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beauty studio DahliA 利用規約 

beauty studio DahliA（以下「弊社」といいます。）が運営する後記（以下「本サービス」といいます。）の

ご利用に際しては、以下の利用規約（以下「本規約」といいます。）をお読みいただいた上で、本規約に同

意いただき、本規約を内容とする本サービス利用契約（以下「本契約」といいます。）を締結いただく必要

があります。なお、beauty studio DahliA の個別のサービス名称が追加・変更される場合も、本規約が適

用されます。 

 

第 1 条（適用） 

本規約は、本サービスのご利用にあたっての条件及びご利用に関する条件を定めており、弊社と後記の利用者との間

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。ただし、本サービスに関連する弊社の個別サービス等に関

し本規約の内容と異なる内容を別途定めた場合は、その規定が優先適用されます。 

 

第 2 条（定義） 

１．「本サービス」とは、弊社が運営するビューティースタジオ（以下「本スタジオ」といいます。）等で提供する「beauty 

studio DahliA」において弊社が行うヘアサロン、メイクサロン、フォトスタジオ、ウェディング関連サービス及

びその他美容・結婚分野に関する各種サービスの総称（サービスの名称又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。）をいいます。 

２．「利用者」とは、第３条第１項に定める要件を満たし、本条第４項の利用者登録をした者をいいます。 

３．「利用希望者」とは、本サービスを利用するため、利用者となることを希望する者をいいます。 

４．「利用者登録」とは、利用希望者が、本規約に同意の上で本契約を締結すると共に、本サービスの予約アプリであ

る LINE＠の新規会員登録ページにおいて、自らの意思で弊社所定の情報（以下「登録情報」といい、登録情報に

含まれるメールアドレスを「登録アドレス」といいます。）を入力の上、本サービスの LINE＠の登録を完了する

ことをいいます。 

５．「マイページ」とは、利用者ごとに保有する、利用者登録を完了した本サービスの LINE＠の利用者ごとのページ

をいいます。 

６．「利用者情報」とは、登録情報、マイページ上に利用者が掲載した利用者に関する情報、その他本サービス利用に

関し弊社（弊社ホームページ内におけるアクセス履歴を含む。）が取得した利用者に関する情報をいいます。 

７．「秘密情報」とは、本サービスの利用に関連して、相手方より書面、口頭又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いいます。 

８．「月額定額サービス」とは、本サービスのうち、「Lylm」及び「Men’sLylm」等の月ごとに定額料金が発生するサ

ービスをいいます。 

９．前各号のほか、本規約においては、別途個人情報保護法に定義のある用語は、その例によります。 

 

第 3 条（利用者登録及び利用者の責任） 

１．利用者登録を行う者は、次の各号の要件をすべて満たす必要があります。 

(1) 20 歳以上であること。 

(2) 本人確認書類の開示 

⑶ クレジットカードの所有 
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２．利用希望者は、本規約に同意の上、本契約の締結及び利用者登録を行うものとします。弊社は、利用希望者につ

いて、前項の登録要件を満たしているかを審査の上、登録要件を満たす利用希望者との間で、本契約の締結を行

い、かつ、本サービスの予約アプリである LINE＠の新規会員登録ページを送ります。利用希望者は、本契約の締

結後速やかに利用者登録を完了しなければなりません。 

３．利用希望者者は、利用者登録が完了したときに、利用者たる地位を取得するものとします。 

４．利用者は、前項の利用者登録が完了したときは、当該利用者のマイページにおいて、本サービスの予約ができる

ようになります。ただし、本サービスは、利用者の希望する日時に必ず予約ができることを保証するものではな

く、月ごとに一定の予約回数分の空きがあることを保証するものでもないことから、本サービスの予約について

は他の利用者が既に予約している場合やマイページにおいて予約可能であると表示されていない日時の場合等、

利用者の希望どおりに予約ができない場合があることを、利用者は予め承諾します。 

５．利用者は、本サービスの予約利用に関して、予約時刻から１０分以上遅刻した場合は、他の利用者の予約時間に

影響が出ることから、当該予約が自動キャンセル扱いとなる場合があることに予め同意します（当該予約が自動

キャンセル扱いとなった場合の当該予約日内での再予約を行う場合は、利用者から弊社に別途問い合わせた上で、

行うこととします）。 

６．利用者は、責任をもって本サービスを利用し、登録情報が常に自己の最新かつ正確な情報であるように変更・追

加・削除するとともに、自らの責任において登録情報を管理します。 

７．弊社は、利用希望者が次の各号の一にでも該当すると判断した場合には利用者登録を承諾しないものとし、それ

により利用希望者に生じた不利益及び損害について一切の責任を負いません。 

(1) 虚偽の登録情報を入力・送信した場合。 

(2) 利用希望者が過去に本規約に違反したことがある者の場合。 

(3) 利用希望者が１８歳未満の場合。 

(4) 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って、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。 

(5) 第１８条各項の一にでも該当する事由がある場合。 

(6) 利用希望者が本サービスを悪用するおそれがあると弊社が判断した場合。 

(7) その他、弊社が本サービスの利用を相当でないと判断した場合。 

 

第４条（本サービスの利用） 

１．弊社は、利用者に対し、本規約に従い本サービスを日本国内において非独占的に利用することを許諾します。 

２．本サービスの利用に要する機器、通信費用等は、すべて利用者の負担とします。弊社は利用者の使用する機器等

が本サービスに適合するものであることを保証するものではありません。 

３．弊社は、本規約又は本サービスの内容、利用条件の変更、休止又は廃止等を自由に行うことができるものとしま

す。これらの変更等を行う場合は、本サービスの LINE＠のマイページ、弊社ホームページ上又は電子メール等に

よって事前に掲載・通知をし、当該変更等の内容は、弊社が前記の掲載・通知後、利用者が本サービスの利用を

終了しない場合、３０日後に効力を生じるものとします。 

 

第５条（本サービスの料金） 

１ 利用者は、本サービスを利用する場合、別途本サービスのパンフレット上に掲載の各種サービスごとの「料金表」
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のとおり、弊社に利用料を支払うものとします。 

２ 前項の本サービス利用料のうち、月額定額サービスの支払方法は、利用者のクレジットカードによる毎月の自動

引き落とし（継続課金）による支払とします。利用者は、決済手段として登録したクレジットカード会社等の会

員規約に従うものとし、クレジットカード等の情報登録の際に当該クレジットカード会社等において認証確認が

行われることに予め同意するものとします。なお、支払いにかかる手数料が発生した場合は利用者の負担としま

す。 

３ 前項の月額料金は、月額定額サービス利用開始日を起算点とし、１か月ごとに発生するものとします。引き落と

し日は、各クレジットカード会社によるものとします。また、月額定額サービスの月額料金は、当該月に利用者

が月額定額サービスを利用したか否かに関わらず発生します。 

４ 利用者は、月額定額サービスの月額料金の支払いを遅延した場合、年１４．６％の割合による遅延損害金を弊社

に対して支払うものとします。 

５ 利用者は、月額定額サービスのプラン変更を希望する場合は、弊社指定の方法でプラン変更を申出することとし、

当該申出を行った場合、当該申出のあった日の属する月の翌月から適用されるものとします。この場合であって

も、弊社は、変更後のプランと変更前のプランとの月額利用料の差額を払い戻す義務を負わないものとします。

利用者は、本項に基づくプラン変更について、当該プラン変更の適用日の前日までキャンセルすることができま

す。 

６ 第１項の本サービス利用料のうち、月額定額サービス以外の１回利用するごとに利用料が発生するサービスにつ

いては、当該サービスを利用したときに、その都度弊社が指定した方法で支払うものとします。なお、支払いに

かかる手数料が発生した場合は利用者の負担とします。 

７ 弊社は、本サービス利用料については、いかなる場合であっても返金しないものとします。 

８ 本サービスについては、クーリングオフは適用されません。 

 

第６条（LINE＠及び登録情報の管理等） 

１．利用者は、本サービスの LINE＠ないしマイページを自己の責任において適切に管理し、かつ、登録情報の内容が

最新となるよう利用者で適宜修正する義務を負います。 

２．利用者は、いかなる場合にも、LINE＠ないしマイページを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買

等をしてはなりません。 

３．弊社は、利用者登録が完了した LINE＠ないしマイページを、登録している当該利用者による利用とみなし、これ

に基づき弊社又は第三者に生じた損害はすべて、その LINE＠ないしマイページを保有する利用者が負担するも

のとします。 

４．利用者は、LINE＠ないしマイページが盗用その他不正に利用されていることを知った場合には、直ちにその旨を

弊社に連絡するものとします。 

５．登録情報に変更があったときは、利用者は速やかに弊社所定の方法で変更手続きを行うものとし、登録情報に不

正確な点があることが判明した場合も同様とします。 

６．登録アドレス又は LINE のアカウントに変更があったときは、変更手続き完了前に弊社が変更前の登録アドレス

宛に送付したメール又はマイページに送付した情報は、有効に利用者に送付されたものとみなします。 

７．利用者は、LINE＠ないしマイページの不正使用・第三者による無断使用等によって生じた損害に関する一切の責

任を負い、弊社はこれに関して一切の責任を負いません。 
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第７条（個人情報） 

１．利用者情報の利用目的は、本規約に別途定めている事項のほか、本サービスの提供（アフターフォローを含みま

す。）及びそれに関連する事項とします。 

２．利用者は、自己の利用者情報が弊社に関わる重要責任者のみ提供されることについて、本規約をもって同意しま

す。 

３．弊社は、利用者情報を個人情報ではなく統計情報又は匿名加工情報として利用者の同意なしに利用・提供するこ

とがあります。 

４．弊社は、利用者情報について、本条第２項の場合を除き、利用者の事前の同意を得ることなく第三者に提供しま

せん。ただし、次の各号の一に該当する場合は、利用者の事前の同意を得ることなく利用者情報を提供すること

があります。 

(1) 法令に基づく場合。 

(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合。 

(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが

困難な場合。 

(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する

必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合。 

５．弊社は、利用者から提供された個人情報を、個人名を特定できない形で、本サービスの運営に必要な範囲で使用

することがあります。 

６．利用者は、本サービスに関連して、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合、弊社に対し、直ちに事故発生の日

時とその内容、その他詳細事項を報告します。また、利用者は、自己の費用において、直ちに漏洩等の原因を調

査するとともに再発防止措置を講じ、弊社に対し、その内容を報告します。 

 

第８条（禁止事項） 

１．利用者は、本サービスの利用にあたり、次の各号の行為をしてはなりません。 

(1) 本規約に違反する行為又は本サービスの利用目的に反する行為。 

（2）虚偽又は本サービスの利用目的に反する情報など不適切な情報を登録する行為。 

(3) 弊社又は第三者の権利を侵害するおそれのある行為。 

（4）他の利用者の LINE＠ないしマイページを取得・利用し本サービスを利用する行為、又は第三者に自己の LINE

＠ないしマイページを取得・利用させ本サービスを利用させる行為。また、匿名、偽名又は第三者に成りすまし

て本サービスを利用する行為。 

（5）本サービスの運営を妨げる行為又はそのおそれのある行為。 

(6) 弊社又は第三者の信用若しくは名誉、財産、プライバシー、肖像権等の権利を侵害する行為又はそのおそれのあ

る行為。 

(7) 弊社又は第三者を誹謗中傷する又はそのおそれのある行為。 

(8) 弊社又は第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権を侵害する行為。 

(9) 予約を当日に無断でキャンセルする行為を半年に３回以上繰り返す行為。 

(10) 本サービスを利用して得た情報を用いて弊社が提供するサービスに類似したサービスをリリースして弊社と 
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競合する業務を行う行為。 

（11）日本国又はご利用の際に利用者が所在する国・地域の法令、社会規範又は公序良俗に反する行為。 

（12）重複して利用者登録する行為。 

(13) 他の利用者の個人情報及びその他本サービスに登録されている情報を当該利用者に無断で収集したり蓄積した

りする行為。 

（14）前各号の行為を援助又は助長する行為 

(15) その他弊社が不適切と判断する行為。 

２．弊社は、利用者の同意を得ることなく、前項の禁止事項の遵守状況を調査・確認することがあります。 

 

第９条（強制退会・再登録の拒否等） 

１．弊社は、利用者が本規約に違反し、又は本サービスの利用が適当でないと判断した場合、何らの通知することな

く、直ちに本サービスの利用を停止し、利用者情報及び LINE＠ないしマイページを削除し、及び利用者登録の抹

消（強制退会）又は再登録を拒否できます。 

２．弊社は、利用者が本サービスに重複登録していることを発見した場合、重複する登録情報及びマイページのうち、

いずれかを、利用者に通知することなく削除できます。 

３．弊社は、本サービスの利用状況等に関する弊社からの問い合わせに対して利用者が３０日間以上応答しない場合、

何らの通知を要せず、本サービスの利用を停止できます。なお、弊社からのこれらの問い合わせは、メール、電

話又はマイページに通知すること等によって行います。 

４．弊社は、前各項の規定により利用者に生じた不利益及び損害について一切の責任を負いません。 

 

第１０条（利用者の SNS 等利用） 

１．利用者は、本サービスに関して利用者が SNS 等で発信・掲載した情報について一切の責任を負うものとします。

弊社は、これらの情報に関して生じた利用者間又は利用者と第三者間の紛争・トラブルについては一切関与せず、

責任を負わないものとします。 

２．利用者は、前項の発信・掲載した情報によって弊社に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負うものと

します。 

 

第１１条（利用終了による退会） 

１．利用者は、弊社所定の方法により、いつでも本サービスの利用の終了ないし退会申請をすることができます。た

だし、利用者が退会を希望する場合は、退会の１か月前までに、弊社所定の方法により弊社に退会申請を行わな

ければならず、利用者は、当該退会申請日から１か月後に、本契約を合意解除し、本サービスを退会することが

できます。本サービスを退会した利用者は、退会の時点から本サービスを利用することができなくなるものとし

ます。 

２．退会時に弊社に対する債務が残存している場合には、利用者は、当該債務の一切について当然に期限の利益を失

い、直ちに弊社に対して全ての債務を支払わなければなりません。 

３．利用者は、本サービス退会後も、弊社及びその他の第三者に対する本サービス利用契約上の一切の義務及び債務

（損害賠償を含みますが、これに限りません。）を免れません。 

４．弊社は、利用者が本サービスを退会した後も、当該利用者が弊社に提供した情報を、保有・利用することができ
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るものとします。 

５．利用者が本サービスを退会した場合、弊社は、弊社の裁量により、当該利用者の利用者情報、LINE＠ないしマイ

ページ及びその他マイページ上で利用者が発信・掲載した情報を削除することができるものとします。 

６．退会後、再度本サービスの登録を希望する際は、再度登録手続を行う必要があります。利用者は再度の登録手続

後、退会前の利用者情報、LINE＠ないしマイページ及びその他マイページ上で利用者が発信・掲載した情報は引

き継がれないことをあらかじめ予め承諾するものとします。 

 

第１２条（利用資格の停止又は契約解除） 

１．弊社及び利用者は、相手方が次の各号のいずれかの事由に該当した場合、あらかじめ相手方に通知又は催告をす

ることなく、利用資格を一時停止し、又は本契約を解除することができるものとします。 

(1) 本規約の各条項に違反した場合。  

(2) 手段の如何を問わず、本サイトの運営を妨害した場合。 

(3) 自ら振り出し、又は引き受けた手形又は 小切手につき、不渡りの処分を受けた場合。 

(4) 租税公課の滞納処分を受けた場合。 

(5) 監督官庁より営業許可の取り消し、停止等の処分を受けた場合。 

(6) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、破産、民事再生、会社更生、特別清算の申立てがなされた場合、又は当事

者が破産、民事再生、会社更生、特別清算の申立てを行った場合。 

(7) 解散、会社分割、事業の全部又は重要な一部の譲渡を行う場合。 

(8) 合併により消滅する場合。  

(9) その他本規約各条項の履行が困難であると認める相当の事情が生じたと弊社が認めたとき。 

２．弊社及び利用者が前項各号のいずれかに該当した場合、相手方に対して負っている一切の債務について当然に期

限の利益を失い、直ちに相手方に対して全ての債務の支払いを行うものとします。 

３．前各項の解除は、解除権者による別途の損害賠償の請求を妨げません。 

 

第１３条（本サービスの停止及び終了） 

１．弊社は次の各号に定める事項が生じた場合は、自らの判断により利用者に対する本サービスの全部又は一部を中

断することができます。 

(1) 天災地変、戦争、暴動、公権力による命令処分等不可抗力が発生し又は発生しうると予見される場合。 

(2) 弊社の管理する設備若しくはシステムの保守を定期的に又は緊急に行う場合。 

(3) 弊社の管理する設備若しくはシステムの障害その他やむを得ない事由が生じた場合。 

(4) LINE＠の予約システムが停止した場合又は LINE＠を運営する会社が LINE＠サービスを中断・停止した場合。 

２．弊社は、前項の規定により本サービスを中断する場合、弊社が適当と判断する方法で事前に利用者にその旨を通

知又は弊社ホームページ上に掲示します。ただし、かかる本サービスの中断が緊急に必要な場合、又はやむを得

ない事情により通知できない場合には、この限りではありません。  

３．弊社は、1 ヶ月以上の事前予告期間を設けた上で、本サービスの提供を長期的に中断又は終了することができま

す。 

４．弊社は、前各項により本サービスを中断又は終了したことによって利用者に生じた損害を賠償する責任を負わな

いものとし、利用者はこれをあらかじめ承諾するものとします。 
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第１４条（ホームページの仕様変更） 

弊社は、利用者の利便性の改善やバグの修正等を目的として、利用者に対して事前に通知することなく、弊社ホーム

ページ上のシステム仕様等を変更することがあります。 

 

第１５条（提携パートナーのサービス）  

１．本サービスは、弊社と提携する他の事業者が提供するサービス又はコンテンツ（以下「提携サービス」といいま

す。）を含む場合があります。 

２．利用者は、提携サービスの利用には、これを提供する事業者が定める利用規約その他の条件が適用されることに

同意します。 

３．提携サービスの利用に対する責任は、これを提供する事業者が負い、弊社は一切の責任を負いません。 

 

第１６条（同意事項） 

利用者は、次の各号の事項についてあらかじめ同意します。 

(1) 弊社がマイページへの掲載、電子メール、郵便、電話又はファックス等の手段を用いて連絡すること。 

(2) 弊社が、利用者の本サービス利用のアンケート・感想等の情報（ただし、利用者の個人情報を除く。）を、弊社

のサービスサイト及び販促用パンフレットへの掲載等のマーケティング業務において使用すること（ただし、弊

社と利用者が別途合意した場合は、この限りではありません。）。 

(3) 弊社が、本サービスの提供に際して、その全部又は一部を弊社と契約する第三者に業務委託する場合があるこ

と。 

 

第１７条（保証の否認及び免責） 

１．利用者は、本サービスが利用者の特定の目的に適合すること、期待する効果効能・成果・正確性・確実性・有用

性を有すること及びサービス提供上の不具合が生じないことに関して弊社は何ら保証するものではないことを

あらかじめ了承の上、本サービスを利用します。 

２．弊社は、利用者が本サービスを利用する際に使用するいかなる機器についても、その動作保証をいたしません。

また、利用者のパソコン、携帯電話などの端末の利用環境及び LINE＠の利用環境について一切関与せず、また一

切の責任を負いません。 

３．利用者は、本サービスにおいて提供される情報に関して弊社は何ら保証するものではないことをあらかじめ了承

の上、自己の責任において利用します。 

４．弊社は、弊社の故意又は重過失によらない場合、利用者に対する責任は免責されるものとします。弊社の故意又

は重過失に起因する場合でも、弊社は現実に発生した直接かつ通常生じうる損害の範囲内で損害賠償責任を負う

ものとし、特別な事情から生じた損害（損害の発生を予見し又は予見し得た場合を含みます。）については責任を

負わないものとします。 

５．利用者間で生じた取引、連絡、紛争等その他利用者と第三者との間で生じた取引、連絡、紛争等に関しては、利

用者の責任において処理及び解決するものとし、弊社はかかる事項について弊社の故意又は重過失に起因する場

合を除き、責任を負わないものとします。 

 



8 

 

第１８条（反社会的勢力との取引排除） 

１．弊社及び利用者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の一に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該

当しないことを確約します。 

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、

総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下「反社会的勢力」 といい

ます。）。 

(2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること。 

(3) 経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められる関係を有すること。 

(4) 自己又は第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢

力を利用していると認められる関係を有すること。 

(5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する

こと。 

(6) 役員（取締役、執行役、執行役員、監査役又は肩書を問わずこれらに準ずる者をいいます。）又は経営に実質的

に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難される関係を有すること。 

２．弊社及び利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為を行わないことを確約します。 

(1) 暴力的な要求行為。 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 

(4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為。 

(5) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結する行為。 

(6) その他前各号に準ずる行為。 

３．当事者の一方が前２項の各号の一に該当した場合には、その相手方は、何らの通知、催告を要せず、直ちに本契

約を解除することができます。 

４．前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠

償するものとします。 

５．本条第３項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その

相手方に対し一切の請求を行わないものとします。 

 

第１９条（知的財産保護） 

１．弊社及び利用者は、本サービスを通じて相手方から提供を受けた著作物その他の知的財産について、本サービス

の利用のためにのみ使用を許諾されるものとし、相手方の事前の書面による承諾を得ることなく他の目的で使用、

複製、転写、又は頒布することはできないものとします。 

２．弊社及び利用者は、本サービスの利用が終了した場合、前項の知的財産について、速やかに相手方の指示に従い、

相手方に返還、安全な方法による廃棄処分又は相手方からデータファイル形式により相手方の知的財産を受領し

ている場合は、当該データを速やかに消去するものとします。 

 

第２０条 （秘密保持） 

１ 第２条第７号に定義する秘密情報 には、次の各号に定める情報は含まないものとします。 
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(1) 相手方から提供若しくは開示を受けたときに、既に知得していたもの。 

(2) 相手方から提供若しくは開示を受けた後、自己の責めに帰せざる事由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う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がない旨書面で確認されたもの。 

２ 弊社は、秘密情報を本規約に別途定めている事項のほか本サービスの提供及びそれに関連する事項のみに利用し、

利用者は、秘密情報を利用目的のみに利用し、弊社及び利用者は、相手方の書面による承諾なしに第三者に秘密

情報を提供、開示又は漏洩してはなりません。 

３ 前項の定めにかかわらず、弊社及び利用者は、法律、裁判所又は政府機関の命令等に基づき、秘密情報を開示す

ることができます。ただし、当該命令等があった場合、速やかにその旨を相手方に通知するものとします。 

４ 弊社及び利用者は、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に相手方の書面によ

る承諾を得ることとし、複製物の管理については第 2 項に準じて厳重に行うものとします。 

５ 弊社及び利用者は、相手方から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報並びに

秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は廃棄するものとします。 

 

第２１条（権利義務譲渡の禁止） 

１．利用者は、幣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若しくは義務につき、

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．弊社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合、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利用者の利用者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

る場合を含みます。 

 

第２２条（損害賠償） 

弊社及び利用者は、本規約に別途定める場合の他、本規約に違反して相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、そ

の損害を賠償する責任を負います。 

 

第２３条 （有効期間） 

本契約は、本契約締結日から、退会、解除その他の事由で本契約が終了した日又は本サービスの提供が終了した日の

いずれか早い日までの間、弊社と利用者との間で有効に存続するものとします。ただし、第９条、第１０条、第１１

条、第１２条、第１７条、第１９条、第２０条、第２２条、第２４条及び第２５条の規定は、本契約終了後も有効に

存続するものとします。 

 

第２４条（準拠法及び合意管轄） 

１．本規約の準拠法は日本法とします。 

２．本規約に関して紛争が生じた場合、訴額に応じ、大阪簡易裁判所又は大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄

裁判所とします。 

 



10 

 

第２５条（協議事項） 

本規約に定めのない事項及び本規約の解釈に疑義が生じたときは、両当事者間で誠実に協議の上、これを解決します。 

以上 


