
 

 

ShareArt（シェアアート）サービス利用規約  

（パートナー） 

 

株式会社 ShareAtrt 

 

第 1章 総則 

 

第 1条（規約の適用） 

1．株式会社 ShareAtrt（以下「当社」といいます）は、この ShareArt（シェアアート）サービス利用規約（以下

「本規約」といいます）に従い、ShareArt（シェアアート）サービス（「cj3.jp or share-art.jp」その他の当社が

指定するドメイン内で提供するサービス）を提供し、パートナーは本 規約に基づき本サービスを利用するもの

とします。 

2．当社は、当社が必要と認めたときはいつでも本サービスの内容および契約条件の追加、変更等を行うことがで

きるものとし、それに伴う本規約の変更を行うことができるものとします。その場合には、本サービスの提供条

件には変更後の規約が適用されるものとします。 

3．当社は、本規約に関する追加、変更、特約等の条件（以下「個別規約」といいます。）を別途定めることがあり

ます。その場合、個別規約は本規約の一部を構成します。本規約と個別規約との関係では、個別規約が本規約に

優先して適用されるものとします。 

 

第 2条（定義） 

本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

(1)「本サイト」とは、当社が運営する「ShareArt（シェアアート）」と称するウェブサイトをいいます。 

(2)「本サービス」とは、本サイト上および当社が指定するドメイン内で提供する当社が別途定めるパートナー向け

サービスをいいます。 

(3)「利用契約」とは、本規約に基づく当社とパートナーとの間の契約をいいます。 

(4)「申込者」とは、当社に利用契約の締結申込みをした者をいいます。 

(5)「パートナー」とは、当社との間で利用契約を締結した本サービスの利用者をいいます。 

(6)「ユーザー向けサービス」とは、本サイト上および当社が指定するドメイン内で提供する当社が別途定めるユー

ザー向けサービスをいいます。 

(7)「ユーザー」とは、ユーザー向けサービスの利用者をいいます。 

(8)「ShareArt（シェアアート）サービス利用者」とは、ユーザーおよびパートナーその他の本サイト上の利用者

すべてをいいます。 

(9)「アカウント」とは、当社からパートナーに付与される本サービスを利用するための資格をいいます。 

(10)「登録メールアドレス」とは、パートナーが当社に登録したメールアドレスの情報をいいます。 

(11)「パスワード」とは、本サービスを利用するにあたって、ID および登録メールアドレスと照合して本人を識別

するための文字列をいいます。 

(12)「画像等の情報」とは、プロフィール、コメント、画像、動画等本サービスを利用してパートナーが投稿でき

る情報をいいます。 

(13)「投稿」とは、パートナーが画像等の情報を本サイト内の投稿可能な箇所に投稿し、または他の本サービスの

利用者にサイト内メッセージで送信する行為をいいます。 

(14)「サービス利用料金」とは、本サービスの利用に係る料金その他の債務およびこれらにかかる消費税相当額を

いいます。 

 



 

 

第 2章 利用契約 

 

第 3条（利用契約の申込み） 

 利用契約の申込みは、予め本規約に同意の上、当社が定める方法により申し込むものとします。利用契約の申込

みは、法人、 任意団体等（以下「法人等」といいます）に限らず、個人も行うことができるものとします。 

 

第 4条（契約の単位） 

1．当社は、パートナーに対して、原則として、1つの利用契約の締結につき 1アカウントを付与するものとしま

す。当社が特に認めた場合を除き、1人の個人または１の法人等が複数のアカウントを保有すること、および複

数の個人または法人等が 1つのアカウントを共有することはできないものとします。 

2．パートナーは、１つの利用契約の締結につき、１つのメールアドレスを登録することができるものとします。 

 

第 5条（契約の成立） 

1．当社が申込者による利用契約の申込みを承諾した時点で、利用契約が成立するものとします。 

2．当社は、申込者が次の各号の一に該当する場合には、利用契約の申込みを承諾しない場合があります。 

(1) 本サービスの申込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記または記載漏れがあったとき。 

(2) 第三者になりすまして申込みを行ったとき。 

(3) 未成年者であるにもかかわらず、法定代理人等の同意を得ずに申込みを行ったとき。 

(4) 成年被後見人または被保佐人であるにもかかわらず、法定代理人等の同意を得ずに申込みを行ったとき。 

(5) 申込者が、本サイトに係る他の契約において、利用料金の支払いをなさず、あるいは遅延していたとき。 

(6) 過去に不正利用等により、利用契約を解除されている、または利用停止されているとき。 

(7) 利用契約の申込みを承諾することが技術上または当社の業務の遂行上、支障があると当社が判断したとき。  

(8) その他当社が適当でないと判断したとき。 

 

第 6 条（契約の種類の変更） 

 パートナーは、当社が特に認めた場合を除き、本サービスからユーザー向けサービスへの変更はできないものと

します。 

 

第 7条（登録内容の変更） 

1．パートナーは、利用契約の申込時に当社に登録した内容に変更があった場合には、速やかに変更後の正確な情

報を、当社所定の方法により改めて登録しなければならないものとします。 

2．パートナーは、自らの管理に属する使用可能なメールアドレスを登録メールアドレスとするものとし、当該登

録メールアドレスが自らの管理に属さなくなった場合には、自らの管理に属する使用可能な別のメールアドレス

に変更しなければならないものとします。パートナーは、登録されたメールアドレスが自らの管理に属さなくな

ったことを当社に届け出なかった場合、本サービスを利用できなくなることがあります｡ 

3．パートナーは、本サービスに登録した決済方法が無効または不適切となった場合には、速やかに自らの管理に

属する使用可 能な別の決済方法を登録しなければならないものとします。 

4．当社は、本サービスに登録された情報の内容が誤りまたは不正確であったことによってパートナーに生じた損

害等について、一切の責任を負わないものとします。 

 

第 3章 本サービスの利用 

 

第 8条（サービス利用環境の維持） 



 

 

1．本サービスを利用するために必要な機器､通信手段などは､パートナーの責任と費用で備えるものとします｡ 

2．パートナーは自らの責任と費用をもって、自らの利用環境に関するコンピュータ・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対策を講じるものとします。 

3．当社は、パートナーの利用環境について一切の責任を負わないものとします。 

 

第 9条（IDおよびパスワードの管理） 

1．パートナーは、本サービスに接続する PC その他の機器を他人に無断で使用されないよう、パートナーの責任に

おいてこれらを管理するものとします。 

2．パートナーは、本サービスの利用に関して付与される ID およびパスワードを厳格に管理し、他人に利用させて

はならないものとします。パートナーに付与された ID、パスワードを利用して本サービスが利用された場合、す

べて当該パートナーによって利用されたものとみなします。当社は、パートナーに付与した ID およびパスワード

について、盗用、第三者による不正 使用等が行われた場合であっても、一切の責任を負わないものとします。 

 

第 10条（本サービスの利用） 

1．パートナーは、自らの責任において本サービスを利用するものとし、本サービスの利用に係るすべての行為およ

びその結果について一切の責任を負うものとします。 

2．パートナーは、本サービスを利用して投稿した画像等の情報に関して一切の責任を負うものとします。当社は、

パートナーが本サービスを利用して投稿した画像等の情報の内容について、一切の責任を負わないものとします。  

3．パートナーは、本サービスを利用して投稿した画像等の情報を、パートナー自身が適宜バックアップを取るなど

の手法で保存するものとし、当社は、パートナーによって投稿される画像等の情報を管理・保存する義務を負わな

いものとします。当社は、画像等の情報の消失、毀損に起因してパートナーが被った損害について一切の責任を負

わないものとします。 

 

第 11条（第三者が提供するサービス） 

1．当社は、本サイト上で、または本サービスの中で、提携企業その他の第三者のサービス（当該第三者が提供する

広告サービ スを含みます。以下、本条において同じ）を媒介することがあります。 

2．パートナーは、前項に定める第三者のサービスを利用する場合、当該第三者の定める利用規約その他の契約条件

に従うものとします。 

3．当社は、パートナーと第１項に定める第三者との間の契約につき当事者、代理人、保証人等にはならず、かかる

契約の有効性、適法性、瑕疵、債務不履行等につき、一切の責任を負わないものとします。 

4．パートナーは、第 1項に定める第三者との間に何らかの紛争が発生した場合には、自らの責任と費用においてこ

れを解決するとともに当社に対して何等の迷惑および損害を与えないものとします。 

 

第 12条（（当社または第三者が提供する情報の知的財産権） 

1．本サービスに関して当社または第三者が提供する情報（画像等の情報の他、当社が本サービスを通じて提供す

る一切の情報 を含みます。以下、本条における「情報」について同じとします）に関する特許権、実用新案

権、商標権、意匠権、著作権およびノウハウを含む全ての知的財産権その他一切の権利は、当社または当社に対

して当該情報を提供した第三者に帰属し、パートナーによるダウンロードの有無にかかわらず、パートナーには

移転しません。 

2．パートナーは、本サービスを通じて得た情報を、自らの私的利用の目的にのみ使用するものとし、本サービス

内で明示的に許諾される場合を除き、商業利用、他者への転送や一般公衆が閲覧できるウェブサイトへの掲載、

私的利用の範囲を超える複製、頒布、公衆送信、出版、放送、譲渡、翻訳、翻案、その他一切の二次利用を行っ

てはならず、かつ第三者をして行わせてはならないものとします。 



 

 

3．パートナーは、本サービスを通じて得た情報について、当該情報の権利者または第三者との間で何らかの紛争

が発生した場合には、自らの責任と費用においてこれを解決するとともに当社に何等の迷惑および損害を与えな

いものとします。また、当社は、かかる紛争に起因してパートナーに生じた損害について一切の責任を負わない

ものとします。 

 

第 13条（パートナーの投稿した画像等の情報の知的財産権） 

1．本サービスを利用して投稿された画像等の情報の著作権その他一切の権利は、当社に移転することなく、元の権

利者に引き続き帰属するものとします。 

2．パートナーは、本サービスを利用して投稿する画像等の情報について、自らが権利を有すること、第三者の権利

を侵害するものでないことを、当社に対して表明し保証するものとします。パートナーは、かかる表明保証の違反

に起因して当社が損害を被った場合、かかる損害を直ちに補償するものとします。 

3．パートナーは、自らが投稿した画像等の情報が第三者の権利を侵害することなどに起因して第三者との間で何ら

かの紛争が発生した場合には、自らの責任と費用においてこれを解決するとともに、当社に何等の迷惑および損害

を与えないものとします。また、当社は、かかる紛争に起因してパートナーに生じた損害について一切の責任を負

わないものとします。 

4．当社は、当社または他の ShareArt（シェアアート）サービス利用者による画像等の情報の利用に関して、パート

ナーまたはパートナーに利用を許諾した第三者に対して、いかなる責任を負わず、また何らの対価も支払わないも

のとします。  

5．パートナーが本サービスを利用して投稿し公開した画像等の情報は、本サイト内の所定の場所に掲載され、

ShareArt（シェアアート）サービス利用者はこれを閲覧または利用することができるものとします。パートナー

は、本サービスを通じて投稿し公開した画像等の情報について、当社および ShareArt（シェアアート）サービス

利用者に対して、日本の国内外で非独占的に利用することを無償で許諾するものとします。 

6．パートナーは、本サービスを通じて公開した画像等の情報を、自らの操作により非公開に設定することができる

ものとします。ただし、パートナーは、画像等の情報が本サービスの機能を利用して本サイト外において利用され

た場合、非公開設定がなされた後も当該画像等の情報が公開され、利用され続ける可能性があることを理解し、こ

れに同意するものとします。この場合、当社はパートナーに対して何らの責任を負わず、また第三者に対して当該

画像等の情報の削除等を要求する義務を負わないものとします。 

7．当社は、パートナーが投稿する画像等の情報について、本サービスの円滑な提供、当社システムの構築、改良、

メンテナンスに必要な範囲内でデジタル圧縮などの技術的な変更を加えることができるものとします。 

 

第 14条（画像等の情報の運用について） 

1．当社は、本サービスを通じて投稿される画像等の情報を事前に検閲または管理しないものとします。 

2．当社は、本サービスの内容およびパートナーが本サービスを通じて得る情報等について、その完全性、正確

性、確実性、有用性、適法性、道徳性、その他のいかなる保証も行わないものとします。パートナーによって投

稿される画像等の情報が、当該パートナーの内部規則等に関する適否についても、一切の責任を負わないものと

します。 

3．当社は、パートナーが本サービスに投稿する画像等の情報を監視、編集する義務を負わないものとします。当

社は、当社が画像等の情報を監視、編集しないことによって発生した不利益について、パートナーおよび第三者

に対して一切の責任を負わないものとします。 

4．当社は、パートナーが本サービスに投稿した画像等の情報をチェックし、当社の裁量により、これらの全部ま

たは一部を削除し、拒絶し、または掲載場所を変更する権利を有するものとします。当社は、当社が画像等の情

報の全部または一部を削除し、拒絶し、または掲載場所を変更することによって発生した不利益について、パー

トナーおよび第三者に対して一切の責任を負わないものとします。 



 

 

5．前項の定めにかかわらず、当社は、パートナーに対し、前項の措置をとる義務を負うものではなく、当社が前

項の措置をとらなかったことによりパートナーに損害が発生した場合であっても、一切責任を負わないものとし

ます。 

 

6．当社は、パートナーが投稿した画像等の情報について、広報の範囲に限り、複製、上映、公衆送信（放送）、自

動公衆送信（ウェブサイトでの公開）、その他 SNSサービス上での送信、展示、翻訳等の行為を行えるものとす

る。ただし、パートナーが本サービス内で明示的に利用制限（他サービス等への転載禁止など）を示している場合

は、その限りではない。 

 

第 15条（禁止行為等） 

パートナーは、以下の各号に該当する行為を行ってはならないものとします。 

(1)当社もしくは第三者の著作権等の知的財産権を侵害する行為。 

(2)本サイトに投稿されている画像等の情報を、当該情報の権利者の同意なくして、商業利用、他者への転送や一般

公衆が閲覧できるウェブサイトへの掲載、私的利用の範囲を超える複製、出版、放送、譲渡、翻訳、翻案、公衆

送信その他の一切の二次利用を行うこと、および第三者をして行わせること。 

(3)当社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、または侵害する恐れのある行為。電

子メールアドレスを含む個人情報を当該本人の承諾なくして収集する行為。 

(4)当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用

を毀損する行為。 

(5)詐称行為。パートナー自身以外の人物、会社等の組織名を名乗る行為、当社に成りすます行為。 

(6)詐欺、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買等の犯罪に結びつく行為。 

(7)選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為、および公職選挙法に抵触する行為。 

(8)自殺・自傷・薬物乱用などを美化・勧誘・誘発・助長する行為。 

(9)第三者の ID、パスワード等を不正に使用する行為。 

(10)他の ShareArt（シェアアート）サービス利用者に対する脅迫、いやがらせ、ストーカー行為に該当する行為。 

(11)わいせつな行為等を目的とした出会い等を誘導する行為。 

(12)１人が複数のアカウントを保有する行為（ただし、当社が別に認めたものを除く）。 

(13)法律・条例・その他当社が定める基準に反するような、性的、わいせつ、暴力的な表現、児童ポルノまたは児童

虐待に相当 する画像等の情報を投稿する行為。これらのデータを収録した媒体に関する画像等の情報を投稿す

る行為。 

(14)次に掲げる内容の画像等の情報を投稿する行為。 

(ア)投稿された画像等の情報を誹謗中傷する内容の情報。他人の名誉または信用を傷つける情報。 

(イ)他人の権利を侵害する情報。 

(ウ)本人の承諾を得ることなく第三者の氏名、住所、勤務先、電話番号等個人を特定しうる内容の情報（投稿さ

れた画像等の 情報と照らし合わせることで個人を特定しうる場合を含む）。 

(エ)真否についての事実確認が困難な内容や虚偽の内容の情報。 

(オ)非合法または公序良俗に反するような情報および非合法行為を勧誘する情報。 

(カ)人の殺害、傷害現場、死体その他残虐な行為を撮影した情報。 

(キ)自己または第三者のトラブルまたはクレームに関する内容の情報。 

(ク)当社が本サービスの目的に合致しないと判断する商業用の広告、宣伝または勧誘を目的とする画像等の情報

（当社が特に 認めたものを除く）。 

(ケ)アフィリエイトのリンクを含む画像等の情報、無限連鎖講（ネズミ講）・チェーンメール・MLM・リードメ

ール等他人を 勧誘する内容の画像等の情報。 



 

 

(コ)アダルトサイト・ワンクリック詐欺サイト・ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を流布させるこ

とを目的とするサイト等当社が不適切と判断するサイトに誘導する画像等の情報（単にリンクを張る行為を

含む。）。  

(サ)その他当社が不適切と判断する内容の情報。 

(15)次に掲げるスパム行為を行うこと。 

(ア)スパム投稿・スパムメッセージ 

本サイト内の投稿可能な箇所に、同一または類似の文章を投稿し、またはメッセージで送信する行為。

ShareArt（シェアアート）サービス利用者に対して、無差別にメッセージを送信する行為。 

(イ)スパムワード 

本サイト内の投稿可能な箇所に、当該箇所と無関係若しくは関連性の希薄な語句を複数羅列し、または著し

く長い文章若しくは大量の語句を投稿する行為。 

(ウ)スパム URL 

本サイト内の投稿可能な箇所に、同一の URL を投稿し、またはメッセージで送信する行為。 

(エ)その他当社がスパムと判断する行為。 

(16)人種・民族・性別・年齢・思想などによる差別に繋がる表現を使用する行為。 

(17)通常の範囲を超えて本サービスのサーバに負担をかける行為、もしくは、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、またはこれらの恐れのある行為。 

(18)当社の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為。当社もしくは第三者のネットワーク・サ

ーバ環境などに不正にアクセスする行為。 

(19)ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為。 

(20)法令、公序良俗または本規約もしくはその他の利用条件等に違反し、または他者の権利を侵害すると当社が判断

する行為。 

(21) 上記各号に該当する行為を試みる行為、または上記各号に該当するおそれのある行為。 

(22)その他、当社が不適切と判断する行為。 

 

第 16条（禁止行為等への措置） 

1．パートナーが本規約に違反した場合または当社が必要と認める場合は、当社は当該パートナーに対し以下の措

置を講ずるこ とができるものとします。なお、パートナーは、当社より以下の措置に係る通知を受けた場合は

速やかに当該通知の内容に応じるものとし、当社の措置に対して一切の異議を述べないものとします。 

(1)本規約に違反する行為等を止め、同様の行為を繰り返さないことを要求すること。 

(2)画像等の情報の自発的削除・訂正を求めること。 

(3)当社が画像等の情報の全部もしくは一部を削除すること。 

(4)本サービスのアカウントを停止すること 

(5)強制退会処分とすること。 

(6)再入会申込を承諾しないこと。 

(7)その他当社が必要と認める措置。 

2．当社はパートナーの禁止行為によって生じたクレーム対応などの稼働等に要した費用、および当社が被る損害

を当該禁止行為を行ったパートナーに対して請求できるものとします。 

 

第 4章 サービス利用料金 

 

第 17条（サービス利用料金） 

1．サービス利用料金は、当社が別途定めるサービス利用料金表のとおりとします。 



 

 

2．当社は、物価または当社の施設に係る維持管理運営費の変動等により、サービス利用料金が不相当となるに至

ったと認める場合にはいつでも、サービス利用料金の変更を行うことができるものとします。 

 

第 18条（サービス利用料金の計算方法） 

1．当社はサービス利用料金について、利用契約の成立日が属する月の翌々月 1 日を起算日として、所定の契約期

間満了月の末 日までのサービス利用料金を一括で請求するものとします。 

2．当社は、当社の業務遂行上やむを得ない場合は、サービス利用料金計算の起算日、締切日を変更することがあ

ります。 

 

第 19条（サービス利用料金の支払方法） 

1．パートナーは、当社が定める方法の中からあらかじめ選択し、登録した決済方法によってサービス利用料金を支

払うものとします。 

2．パートナーは、当社からの請求に従い、次の各号に定める支払期日までにサービス利用料金を支払うものとしま

す。なお、 振込手数料等の費用がかかる場合、当該費用はパートナーの負担とします。 

(1)利用契約成立時 

   利用契約の成立日が属する月の翌月末日まで 

(2)利用契約更新時 

   更新前の利用契約における契約期間満了月の末日まで 

3．当社は、いかなる理由があっても（契約期間の途中で利用契約が解除された場合を含みます）、当社がパートナー

より受領したサービス利用料金について、一切返金する義務を負わないものとします。 

 

第 20条（延滞利息） 

パートナーは、サービス利用料金および本規約に基づき当社に対して負担する一切の債務につき支払期日を経過し

ても支払わない場合には、延滞金額に対する支払期日の翌日から支払いのあった日の前日までの日数について、年１

４．６％の割合で計算した額を延滞利息として当社が定める方法により支払うものとします。 

 

第 5章 責任等 

 

第 21条（当社の責任） 

1．パートナーは自らの責任に基づいて本サービスを利用するものとし、当社は本サービスにおけるパートナーの

一切の行為について何人に対しても一切の責任を負わないものとします。 

2．本サービスに関して、パートナーと他の ShareArt（シェアアート）サービス利用者もしくはその他の第三者と

の間で発生したトラブルについては、パートナーが自らの責任と費用において解決するものとします。 

3．当社は、本サイトの閲覧または本サイトからのダウンロード等により利用者のソフトウェアまたはハードウェ

アに生じた事故、不具合、コンピュータ・ウィルスによる汚染、データの滅失等について一切の責任を負わない

ものとします。 

4．当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責に帰すべき事由によりその提供をしなかったとき

は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から起算して 72 時間を超えてその状態

が継続した場合に限り、その責任を負うものとします。ただし、サーバ・メンテナンスなどサービスの提供にあ

たって必要不可欠な行為によって生じた損害等については、当社は賠償責任を負わないものとします。 

5．前項における損害賠償の範囲は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以降その

状態が連続した時間（24 時間の倍数である部分に限る）に相当するサービス利用料金相当額とします。 

6．当社は、天災地変、システムまたはネットワークに係る原因不明の障害等により、本サービスを提供できなか



 

 

ったときであっても、一切の責任を負わないものとします。 

 

第 6章 本サービスの停止等 

 

第 22条（本サービスの中止、停止等） 

1．当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、パートナーに事前に通知することなく、また何ら責任を負

うことなく本サービスの全部または一部の利用を中止または停止することができるものとします。 

(1)本サービスを提供するために必要な当社の設備、機器、システム等の保守、バージョンアップを行う場合、

またはこれらに障害が生じた場合もしくは障害が生じる恐れがある場合。 

(2)天災地変その他の非常事態が発生し、または発生する恐れがある場合。 

(3)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。 

(4)その他、当社が営業上または技術上やむを得ないと判断した場合。 

2．当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの責任を負うことなく、本サービスの全部または一部

を廃止することができるものとします。 

(1)本サービスを提供するために必要な当社の設備、機器、システム等の全部または一部が滅失または復旧困難

な程度に破損し た場合。 

(2)その他、当社が営業上または技術上やむを得ないと判断した場合。 

 

第 23条（利用停止） 

1．当社はパートナーが次の各号のいずれかに該当したときは、当該パートナーにつき、本サービスの全部または

一部の利用を停止することができるものとします。 

(1)当社に虚偽の事項を通知または登録したことが判明したとき。 

(2)支払期日を経過してもサービス利用料金または本規約に基づき当社に対して負担する債務を履行しないと

き。  

(3)本サービスに決済方法として登録した決済方法が無効または不適切となったとき。 

(4)本規約の規定に違反したとき。 

(5)当社の設備、機器、システム等に障害を及ぼす行為、または及ぼす恐れのある行為をしたとき。 

(6)利用契約成立後に、第 5条第 2項各号に該当する事由が判明したとき。 

(7)サービス利用料金の支払意思が確認できないとき。 

(8)その他、当社が当該パートナーに本サービスを利用させることが不適切と判断したとき。 

2．当社は、パートナーが複数の利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちのいずれかについて

前項の規定により本サービスの利用を停止したときは、当該パートナーが保有する他のアカウントによる本サー

ビスの利用もあわせて停止することができるものとします。 

3．パートナーは、本条に基づき本サービスのアカウントが停止された場合であっても、サービス利用料金の支払

義務を免れないものとします。また、当社は、本条に基づく本サービスの利用停止によりパートナーに損害が発

生した場合であっても、一切の責任を負わないものとします。 

 

第 7章 利用契約の終了 

 

第 24条（パートナーによる利用契約の解約） 

1．パートナーは、利用契約を解約しようとするときは、当社所定の方法によりあらかじめ当社に通知するものと

し、当該通知が当社に到達した日をもって利用契約が終了するものとします。当社は、当該通知の到達時点にお

いて、本サービスの契約期間が残存している場合であっても、サービス利用料金の返金等には一切応じないもの



 

 

とします。 

2．当社は、利用契約の終了にあたり、パートナーによって投稿された画像等の情報を管理・保存する義務を一切

負わないものとします。パートナーは、利用契約の終了前に、本サービスに投稿された画像等の情報をパートナ

ー自身において適宜バックアップを取るなどの対応を必要に応じて行うものとします。 

 

第 25条（当社が行う利用契約の解除） 

1．当社は、パートナーが本規約に違反し、または利用停止事由に該当し、当社から期間を定めた是正の催告を受け

たにもかかわらず、なお是正しない場合には、当該パートナーに通知の上、利用契約を解除することができるもの

とします。 

2．前項に関わらず、当社は、パートナーが次のいずれかに該当した場合には、本サービスの契約期間が残存する場

合であっても、何らの催告なしに利用契約を即時解除できるものとします。なお、当社は、パートナーが複数の利

用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちのひとつでも次のいずれかに該当した場合には、他の利

用契約についても同様に即時解除できるものとします。 

(1)本規約の規定に違反し、是正の見込みがない場合、または違反の程度が著しい場合。 

(2)差押えまたは仮差押えを申し立てられた場合。 

(3)破産手続開始、民事再生手続開始（個人債務者再生手続開始を含む）の申立てがあった場合。 

(4)手形不渡その他支払いを停止した場合。 

(5)当社からの通知が到達しなかった場合、その他居所が判明しない場合。 

(6)相続が開始された場合。 

(7)利用契約成立後に、第 5条第 2項各号に該当する事由の存在が判明した場合。 

(8)1 年以上本サービスにログインしない状態が継続した場合。 

3．当社により利用契約を解除されたパートナー（ただし、前項(8)号に基づいて解除された場合を除きます）は、本

サービスに再入会できないものとします。 

4．当社は、本条に基づく利用契約の解除によりパートナーに損害が発生した場合であっても、一切の責任を負わな

いものとします。また、当社は、利用契約の解除にあたり、パートナーによって投稿された画像等の情報を管理・

保存する義務を一切負わないものとし、かつ当社は既に受領したサービス利用料金その他の金員を返還しないも

のとします。 

 

第 26条（契約期間および契約の更新） 

1．利用契約の契約期間は、利用契約の成立日から所定の契約期間満了月の末日までとします。 

2．利用契約は、パートナーが、当社所定の日までに、サービス利用料金を新たに支払うことにより更新されるも

のとし、以後も同様とします。 

 

第 8章 一般則 

 

第 27条（通知・連絡等） 

1．当社は、電子メール、本サイトへの掲載、その他当社が適当であると判断する方法により、パートナーに随時

必要な事項の通知・連絡等を行うものとします。 

2．当社が本サイトへの掲載によりパートナーに通知・連絡等を行う場合は、当該通知・連絡等を掲載したとき

に、その他の手段による通知・連絡等の場合は、パートナーに到達したときに効力を生じるものとします。 

3．パートナーが登録メールアドレスその他の宛先の変更を怠り、前項の通知が延着または不着となった場合であ

っても、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

 



 

 

第 28条（第三者への委託） 

 当社は、本規約に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に委託できるものとします。 

 

第 29条（情報の保護） 

当社は、パートナーおよび申込者の個人情報の収集、利用、提供等にあたり「個人情報の保護に関する法律」

の順守徹底を図り、当社の「プライバシーポリシー」に従い適切に実施します。 

 

第 30条（通信の秘密） 

1．当社は、パートナーの通信の秘密を守ります。 

2．当社は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める範囲内において前項の義務を負わないものとします。  

(1)刑事訴訟法または犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分または裁判所の命令が

行われた場合は、当該処分または裁判所の命令の定める範囲内。 

(2)法令に基づく強制的な処分が行われた場合は、当該処分または命令の定める範囲内。 

(3)特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律第 4 条に基づく開示請

求の要件が充足されたと当社が判断した場合は、当該開示請求の範囲内。 

(4)他人の生命、身体または財産の保護のために必要があると当社が判断した場合は、他人の生命、身体または

財産の保護のために必要な範囲内。 

(5)パートナーの同意を得た場合は、当該同意の範囲内。 

 

第 31条（権利の譲渡等） 

パートナーは、利用契約上の地位および利用契約に基づく権利義務につき、譲渡、貸与、質入れ等の担保設定そ

の他一切の処分を行ってはならないものとします。 

 

第 31条の２（サービスの契約上の地位の譲渡） 

当社は本サービスにかかる事業を他者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

基づく権利および義務並びに会員の登録事項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、パートナーは、かかる譲渡につき本条において予め同意したものとみなします。また、本条に定める

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 32条（準拠法） 

 本規約の準拠法は日本法とします。 

 

第 33条（合意管轄） 

 本規約または本サービスに関する一切の紛争については、横浜地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし

ます。 

 

(2010 年 11月 6日制定実施) 

(2016 年 3月 1日改定実施) 

(2016 年 4月 1日改定実施) 

(2016 年 5月 1日改定実施) 

(2017 年 1月 20日改定実施) 

 


