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株式会社オウケイウェイヴ 

代表取締役社⻑ 福田 道夫 

 

オウケイウェイヴ・メディアサービス利⽤規約 

 

第 1 条（オウケイウェイヴ・メディアサービス利⽤規約の適用範囲および変更） 

1.オウケイウェイヴ・メディアサービス利⽤規約（以下「本規約」といいます）は、株式会社オウケイウェイヴ（以

下「当社」といいます）が提供するオウケイウェイヴ・メディアサービス一覧に記載のサービス（以下「本サービス」

といいます）をご利⽤いただく際の、当社と利⽤者（第２条第２項で定義）との間の⼀切の関係に適用さ

れます。利⽤者は本規約およびプライバシーポリシーに同意したうえで、自己の責任において本サービスを利⽤

するものとします。なお、本サービスにおいて会員登録等の手続なく利⽤可能なサービスについては、当該サー

ビスを利⽤することにより本規約およびプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。 

2.本サービスのうち、本規約とは別に追加の利⽤条件が設けられている場合には、利⽤者は当該利⽤条件

を本規約と合わせて順守しなければならないものとします。この場合において、追加の利⽤条件と本規約に異

なる定めがある場合には、その限度で追加の利⽤条件が優先して適用されるものとします。また、本規約とは

別にサービスの個別の利⽤規約が設けられている場合には、当該サービスの利⽤にあたっては、個別の利⽤規

約が適用されるものとします。 

3.当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、変更内容および変更された内容の効⼒発⽣時期

を当社のサイトに掲載する方法によって利⽤者へ事前に通知することで、本規約を改定（以下「本改定」とい

います）することができるものとします。 

（1）ＩＴ業界に関する事情・状況の変化その他の相当の事由があると認められる場合において、本改

定の内容が利⽤者の一般の利益に適合するとき 

（2）本改定の内容が本規約 

に基づく本利⽤契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る

事情に照らして合理的なものであるとき 4.利⽤者は、本改定後に本サービスの利⽤を継続した時点で、当社

と利⽤者との間の⼀切の関係には本改定後の本規約が適用されるものとします。なお、当社は、利⽤者が本

改定に同意した後に本改定の内容に関して利⽤者に損害が生じた場合においても、⼀切責任を負わないも

のとします。 

 

第 2 条（用語の定義） 

1.「会員」とは、当社所定の方法により会員登録をした者および ID 認証連携（本条第５項で定義）を利

用して本サービスを利⽤する者をいいます。 

2.「利⽤者」とは、本サービスを利⽤する全ての者をいい、会員を含みます。 

3.「認定会員」とは、本サービスの会員のうち、専門的知識を有する者として当社が認定し、認定表示を付し



た法人または個人をいいます。 

4.「会員情報」とは、会員が会員登録、ID 認証連携の利⽤、本サービスの利⽤において当社に対して開示

した情報、および感謝指数（本条第１１項で定義）をいいます。 

5.「ID 認証連携」とは、利⽤者が本サービスを会員として利⽤するにあたって、本サービス以外のインターネット

サービスにおける ID・パスワードの使用を可能にし、利⽤者の同意に基づき当該インターネットサービスから当

社が利⽤者に関する情報の開示を受ける仕組みをいいます。 

6.「認証情報」とは、当社所定の方法による会員登録によって発⾏されるアカウントの ID・パスワードおよび ID

認証連携により利⽤者が使用する本サービス以外のインターネットサービスにおける ID・パスワードをいいます。 

7.「投稿内容」とは、利⽤者が本サービス上に投稿することで他の利⽤者に公開されるテキストデータならびに

画像、動画、音声ファイルおよび手書き機能などのマルチメディアデータを総称したものをいいます。 

8.「商品等」とは、本サービス上で出品される売買可能な商品または有償のサービスのことをいいます。 

9.「出品者」とは、利⽤者のうち本規約等に同意して、本サービス上で商品等を当社に販売させるまたは自ら

販売するために出品した者をいいます。 

10.「購入者」とは、利⽤者のうち本規約等に同意して、本サービス上で商品等を購入する意思を持って、購

入時に当社が指定する情報を当社に提供した者をいいます。 

11.「感謝指数」とは、利⽤者の本サービスでの投稿等の利⽤状況をもとに、感謝を多面的に指数化したもの

をいいます。 

12.「OK-チップ」とは、本サービスに付随して、感謝の気持ちの表現のために本サービスの会員間で送ること、

または受け取ることができるものをいいます。 

第 3 条（OK-チップに関する特則） 

1.OK-チップは、以下の各号に定める内容のものとします。 

（1）会員が他の会員に送ることができる OK-チップは、「おくれる OK-チップ」と呼びます。 

（2）会員が他の会員から送られた OK-チップは「もらった OK-チップ」と呼びます。 

（3）会員は、「もらった OK-チップ」のみ当社等が提供する本サービス等にて利⽤できるものとします。 

（4）当社等が提供する本サービス等に関して、もらった OK-チップの利⽤上限がある場合、または一部のサ

ービスにおいてご利⽤いただけない場合など、もらった OK-チップの利⽤に制限がある場合があるものとします。 

（5）当社は、会員に対し、「おくれる OK-チップ」または「もらった OK-チップ」を送ることができるものとします。 

2.OK-チップの有効期限は、ありません。 

3.当社は、会員が以下の第１号または第２号に該当する場合には、該当する会員に対し、OK-チップの利

用停止することができるものとします。また、当社は、会員が以下の第３号ないし第６号のいずれかに該当す

る場合には、該当する会員が保有する OK-チップを返還させることができるものとします。 

（1）当社が会員による OK-チップの不正利⽤のおそれがあると判断した場合 

（2）会員が第 6 条に定める利⽤停⽌⾏為を⾏った場合 

（3）会員自身から当社が OKWAVE ID およびパスワードが盗まれた、もしくは第三者に利⽤された、 

またはそれらの疑いがある旨の連絡を受け、当社が会員の本サービス登録を無効にした場合 

（4）会員が退会した場合 



（5）OK-チップの不正利⽤があることを当社が確認した場合 

（6）会員が第 10 条に定める禁⽌事項⾏為を⾏った場合 

4.当社は、当社等が提供するもらった OK-チップを利⽤できる本サービス等に関して、OK-チップの利⽤により

会員が当社以外の者から提供を受けたサービスおいて会員が被った損害、会員間の OK-チップの授受に関し

て会員が被った損害、および、当社の故意・重過失を原因としない OK-チップのデータの消失による損害につ

き、⼀切責任を負わないものとします。 

 

第 4 条（会員情報の開示と利⽤） 

1.当社は原則として、本サービス上で公開される会員情報以外の会員情報について、事前の同意なく第三

者に対し開示することはありません。ただし、公的機関からの照会および当社が法令によって開示義務を負う

場合などはこの限りではありません。 

2.会員は、会員情報については真正な情報を登録するものとし、その内容に変更が生じた場合には速やかに

変更登録を⾏い、真正な状態を維持する義務を負うものとします。 

3.会員が、前項に定める義務を怠ったことにより生じた損害について、当社は⼀切責任を負わないものとします。 

4.当社は、会員情報を当社が有益だと判断する情報（当社、広告主および提携先の商品、サービスなどの

情報を含む）を提供する目的で利⽤することができるものとします。 

5.当社は、本サービスの向上および当社のマーケティングなどの目的で会員情報を集計および分析などするも

のとします。 

6.当社は、当社のプライバシーポリシーに従い、会員情報を管理します。 

7.会員は、本条に定めるとおりに当社が会員情報を扱い、保有することに同意し、異議を申し⽴てないこととし

ます。 

第 5 条（認証情報の管理） 

会員は、会員本人の責任の下で認証情報を管理するものとします。認証情報の盗⽤、不正利⽤その他の事

情により会員以外の者が本サービスを利⽤した場合であっても、⼊⼒された認証情報が登録されたものと一致

することを当社所定の方法により確認したときは、当社は、当該会員による本サービスの利⽤があったものとみ

なし、これにより当該会員に発生した損害について⼀切の責任を負わないものとします。 

第 6条（利⽤停⽌等） 

1.当社は、利⽤者が次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、当該利⽤者に本サービスの利⽤停

止など必要な措置をとることができるものとします。また、当社は、当該措置をとった理由を当該利⽤者に対し

て開示する義務を負わないものとします。 

（１）会員情報に虚偽があることが判明した場合 

（ 

（２）本サービスによって提供された情報を不正に使用した場合 

（３）当社または第三者に損害を与える危険がある場合 

（４）第 10 条に定める禁⽌⾏為を⾏った場合 

（５）当社の定める有料のコンテンツまたは機能を利⽤する場合において、支払うべき利⽤料⾦の支払いを    



しない場合 

（６）その他、当社が本サービスの利⽤について不適当と判断した場合 

2.当社が前項に定める措置をとったことにより会員に損害が発生した場合であっても、当社は⼀切責任を負わ

ないものとします。 

第 7 条（免責事項） 

1.当社および当社と協⼒関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および

安全性などを保証するものではありません。当該情報に起因して利⽤者および第三者に損害が発生したとし

ても、当社および当社と協⼒関係にあるパートナーは⼀切責任を負わないものとします。 

2.本サービスにおいて、当社と協⼒関係にあるパートナーが自己の名において提供する情報、表現および内容

は、当該パートナーの選択と判断に基づくものであり、当社またはその従業員の意⾒や⾒解を反映したもので

はありません。 

3.当社は、本サービスに関し、他のインターネットサービス等と連携して一部の機能やサービスを提供することが

あります。この場合において、本サービス上に投稿された内容が、一定条件の下、他のインターネットサービス等

に公開される場合があることについて、利⽤者は、当社または当社の指定する第三者に対して異議を述べるこ

とができないものとします。 

4.本サービスはインターネットサービスであり、利⽤者は、本サービスの利⽤にあたっては、投稿の履歴、自己に

関する情報の公開・非公開および投稿内容について、利⽤者⾃⾝の責任において管理するものとします。万

が⼀利⽤者⾃⾝の選択による情報の公開または投稿に伴い損害が発生したとしても、当社は⼀切責任を負

わないものとします。 

5.当社は、利⽤者に発生した使用機会の逸失、データの滅失、業務の中断、またはあらゆる種類の損害

（間接損害、特別損害、付随損害、派⽣損害、逸失利益を含む）に対して、たとえ当社がかかる損害の可

能性を事前に通知されていたとしても、⼀切責任を負わないものとします。 

6.当社は、利⽤者が本サービスの利⽤によって、他の利⽤者および第三者に対して与えた損害、ならびに利

用者自身に生じた損害および紛争について、⼀切責任を負わないものとします。 

7.本サービスの提供を受けるためのインターネットへの接続は、利⽤者が自己の費用で⾏うものとし、当社は一

切の費用および責任を負わないものとします。 

8.利⽤者が日本法である消費者契約法の適用を受ける場合において、本サービスの提供に関し、当社の故

意または重過失によって利⽤者に損害が発生したときは、本規約において当社の免責を定める規定は適用さ

れないものとします。 

9. 利⽤者が日本法である消費者契約法の適用を受ける場合において、かつ、当社が利⽤者に対して有償

で本サービスを提供する場合において、当社の軽過失によって利⽤者に損害が発生したときは、本条の規定

および本規約において当社の全部免責を定める規定は適用されず、当社は、当社の軽過失に直接起因して

利⽤者に現実に発生した通常の損害についてのみ責任を負うものとします。この場合、当社が利⽤者に対し

て支払う損害賠償の額は、利⽤者が本サービスにおけるその利⽤のために要した利⽤料相当額に限定される

ものとします。 

10.本サービスの利⽤にあたり利⽤者が暗号資産の送受信を⾏う場合において、当該送受信は利⽤者の選



択する暗号資産の取引所（暗号資産の売買、交換を取り次ぐまたは仲介するなど、暗号資産の取引を可

能にするサービスの提供者）を通じて⾏われます。当社は、利⽤者の暗号資産の送受信に関連し、送信の

確認・キャンセル、受信の確認・キャンセル、送信先/受信先・送信元/受信元の確認、利⽤者による誤送

信・受信方法の指定の誤り等の暗号資産の取り扱いおよび取引の内容、税処理について⼀切の責任を負わ

ず、利⽤者は、自己の責任と判断においてこれを⾏うものとします。 

第 8条（医療関連コンテンツ） 

1.本サービスにおいては、利⽤者間での医療に関する情報の交換を可能にするコンテンツや当社が医療に関

する情報を提供するコンテンツがあります（かかるコンテンツを合わせて「医療関連コンテンツ」といいます）。 

2.医療関連コンテンツの利⽤は、利⽤者と医療関連コンテンツの提供者との間に医師と患者の関係を生じさ

せるものではありません。利⽤者は、利⽤者に対する診療⾏為等の実施または利⽤者の個人的な医療上の

問題に対する解決策等の提示を目的とするものでもないことを理解したうえで、当該医療関連コンテンツを自

己の選択と責任で利⽤するものとします。また、利⽤者は、医療関連コンテンツの自己の選択と責任による利

用に起因する⼀切の損害について、当社および他の利⽤者に責任を問わないことを予め承諾するものとします。 

3. 利⽤者は、いかなる場合においても、診療⾏為等を提供する目的で本サービスを利⽤してはならないもの

とします。 

4.当社または医療関連コンテンツの提供者は、本サービスの内容として個別的に明示している場合を除いて

は、医師等の専門家の紹介または利⽤者と医師等の専門家の仲介等を⾏いません。5.本条の定めは、利

用者または医療関連コンテンツの提供者が医師その他の有資格者であるか否かに関わらず、適用されるものと

します。 

第 9条（法律関連コンテンツ） 

1.本サービスにおいては、利⽤者間での法律に関する情報の交換を可能にするコンテンツや当社が法律に関

する情報を提供するコンテンツがあります（かかるコンテンツを合わせて「法律関連コンテンツ」といいます）。 

2.法律関連コンテンツは、利⽤者と法律関連コンテンツの提供者との間に法律事務（またはそれに類する業

務（以下「法律事務等」といいます）に関する依頼者と受任者の関係を生じさせるものではありません。利⽤

者は、利⽤者の個人的な法律上の問題に対する解決策等が提示されるものでもないことを理解したうえで、

当該法律関連コンテンツを自己の選択と責任で利⽤するものとします。また、利⽤者は、法律関連コンテンツ

の自己の選択と責任による利⽤に起因する⼀切の損害について、当社および他の利⽤者に責任を問い得な

いことを予め承諾するものとします。 

3.利⽤者は、いかなる場合においても、法律事務等を提供する目的で本サービスを利⽤してはならないものと

します。 

4.当社または法律関連コンテンツの提供者は、法令上の制限がない場合かつ本サービスの内容として個別的

に明示している場合を除いては、弁護士等の専門家の紹介または利⽤者と弁護士等の専門家の仲介等を

⾏いません。 

5.本条の定めは、利⽤者または法律関連コンテンツの提供者が弁護士その他の有資格者であるか否かに関

わらず、適用されるものとします。 

第 10 条（禁止事項） 



1.当社は、利⽤者が本サービスを利⽤するにあたり、次の各号に掲げる⾏為を禁止します。 

（1）法令または公序良俗に反する⾏為 

（2）犯罪的⾏為を助⻑、またはその実⾏を暗示する⾏為 

（3）他の利⽤者、第三者もしくは当社の知的財産権、肖像権、パブリシティ権などの正当な権利を侵害す

る、または侵害のおそれがある⾏為 

（4）他の利⽤者、第三者もしくは当社の財産、信用、名誉もしくはプライバシーを侵害する、または侵害の

おそれがある⾏為 

（5）他の利⽤者または第三者に無断で当該人物の個人を特定できる情報を公開する⾏為 

（6）当社が個別に許諾した場合を除き、利⽤者⾃⾝に関わる個人を特定できる情報を公開する⾏為

（なお、当社は、当社が用意した特定のプロフィールページなどにおいては、利⽤者⾃⾝が掲載内容に責任を

負うことを条件に、本号に掲げる⾏為の禁止を解除することがあります。） 

（7）本サービスの提供される地域において法令に反する⾏為 

（8）他の利⽤者または第三者に不利益または損害を与える⾏為 

（9）他の利⽤者もしくは第三者を誹謗中傷する、または人権侵害・差別をする、もしくはそれらを助⻑する

⾏為 

（10）選挙の事前運動、選挙運動、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 

（11）当社が個別に許諾した場合を除き、営業や広告などに関する宣伝を目的にする⾏為 

（12）過度または不適切に特定の外部ウェブサイトへ誘導することが目的と判断される⾏為 

（13）児童・若年者に対し悪影響があると判断される⾏為 

（14）違法・有害と判断されるアダルトサイト・出会い系サイトなどへのリンクを貼る⾏為 

（15）認証情報を第三者に譲渡、貸与すること、または第三者と共用する⾏為 

（16）本サービスの提供を妨げる⾏為 

（17）本サービスおよび本サービスの関連アプリケーションソフトウェアについて、複製、改変、リバース・エンジニ

アリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをする⾏為 

（18） 当社が本サービスを提供するための設備（当社が本サービスを提供するために使用しまたは使用し

ようとする電子計算機その他の機器およびソフトウェアをいいます。以下同じ。）の正常な動作を妨げ、または

サービス用設備もしくはデータを破壊、損壊する⾏為 

（19）コンピュータウイルス等有害なコンピュータプログラム等を、本サービスを通じてまたはこれに関連して、配

布する⾏為 

（20）当社の定める禁止事項ガイドラインに違反する⾏為 

（21）本規約に違反する⾏為 

（22）その他、当社が不適当と判断する⾏為 

2.前項各号に該当する⾏為によって当社が何らかの損害を被った場合、当社は、当該損害をその利⽤者に

賠償するよう請求することができるものとします。 

第 11 条（情報の無断使用の禁止） 

1.当社は、本規約に定めるものおよび本サービス上で明示的に認められているものを除き、利⽤者が本サービ



ス上の文章、画像、イラストおよび動画などを含めた⼀切の情報を無断で使用することを禁止します。 

2.当社は、本サービスに関わる記載について、利⽤者が無断で編集、複製または転載することを禁止します。 

3.利⽤者が第 1 項または第 2 項に違反したために、当社が何らかの損害を被った場合、利⽤者は、当社に

対して当該損害の賠償をしなければならないものとします。 

第 12 条（本サービスへのリンクの設定） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する本サービスへのリンクの設定を禁止します。次の各号のいずれかに該

当するリンクであることが判明した場合、当社は、事前に通知することなく、当該リンクが設定されたウェブサイト

からのアクセスを遮断することがあります。 

（1）公序良俗もしくは法律に反するまたはその可能性のあるコンテンツを含むウェブサイトからのリンク 

（2）フレーム機能を使用したリンクまたは当社のコンテンツであることを不明にする等、当社の著作権を侵害

するその他の形式のリンク 

（3）当社、当社の商品およびサービスならびに利⽤者を、誹謗中傷、信用毀損またはその他の権利を侵害

するコンテンツを含むウェブサイトからのリンク 

（4）当社が個別に許諾する場合を除き、営利目的のリンク（利益を得る目的で張られたリンク） 

（5）その他、当社が不適当と判断するウェブサイトからのリンク 

第 13 条（投稿内容の変更および削除） 

1.当社は、投稿内容につき次の各号に掲げる事由がある場合、当該投稿内容を投稿した利⽤者の承諾を

得ることなく、当該投稿内容またはその表示される内容を変更または削除することができるものとします。 

当社は、当社が被った損害（当該投稿の変更・削除に要した費用相当額を含める）を、当該投稿内容を

投稿した利⽤者に賠償するよう請求することができるものとします。 

（1）法令または本規約などに違反するものである場合 

（2）第 10 条に定める禁止事項に該当する場合 

（3）当社が直ちに変更または削除する必要があると判断した場合 

2.会員が本サービスを退会した後も、当該会員の投稿内容は削除されるものではなく、当社において保存さ

れ、本サービス上または他のウェブサイトにおいて表示されるものとします。 

3.前二項の規定にかかわらず、当社は、本サービス内において利⽤者⾃⾝が任意に投稿内容を変更、修正、

または削除できる箇所を設けることができるものとします。また、当該エリアにおいては、当社が定める場合に、

利⽤者が他の利⽤者の投稿を削除することができるものとし、投稿を変更、修正、削除された利⽤者は、当

該投稿を変更、修正、削除した利⽤者および当社に対して異議を述べることができないものとします。 

4.当社は、利⽤者から、その利⽤者⾃⾝が投稿し、表示されている内容の変更、修正または削除の申し出

を受けた場合でも、投稿し、表示されている内容の変更、修正および削除を⾏わないものとします。ただし、そ

の内容が、前項に定める箇所以外においてなされたものであって、かつ、その投稿し、表示されている内容が第

１項各号に該当する場合を除きます。 

第 14 条（投稿にあたっての保証） 

投稿内容を投稿した利⽤者（以下「投稿者」といいます）は、自身の投稿内容に関する⼀切の諸権利

（特許権、商標権、企業秘密、著作権その他の財産権および個人情報を含むプライバシー権、肖像権など）



について保有するか、または、本規約に定められる投稿内容について第三者に利⽤させるのに必要なライセン

ス、権利、同意および許可を有していることを保証するものとします。万一、当社と第三者との間で何らかの紛

争が発生した場合には、投稿者の費用と責任において問題を解決するとともに、当社に何らの迷惑または損

害を与えないものとします。 

第 15 条（投稿内容の権利） 

1.当社は、投稿内容を保存し、また、本条の定めに基づいて適宜利⽤することができるものとします。 

2.投稿内容の著作権等の帰属等については次の各号に定めるとおりとします。 

（1）日本国著作権法第 18 条から第 20 条までにおいて定義される権利については、投稿者は、自らまた

は第三者をして、当社または当社の指定する第三者に対して⾏使せず、またはさせないものとします。 

（2）日本国著作権法第 21 条から第 28 条までにおいて定義される権利については、投稿者自身または

原権利者に留保されます。その上で、投稿者は、当社に対し、非独占的に、世界中で投稿内容の表示、編

集、複製、転載、配布などを⾏い、かつ当社が有益であると判断した場合にはその内容を利⽤（出版、映像、

翻訳、放送、演劇化などの派生著作物の作成および利⽤の場合を含む）することができるための無制限・無

期限のライセンス（サブライセンスが可能であり、譲渡が可能なライセンス）を、無償で付与するものとします。 

3.当社は、第 2 項に定めるライセンスに基づき、投稿内容の編集、複製、転載などを⾏い、当社が有益であ

ると判断した場合にはその内容を利⽤（出版、映像、翻訳、放送、演劇化などの利⽤の場合を含む）するこ

とができ、当社および当社の指定する第三者に対しても利⽤させることができるものとします。これらの利⽤を⾏

う場合でも、当社は投稿者に対し、何らの支払も要しません。また、当社は投稿者の ID、ニックネームその他

の投稿者を表象する名称および情報を表示しないことができるものとします。 

4.投稿者が本サービスを退会した後も、当社は、第 2 項に定めるライセンスに基づき、当該投稿者が本サービ

ス上に投稿した投稿内容を利⽤することができるものとします。ただし、当該投稿者個人を特定する情報を表

示しない措置を⾏った上で利⽤とします。 

5.投稿内容の利⽤について、利⽤者および第三者に損害が発生したとしても、当社は⼀切責任を負わない

ものとします。 

第 16 条（本サービスにおける投稿テキストの権利） 

1.前条の規定にかかわらず、本サービスにおける投稿テキスト（投稿内容のうち、質問、回答、補足質問、お

礼、トピック、および公開プロフィールの自己紹介等のテキストデータをいう）の著作権等の帰属については次の

各号に定めるとおりとします。 

（1）日本国著作権法第 21 条から第 28 条までにおいて定義される権利については、投稿した利⽤者から

譲渡され当社に帰属します。 

（2）日本国著作権法第 18 条から第 20 条までにおいて定義される権利については、投稿した利⽤者は、

自らまたは第三者によって、当社または当社の指定する第三者に対して⾏使せず、またはさせないものとします。 

（3）第１号および第２号の対価として、当社は、投稿テキストを投稿した利⽤者に対し、何らの支払も要

しないものとします。 

2.当社は、利⽤者に対して、第１項に基づき当社に著作権が帰属する投稿テキストを本サービスまたは当社

が提供する他のサービスにおいて利⽤することを許諾します。 



3.当社は、第１項に基づき当社に著作権が帰属する投稿テキストの投稿をした利⽤者に対して、当該投稿

テキストを任意に利⽤することを許諾します。なお、本項の規定は、当該利⽤者に、他の利⽤者の投稿内容

（他の利⽤者による投稿テキストを含む）の利⽤を許諾するものではありません。 

第 17 条（認定会員に関する特則） 

1.当社は、認定会員が必要な資格を喪失する等専門的知識を有する者ではなくなった場合、事前に通知を

せず、かつ、当該認定会員の承諾を得ずに、当該認定会員の認定を取り消す措置をとることができるものとし

ます。 

2.第 9 条（法律関連コンテンツ）第 3 項の規定は、認定会員であり、かつ法令上の制限がない者について

は適用されないものとします。 

3.第 10 条（禁止事項）第 1 項第 6 号および第 10 号の規定は、認定会員については、当社が明示的に

許可している範囲においては適用されないものとします。 

4.認定会員が投稿した本サービスにおける投稿テキストについては、第 16 条（本サービスにおける投稿テキ

ストの権利）の規定は適用されないものとし、第 15 条（投稿内容の権利）の規定が適用されるものとしま

す。 

第 18 条（本サービスの一時的な中断） 

当社は、次の各号に掲げる事由がある場合、利⽤者に事前に連絡することなく、一時的に本サービスの提供

を中断することがあります。本サービスの中断による損害について、当社は、⼀切責任を負わないものとします。 

（1）当社のシステムの保守、点検、修理などを⾏う場合 

（2）火災、停電または地震、津波、台風、⻯巻、洪⽔、落雷等の天災地変により本サービスの提供ができ

なくなった場合 

（3）運用上または技術上、本サービスの提供ができなくなった場合 

（４）戦争、暴動、騒乱、事変、感染症の感染拡大等の非常事態により本サービスの提供ができなくなった

場合 

（５）その他、当社が中断をせざるを得ないと判断した場合 

第 19 条（本サービスの追加・変更・停⽌・廃⽌） 

1.当社は、本サービスの内容を、利⽤者への事前告知なく追加または変更することができます。 

2.当社は、本サービスを、利⽤者への事前告知なく停止または廃止することができるものとします。 

3.前二項に基づき利⽤者および第三者に損害が発生したとしても、当社は⼀切責任を負わないものとします。 

第 20条（料⾦） 

1.利⽤者は、当社の定める有料のコンテンツまたは機能を利⽤する場合は、当社の定める利⽤料⾦を定めら

れた方法で支払期日までに支払うものとします。また、当社は、理由の如何にかかわらず、別段の定めのない

限り、既に支払われた利⽤料⾦を⼀切返還しません。 

2.利⽤者が支払期日までに当社の定める利⽤料⾦を支払わなかった場合、利⽤者は、当社に対し、支払

期日の翌日より年 14.6%の割合による遅延損害⾦を支払うものとします。 

3.利⽤者は、利⽤料⾦を当社に代わって決済代⾏事業者が回収することに承諾するものとします。なお、当

社は利⽤料⾦の回収を決済代⾏事業者に委託しているため、利⽤者の支払情報または決済に関する情報



を保有しておらず、かかる情報の取扱いまたは当社に起因しない決済に関する不具合等について⼀切の責任

を負いません。 

4.利⽤料⾦には通信費･パケット接続料・インターネット接続料等は含まれておりません｡ 

第 21条（反社会的勢⼒の排除について） 

1.利⽤者は本サービスを利⽤するにあたって、自身が反社会的勢⼒（「暴⼒団員による不当な⾏為の防止

等に関する法律」に定義する暴⼒団およびその関係団体をいうほか、総会屋、社会運動や政治運動を標ぼ

うするゴロ、特殊知能暴⼒団等、その他反社会的勢⼒の総称をいいます）ではないことを表明し、将来にわ

たっても、所属もしくは該当、または関与していないことを確約するものとします。 

2.当社は、利⽤者が反社会的勢⼒に所属もしくは該当する、または関与していると判断した場合、当該利⽤

者に事前に通知等を⾏うことなく、当該利⽤者による本サービスの利⽤停⽌、当該利⽤者のパスワードなどの

変更、当該利⽤者の会員資格の取消しなど必要な措置をとることができるものとします。 

第 22 条（国外からの利⽤） 

1.日本国外から本サービスを利⽤する場合、利⽤者は、居住国の法律および関係する国際条約に従うもの

とします。 

2.利⽤者が日本国外から本サービスを利⽤する場合において、本サービスの利⽤が居住国の法律および関

係する国際条約に違反しないにもかかわらず、日本法に違反したために当該利⽤者に損害が発生したとき、

または第三者に損害を発生させたときは、当社は⼀切責任を負わないものとします。 

第 23 条（準拠法・合意管轄） 

本規約は日本法に準じて解釈されるものとし、本サービスに関して当社と利⽤者との間に紛争が生じた時には、

東京簡易裁判所また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。合意管轄裁判所と

します。 

第 24条（分離可能性） 

本規約のいずれかの規定が、法令の改廃、消費者契約法その他の特別法の適用、準拠法などの理由で、

無効と判断された場合においても、本規約のその他の規定の有効性は、そのことにより⼀切影響を受けず、効

⼒を維持するものとします。 

第 25 条（本規約の効⼒） 

本規約は 2022年４月１日から発効するものとし、過去の規約に優先して適用されるものとします。 

 


