあらかじめ同意し、これらに対する侵害行為を一切してはならないものとし
ます。
第 6 条（保証の否認、免責）
1. 当社は、本サービスを介して提供するすべてのサービス、情報等について、常に正確及
び最新であるように努めるものとしますが、情報の正確性、最新性、適法性及び真実性等に
ついて、一切保証しないものとします。
2. 当社は、本サービスのセキュリティ、ウィルス・スパム対策、プライバシーその他の情
報の保護等について万全の対策を施すよう努めるものとします。ただし、会員は、本システ
ム及び本サービスを介してエンドユーザーの個人情報及びその他のプライバシーに関する
情報等を収集、管理する場合、すべて自身の責任において同収集等をしなければなりません。
本サービスの利用に際してエンドユーザーに関する情報漏洩等が発生した場合でも、当社
は、同漏洩等について、一切責任を負わないものとします。
3. 当社は、本サービスを介して会員が入力し、本サービスのサーバ等に蓄積される当該会
員に係るデータ等について、バックアップをする義務を負わないものとし、会員は、本サー
ビスに入力等するデータ等について、自身の責任においてバックアップ等をするものとし
ます。
4. 当社は、何らかの事由によって本サービスのサーバ等に蓄積される会員に係るデータ等
が破損、紛失等した場合でも、一切責任を負わないものとします。
第 7 条（会員登録）
1. 会員として本サービスに登録することを希望するユーザー（以下「希望者」という）は、
当社が定める様式によって登録申込手続きをするものとします。なお、希望者は、登録手続
きの際に自身に帰属する有効な電子メールアドレスを指定しなければなりません。
2. 希望者は、登録申込に際して、真実の情報を入力しなければなりません。なお、当社は、
必要に応じて、希望者に対して、身分証、登記事項証明書等の提示を要求できるものとしま
す。
3. 当社は、会員登録を承認する場合、希望者に対して、登録承諾通知を送信します。
なお、同承諾通知は、第 19 条の手段によってなされるものとします。
4. 当社から前項の承諾通知を受領した希望者は、正式に会員となり、本サービスの利用契
約が開始されるものとします。
5. 当社は、希望者が以下に該当する場合、当該登録申込を拒否できるものとし、すでに会

員として登録されている場合には、当該会員資格をはく奪できるものとします。
(1) 過去に当社より何らかの処分を受けたことがある場合
(2) 年齢が１８歳未満である場合で親権者同意書等の提示を拒否した場合
(3) 第 6 項に定める反社会的勢力であること若しくはそれらの団体に資金等を提供してい
ることが明らかとなった場合
(4) 登録申込に際して、虚偽の申告をした場合
(5) 登録申込に際して、当社からの指示等に従わない場合
(6) 退会後若しくは有効期間満了後当社が定める期間を経過せずになされた登録申込であ
る場合
(7) 本サービスと類似するサービスを営む事業者若しくはその従業者である場合
(8) その他、当社が不適切であると判断した場合
6. 会員は、自己または自己の役員もしくは実質的に経営権を有する者（以下、
「役員等」と
いう）が、現在および将来において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから５
年経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等およびこれらに準ずる者（以
下総称して、
「反社会的勢力」という）の何れにも該当しないこと、ならびに反社会的勢力
と取引、交際、利用等の関係を有しないことを表明し保証することとします。
また、会員登録後において、会員が前段の表明保証に反したことが判明した場合には、当社
は、第 5 項に定める当該会員の資格はく奪の他、会員との間における一切の契約、覚書等
を直ちに解除することができるものとし、当該会員に対して、何等の経済的利益の提供およ
び損失補償をする義務を負わないものとします。
第 8 条（アカウント・登録情報の管理等）
1. 会員は、本サービスにログインするパスワードを指定する場合、第三者に推測されづら
い文字列を指定しなければなりません。
2. 会員は、本サービスにログインするためのアカウントを厳重に管理しなければなりませ
ん。
3. 当社は、本サービスの利用に際して会員が入力したアカウントと第１項の登録されたア
カウントとの一致をもって、当該利用が会員本人によるものとみなします。
4. 会員は、自身のアカウントを忘れた場合又は第三者に使用されていることを知った場合、
直ちに当社が定める手段により、速やかにアカウントの再設定等の手続きを行うものとし
ます。
5. 会員は、登録情報を正確且つ最新に保つ義務を負います。会員は、転居、本店移転、役
員変更等によって登録情報に変更の必要が生じた場合、当社が定める手段により、速やかに
登録情報の変更手続きをしなければなりません。
6. 本条第４項及び前項の手続きを怠った若しくは遅滞したことに起因して会員に損害等
が生じた場合でも、当社は、一切責任を負わないものとします。

第 9 条（有効期間・利用料金・中途解約）
1. 利用契約の有効期間は、「TKP Event Planner」利用開始日が属する月の１日から１年間
とし、かかる期間満了日までに会員から当社に対し、書面又は電子メールによる更新拒絶の
意思表示がない場合、当該有効期間は、期間満了の翌日から起算して更に１年間同一条件に
て更新されるものとし、以後も同様とします。
2. 本サービスの利用料金については、当社と会員との間で別途締結される申込書または個
別契約書等にて規定されるものとします。
3. 利用契約の有効期間は、申込書または個別契約書等にて特段の規定がある場合を除き、
いかなる理由においても中断されないものとします。
4. 本サービスの利用料金は、申込書または個別契約書等にて特段の規定がある場合を除き、
日割り計算されないものとします。
5. 本サービスの利用の中途解約を希望する会員は、当社に対して、解約希望日までに書面
又は電子メールによる申出をするものとします。
6. 中途解約手続きをした会員との間の利用契約は、中途解約手続きの完了時点で解約され
るものとします。
第 10 条（罰則規定）
1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する会員に対して、事前に通知することなくアカ
ウントの一次利用停止、アクセスの一時遮断若しくは会員資格のはく奪等の処分を課すこ
とができます。
(1) 第 4 条に違反した場合
(2) 当社及び第三者の著作権、知的財産権、プライバシー等を侵害した場合
(3) 本規約及び本サイト内の各ガイドライン等に違反した場合
(4) 虚偽の情報等を申告、送信した場合
(5) 本サービスの利用に関する重要事項について、当社からの指示等に従わない場合
(6) 本サービスの利用料金の支払いを遅滞又は怠った場合
(7) 会員の信用状態、経済状態等が悪化したと判断するに足りる事由が発生した場合
(8) 他の会員、エンドユーザー又は第三者からクレーム等が頻発する場合で処分相当であ
ると当社が判断した場合
(9) その他、当社が会員として不適切と判断した場合
2. 会員資格のはく奪の処分を受けた会員との間の利用契約は、処分された日をもって解除
されるものとします。
第 11 条（利用契約終了後の措置等）
1. 本サービスの利用契約が終了した場合、会員は、当社に対するすべての債務を速やかに

弁済しなければなりません。
2. 利用契約が終了した場合、当社は、会員に対して、当該会員が既に支払った本サービス
の利用料金等の返還等を一切しないものとします。
3. 利用契約が終了した場合、会員は、本サービスの利用に係る権利等を同終了時点ですべ
て喪失するものとします。
4. 当社は、利用契約が終了した場合、同終了時点をもって当該会員に関する情報（会員が
作成したすべてのイベントを含む）の一部または全部を削除できるものとします。なお、同
情報の削除に起因して会員およびその会員が作成したイベント等に係るエンドユーザーに
損害等が発生した場合でも、当社は、一切責任を負わないものとします。
第 2 章 作成されるイベント等に関する事項
第 12 条（イベントの作成に係る条件等）
1. 会員は、自身が作成・実施するイベントについてすべての責任を負うものとします。
また、会員は、自身が作成・実施するイベントについて真実且つ正確な情報を提供しなけれ
ばなりません。
2. 会員は、自身が作成、実施するイベントに関してエンドユーザーまたはその他の第三者
から問い合わせ、クレーム等がなされた場合、すべて自己の責任で当該問題を解決しなけれ
ばなりません。ただし、当該クレーム等が本システムの技術上の問題、欠陥等に基づく場合
は、この限りではありません。
3. 会員は、エンドユーザーに対して本サービスの予約システム等を利用させる場合、以下
の条項についてエンドユーザーに提示し、同意させるよう努めるものとします。
(1) 使用許諾条件、範囲等に関する条項
(2) 推奨環境を有する PC、ブラウザ等での利用を促す条項
(3) 法令等に反する行為の禁止に関する条項
(4) システムに故意に負荷をかける行為の禁止に関する条項
(5) システムの不正な改変等の禁止に関する条項
第 13 条（作成を禁止されるイベント）
1. 会員は、本サービスを介して、以下に該当するイベントを作成、実施してはなりません。
(1) 性風俗、アダルト関連のもの
(2) 法令等に反する目的又はその恐れのある目的のもの
(3) 第三者への暴力、誹謗中傷、営業妨害等を目的とするもの
(4) その他、当社が不適切であると判断するもの
2. 当社は、会員が前項に該当するイベントを作成したことを把握した場合、当該会員に対
して、改善指示、警告等をすることができるものとし、当該指示等に従わない場合は、第 10

条の処分を課すことができるものとします。
第 14 条（イベントに関する情報について）
1. 当社は、会員が本サービスを介して提供するイベント等に関する情報（以下「イベント
情報」という）について、当社の判断にて以下の行為等をすることができるものとし、会員
は、そのことにあらかじめ同意しているものとします。
(1) イベント情報の内容等について審査すること
(2) 前号の審査により不適切であると判断した場合、本サービスでの掲載を一時的に停止
すること、および当該会員に対して改善指示等をしたうえで改善後に掲載を再開すること
(3) イベント情報を当社の判断で修正、校正等すること
(4) イベント情報を当該イベントの終了後に修正、削除等すること
2. 当社は、雑誌、新聞、ブログ、WEB サイト等にて会員のイベント情報を告知等するため
に、メディア、マスコミ等に対してイベント情報を紹介等することができます。この場合、
当社は、紹介等するイベントを実施する会員に対して、その可否について確認するものとし
ます。なお、当社は、同紹介を有償にて実施することができるものとし、有償にて紹介をす
る場合には、会員への確認の際にその料金等についても案内するものとします。
第 3 章 参加料の徴収
第 15 条（参加料に関わる情報の登録、削除等・イベント中止時の対応・問い合わせ等）
1. 会員は、自身が作成し、実施するイベント等の参加料を当社のシステムを使用して徴収
することができます。
2. 当社のシステムを介してイベント等の参加料を徴収する場合、イベントの名称、開催日
時、場所、参加資格、募集人数、キャンセルの可否等の必要事項を提供しなければなりませ
ん。
3. 当社のシステムを介してイベント等の参加料を徴収する場合、会員は、当該徴収に係る
情報について、真実、正確かつ最新の情報を提供しなければなりません。また、会員は、そ
れらの情報について変更や修正がある場合、又はイベント等の中止等により参加料の徴収
を取りやめる場合、直ちにそれらに対応しなければなりません。
4．イベント等が中止された場合は、当該中止を告知することを含め当社は一切の責任を負
いません。なお、第 16 条 2 項 2 号に定める業務を当社に委託する場合は、会員は、払戻の
有無、払戻期間等の返金手続きに必要な事項を、直ちに当社に通知するとともに、当社がそ
の対応のために要した費用（エンドユーザーへの返金や補償・賠償等も含む）および当社に
生じた損害を賠償しなければなりません。なお、会員は、エンドユーザーへの返金や補償・
賠償等も含め本項に定める当社の対応等の是非につき異議申し立てをしないものとします。
5. 会員は、参加料およびその他イベント等に関する一切の事項について、エンドユーザー

から問い合わせ、相談、クレーム等がなされた場合、当該問い合わせ等に対して、自身の責
任と費用において誠実に対応しなければなりません。この場合、当社の責めに帰すべき事由
があるとき又は当社が窓口業務を代行する場合においてその代行する範囲内を除いて、当
社は、当該エンドユーザーからの問い合わせ、相談、クレーム等に一切対応いたしません。
6．前項の定めにかかわらず、エンドユーザーへの対応等を当社が行なった場合（当社が合
理的に必要と判断した場合に対応等を行った場合も含む）
、会員は、当社がその対応のため
に要した費用（エンドユーザーへの返金や補償・賠償等も含む）および当社に生じた損害を
賠償しなければなりません。なお、会員は、エンドユーザーへの返金や補償・賠償等も含め
本項に定める当社の対応等の是非につき異議申し立てをしないものとします。
7. 会員は、当社のシステムを介してのイベント等の参加料の徴収に際して、参加料の支払
いを強要する等、エンドユーザーに無理に意思表示または行為をさせるような表現を用い
てはなりません。
第 16 条（システム利用料、参加料徴収決済代行）
1. 会員が当社のシステムを介して参加料を徴収する場合、当社所定の作業費および手数料
が発生します。
2．会員が当社のシステムを介して参加料を徴収する方法は、以下のいずれかによります。
(1)会員自らの名義で当社のシステムを使用して参加料を徴収する方法
決済代行業者は、当社指定となります。会員は、当該決済代行会社との間で別途契約する条
件に従うものとします。
(2)当社に参加料徴収を委託する方法
会員は、当社にイベント等の参加権をエンドユーザーに販売する業務および参加料を徴収
する業務を委託するものとします。
3. 前項 1 号に定める方法を選択しているときに、エンドユーザーによる参加料支払い後、
当該エンドユーザーがイベント等の参加をキャンセルする場合、決済代行事業者を通じて
返金処理ができないときは、会員よりエンドユーザーに対して直接返金手続を行うものと
します。
第 4 章 全般
第 17 条（登録情報の取扱い）
1. 当社は、会員の登録情報を本サービス及び当社グループが展開する他のサービスの運営、
提供及びこれに付随する業務の目的のみに利用するものとします。
2. 当社は、登録情報を第三者に開示又は提供しないものとします。ただし、以下に該当す
る場合は、この限りではありません。
(1) 会員が許諾した場合

(2) 会員を特定できない方法にて開示・提供する場合
(3) 法令にて開示又は提供が認められる場合
(4) 公的機関より法令に基づき開示又は提供を求められた場合
(5) 本サービスの提供の目的のため本サービスの一部又は全部を第三者に委託する場合
(6) 本サービスの運営を第三者に譲渡する場合
3. 当社は、登録情報のうち、
「個人情報」に該当する情報について、本サイト上のプライバ
シーポリシーに基づき管理及び使用するものとします。
4. 当社は、会員に対して、収集した個人情報及び参加履歴等を利用して当社が提供する各
サービスに関する案内等を送信することができ、会員は、同利用に予め了承するものとしま
す。
第 18 条（委託）
1. 当社は、本サイト運営および保守管理を委託する場合があります。
2. 前項に基づき当社が委託した場合の、委託先の選任、監督ならびに委託先の行った作業
の結果については、当社が責任を負うものとします。
第 19 条（通知手段）
1. 当社から会員への通知方法は、別段に定めのある場合を除き当社からの電子メールの送
信、本サイト上での掲示又はその他当社が適当と認める方法によって行われるものとしま
す。
2. 当社は、本サービスの重要な情報等を送信する場合、当社からのメール通知等の受信を
すべて拒否する設定をしている会員を含むすべての会員に対して、電子メール等を送信で
きるものとします。
3. 電子メールによって行われる通知は、登録情報として登録された電子メールアドレス宛
への発信をもって完了するものとします。
4. 会員は、自身が登録情報として登録された電子メールアドレスについて迷惑メール対策、
ドメイン指定等の設定をしている場合、同受信設定等を変更し、当社からの電子メールの受
信を許可しなければなりません。当社は、設定を変更しなかった会員に生じる損害に対して、
一切責任を負わないものとします。
5. 本サイト上での掲示にて行われる通知は、本サイト上に掲示された時点をもって完了す
るものとします。
6. 当社は、上記のいずれかの方法により会員に通知を行った場合、異議申し立てがない限
り、通知日をもって会員が同通知の内容に同意したものとみなします。
7. 当社は、メールアドレスの不備、誤記があったこと又は変更を怠ったこと等会員の故意
又は過失に起因して当社からの通知が不到達となった場合でも、同通知について同会員が
異議なく同意したとみなします。

第 20 条（機密保持）
1. 当社は、利用契約に関連して知りえた会員の技術上・経営上の一切の秘密を第三者に漏
洩又は開示しないものとします。ただし、本サービスの提供の目的のため本サービスの一部
又は全部を第三者に委託する場合は、この限りではありません。
2. 前項但書の規定によって第三者に会員の秘密を開示する場合でも、当社は、当該第三者
に対して、本条の規定と同様の機密保持について、同意させるものとします。
3. 会員は、本契約に関連して知りえた当社の技術上・経営上の一切の秘密を第三者に漏洩
または開示してはなりません。
4. 以下に該当する情報は、本条に定める「秘密」には含まないものとします。
(1) 他の当事者から知得する以前にすでに所有していた情報
(2) 他の当事者から知得する以前にすでに公知である情報
(3) 他の当事者から知得した後に自己の責によらない事由により公知とされた情報
(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務をともなわずに知得した情報
(5) 法令に基づき行政機関、裁判所および地方自治体から開示・提供を求められた情報
第 21 条（本サービスの一時中断）
1. 当社は、以下のいずれかに該当する事由により本サービスを一時的に中断できるものと
します。
(1) 天変地異、戦争、革命、火災等の事由により本サイトを中断した場合
(2) 本サービスのシステム、サーバ等の保守を行う場合
(3) その他、当社が本サービスの一時的な中断を必要と判断した場合
2. 当社は、前項の事由により本サービスを一時中断したことに起因して会員に損害が生じ
た場合でも、同損害に対して、一切責任を負わないものとします。
3. 当社は、本サービスの継続的な提供が困難だと判断した場合、第 22 条の規定に係わら
ず会員に対して通知を行わず本サービスを終了できるものとします。
第 22 条（本サービスの終了）
1. 当社は、会員に対して、１ヶ月前までに通知を行うことにより本サービスを終了できる
ものとします。
2. 当社は、前項の本サービス終了の通知を第 19 条の手段によって行うものとします。
3. 当社は、本サービス終了によって直接又は間接に生じる会員、エンドユーザー又は第三
者の損失又は損害に対して、一切の責任を負わないものとします。
第 23 条（損害賠償）
1. 会員は、本サービスの利用に関連して自らの故意又は過失により当社、他の会員、エン

ドユーザー及び第三者に損害を生じせしめた場合、同損害のすべてを賠償する義務を負う
ものとし、いかなる場合も当社を免責するものとします。
2. 当社は、会員が本サービスの利用に際して損害をこうむった場合、当該損害が当社の責
に帰すべき事由に起因して現実に発生した、直接かつ通常の範囲である場合に限り、同損害
を賠償するものとします。ただし、この場合でも、会員による当社に対する損害賠償限度額
は、いかなる場合も当該会員が支払った本サービスの利用料金並びに会議室等の利用料の
総額に相当する金額を超えないものとし、会員が支払った本サービスの利用料金が存在し
ない場合、当社は、会員に対していかなる場合も金銭による損害賠償等をしないものとしま
す。
第 24 条（合意管轄等）
1. 本規約に関連して、会員と当社との間で紛争が生じた場合、双方は、ともに誠意をもっ
て協議するものとします。
2. 双方は、前項により協議をしても解決しない場合、当社の本店を管轄する地方裁判所に
おいて第一審の裁判を行うことに予め同意するものとします。
3. 会員は、本規約及びその他当社が本サイトにおいて提示する各規約又はガイドライン等
が日本国法に準拠して解釈されることに予め同意するものとします。
第 25 条（本規約の変更）
1. 当社は、本規約を変更できるものとします。
2．当社は、本規約を変更する場合には、その効力発生時期を定め、かつ、本規約を変更す
る旨および変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を、本サイト上に掲示又は会員
に個別に通知する方法で周知するものとします。当該変更内容の掲示又は通知後、会員が本
サービスを利用した場合又は当社の定める期間内に退会の手続をとらなかった場合には、
会員は、本規約の変更に同意したものとみなします。なお、改定後の本規約の効力は、改定
日の午前 0 時から生じるものとします。
3．会員は、前項の予告期間中に、本規約の変更につき承諾しない旨を当社に書面にて通知
することにより、改定日以降についての本サービスの利用を終了できるものとします。
第 5 章 メール配信に係る第三者サービスの利用に係る特約
当社は、本サービスに係るメール配信を第三者のサービスを利用して提供します。本サービ
スのメール配信に関しては、本章の規定を優先して適用するものとし、本章における「第三
者サービス」とは、メール配信に係るサービスのみを、「第三提供者」とは、メールの配信
に係るサービスを運営する事業者とその関連する事業者のみを指すものとします。

第 26 条（第三者のサービス）
1. 本規約に基づいて会員へ提供されるサービスには、当社にサービスを提供する第三者
(以下「第三提供者」という) により開発、提供および維持をされているサービスを含みま
す。会員が、当社の提供するこれらのサービス（以下「第三者サービス」という）にアクセ
スまたは使用する場合には、当該第三者サービスに関する利用約款及びプライバシーポリ
シーに合意しなければなりません（これらを併せて以下「第三者サービス利用約款等」とい
う）。
2. 第三者サービスには、本規約の条項が適用されることに加え、全ての第三者サービス利
用約款等の条項が随時適用されます。
3. 本規約で定められていない限り、本規約の条項と第三者サービス利用約款等の条項に齟
齬が生じた場合、第三者サービス利用約款等の条項が優先的に適用されるものとします。
4. 各第三提供者は、第三者サービスおよび第三者サービスを提供する為のソフトウェア、
ハードウェア、テクノロジーおよびそれらに対する追加項目、改正、更新や変更に対する全
ての権利を保持します。
5. 第三提供者は、第三提供者による第三者サービスを提供する限り、本規約上規定されて
いる利益を受けることができ、会員が本規約の条項に違反した場合、本規約上の権利を行使
することができるものとします。
第 27 条（保証）
会員は、以下の項目に関し表明、保証、誓約するものとします。
(1) 会員は本規約を締結する法的権利と地位を有する。
(2) 会員は、本規約に基づく義務を履行し、本規約および、本規約に基づき提供されるサー
ビスに関連し会員が適時別途に締結する契約に記述されている権利や資格を許諾する法的
権利と地位を有する。
(3) 本規約に基づいて提供されるサービスに関連して、会員によって提供されるデータ、情
報、その他のコンテンツ(以下総称して「コンテンツ」という。) はすべて本規約条項に従
う。
(4) 会員は本規約の条項に従い、本規約に基づいて提供されるサービスを使用する。
第 28 条（保証免責）
1. 本規約に基づいて提供されるサービスに関する唯一の保証は、本規約に基づいて当社に
より会員に提供されると明示された保証に限られるものとします。
2. 全ての第三者サービスは第三提供者による「現状有姿」および「利用可能な場合」に厳
格に限定して提供されており、第三者サービスについては明示、黙示にかかわらず、また適
法か否かにかかわらず、商品適格性に関する保証、特定目的に適合する保証、権原保証、第
三者に対する権利侵害を含むいかなる表明および保証を含みません。口頭、または書面によ

る当社による情報提供および助言については、なんら第三提供者の代理として、保証を生じ
させるものではありません。
第 29 条（補償）
1. 会員は、当社、第三提供者、第三提供者の関係者、被用者、代理人、契約の相手方、譲
受人、使用許諾人、承継人(以下、総称して「補償者」という)に対して、免責補償すること
に同意するものとします。
2. 前項の免責補償は、会員が本規約に基づいて提供されるサービスへのアスセスまたは使
用から起因した場合、および本規約の違反の有無にかかわらず、かかるサービスにおいて電
子メールまたはその他の交信手段（第三者サービスによる場合を含む）により生成され送付
された内容に起因する場合、すべての損害および費用 (弁護士費用、裁判費用、損害賠償
金、和解金を含む)が対象となります。
第 30 条（賠償責任の制限）
1. 会員は、本規約に基づいて提供されるサービスは、当社のみが責任を負うことに同意す
るものとし、第三提供者は一切本規約に基づき提供されたサービス（第三者サービスを含む）
について責任を負わないものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、当社は、本規約または第三者サービスに関して生じた機会損
失（一切の取引上の損失または逸失利益を含む）及びいかなる間接的、偶発的、特別、懲戒、
または懲罰的損害について、契約責任、厳格責任または不法行為責任（過失いかんを問わな
い）については、損害の発生の可能性を事前に認識していたとしても一切責任を負わないも
のとします。
3. 前各項における損害の制限が適用法によって許されない場合には、該当する法律によっ
て許される最大限の免責範囲が適用されるものとします。
4. 当社および全ての第三者提供者は以下に関しての責任は負わず、何ら補償の義務を負い
ません。
(1) 当社および第三提供者に対して機密情報を送信すること
(2) 当社及び第三提供者が会員の操作により何らかの法に違反する行為をすること
(3) 当社及び第三提供者を利用した会員によるメール送信行為、およびメール送信行為、デ
ータ収集方法、コンテンツ（以下で定義する）について当社及び第三提供者に対し第三者か
ら申立てがあった場合
第 31 条（機密保持）
1. 当社と第三提供者は、本規約によるサービスの使用、運用に関連するデータ、情報を収
集、抜粋、編集、統合および分析する権利を有します(以下「サービスデータ」という)。
2. 当社や第三提供者によって収集されたサービスデータは、収集した者が保有し、本規約

に基づきサービスが提供される時点で存在する個人情報保護方針の対象となる会員への報
告義務なしに、適法なビジネス目的のために使用されることがあります。会員は、本規約に
基づいて提供されるサービスに適用される個人情報保護方針または本規約に記載されてい
る、個人を特定しうるデータ、その他の情報の使用と開示について承諾するものとします。
第 32 条（コンテンツ）
1. 会員は、自身が提供するコンテンツに関して責任を負うものとします。会員は、以下の
コンテンツを提供すること、第三者に提供を許可すること、以下のコンテンツの提供を目的
として本規約に基づいて提供されているサービスを使用することおよび第三者への使用許
諾をすることはできないものとします。
(ア)第三者の知的財産権の侵害、不正使用、およびいかなる侵害行為
(イ)名誉毀損、未成年者に有害な内容、わいせつ、または児童ポルノを含む場合
(ウ)サービスに支障を与えるようなウィルスまたはプログラミングルーチンを含んでいる
場合、またはデータや情報を不正に傍受または収集している場合
(エ)情報が虚偽、誤情報、または不正確である場合
2. 当社および第三提供者は、コンテンツのいかなる削除、訂正、破棄、損害、損失、また
は保存、またはバックアップの失敗についての責任を負いません。
3. 当社および第三提供者は、コンテンツに関する違反行為があった場合には是正措置をと
ることができます。ただし、当社および第三提供者はコンテンツの正確さや潜在的責任につ
いて審査をする義務を負わないものとします。
第 33 条（使用許諾）
1. 会員は、本規約に基づいて当社および第三提供者がサービスを提供するために必要なす
べてのコンテンツに関する権利及びライセンスを、当社と第三提供者に許諾します。
2. 会員は、全てのコンテンツのバックアップを適宜維持する義務を負います。
3. 当社と第三提供者はコンテンツのいかなる削除、訂正、破棄、損害、損失、または保存
またはバックアップ作成の失敗に対する責任を負いません。
会員は、当社と第三提供者が本規約または本規約に基づくサービスを提供するために必要
なコンテンツの使用を許可するすべての必要な権利を会員が有していることを表明および
保証するものとします。

