サイバックス

Univ.会員規約

リスクモンスター株式会社（以下「当社」といいます）は、当社が提供するサービス（以下「本件サービス」と
いいます）の利用に関して、以下の通り会員規約（以下「本規約」といいます）を定めます。

第１条（定義）
本規約において、次の各号記載の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
（1）「Univ.サイト」とは、当社が本件サービスを提供するためにインターネット上にて運営する会員専用 WEB
サイトを指します。
（2）
「会員」とは、本規約に基づき当社が別途定める手続に従って入会申込を行い、当社に登録され、本件サー
ビスを利用することができる法人を指します。
（別紙の入会申込書記載の申込会社に該当します）
（3）
「実務担当者」とは、会員より本件サービスを利用するために、本件サービスに関する諸手続（実務担当者
の変更を含む）について会員を代表して行う者として当社に登録され、実際に本件サービスを利用する際
に操作を行う者を指します。
（別紙の入会申込書記載の申込者に該当します）
（4）
「利用者」とは、会員に所属する者または会員が採用を予定している者で、会員が本件サービスを利用する
者として指定した個人をいうものとします。
（5）「コンテンツ」とは、Univ.サイト等にて提供されるサービス全般を指します。
（6）「コンテンツ運営者」とは、
「コンテンツ」を運営する法人を指します。
（7）「会員 ID」とは当社が会員に対し、その会員を識別するために発行する ID を指します。
（8）「ポータルサービス」とは、Univ.サイトからのリンク等により、当社以外のコンテンツ運営者がインター
ネット上にて運営する WEB サイトにアクセス可能とし、会員へ商品または情報等を提供するサービスを指
します。
（9）「個人情報」とは、
「個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年法律第 57 条、以下「法」といいます）第２
条第１項に規定する個人情報であって、当該情報に含まれる個人の氏名、生年月日その他の記述等により
特定の個人を識別することができるもの（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人
を識別することができるものを含みます）及び個人識別符号（法第２条第２項に規定する個人識別符号を
いいます）が含まれるものを指します。
（10）「個別利用契約」とは、本規約に基づき当社と会員との間で締結する本件サービスの利用に関する各契約
（Univ.サイト等に掲示される規約や注文書等を含みます）をいうものとします。

第２条（本件サービスの内容）
（1）本件サービスの内容は、以下の通りとします。なお、Univ.サイトの掲示内容または本件サービスの内容は
各会員の申込内容に応じて異なります。会員はこれをあらかじめ承諾するものとします。
（ア）Univ.サイト等において当社がコンテンツ運営者として、会員へ独自に商品、情報等を提供するサ
ービス。
（イ）当社以外のコンテンツ運営者が提供するポータルサービス。
（ウ）その他当社が会員を対象に提供する各種サービス。
（エ）当社のサポートセンター（会員お問い合わせ窓口）における対応等のアフターサービス。
（2）本件サービスの詳細な内容については、本規約に定めるほか、別途 Univ.サイトヘ掲示するものとします。
（3）Univ.サイトを通じて提供される本件サービスの提供時間帯は、第 20 条第１項の規定に基づくサービスの
一時中断または停止の期間を除き、１年 365 日（うるう年の場合は 366 日）、毎日 24 時間とします。
（4）本件サービスのお問い合わせ対応時間は、別途 Univ.サイトヘ掲示するお問い合わせ一覧の内容に準じるも
のとします。

第３条（ポータルサービスの扱い）
（1）ポータルサービスのうち会員が当社との間で取引を行うサービスにおいては、取引の成否及び内容等並び
に当社及び会員の権利義務等は本規約の定めに従うものとします。
（2）ポータルサービスのうち会員がコンテンツ運営者との間で直接に取引を行うサービスにおいては、当社は、
かかる取引の成否、内容及び履行等について一切責任を負いません。
（3）当社は、前項の場合、会員に対し、ポータルサービスにおける情報の正確性、完全性、最新性、目的適合
性、有効性等について一切保証いたしません。また、以下の事由を含むコンテンツ運営者の行為について
は、一切責任を負いません。
（ア）会員がコンテンツ運営者から、コンテンツ運営者の商品等の提供を受けられない、または、拒否さ
れた場合。
（イ）会員とコンテンツ運営者との取引に関し、錯誤、詐欺、債務不履行、不法行為、コンテンツ運営者
の提供した商品もしくはサービス等の瑕疵、その他のトラブルが生じた場合、または、コンテンツ
運営者サイトにおいて誇大広告その他の不正な表示が行われた場合。

第４条（第三者による履行）
本規約に定める当社の行為、権利・義務の行使については、当社の指定する第三者にその一部を代行・代理さ
せることがあります。

第５条（知的財産権）
（1）当社の提供する本件サービスの著作権等の知的財産権は、当社または当社以外の権利者に帰属し、会員は、
当社の承諾（当社以外の著作権者等が存在する場合にはその者の承諾）なく、第三者に対し、本件サービ
スの全部または一部の再使用許諾、譲渡、転売、貸与、複製の作成等をすることはできません。
（2）本件サービスを利用して入手したコンピュータ・プログラムに対し、方法如何を問わず、ソースコードの
解読、リバースエンジニアリング、デコンパイル、及び逆アセンブル等を行わないものとします。また、
著作権侵害防止のための技術的保護手段の施されたデータ等に対し、当該手段の回避を行わないものとし
ます。
（3）会員は、本条に違反する行為を第三者にさせないものとします。

第６条（入会申込及び審査）
（1）本件サービスを利用するためには、当社が別途定める手続にしたがった入会申込手続を行い、当社の審査
を経て会員となることが必要です。
（2）入会申込にあたっては、本規約を熟読し、その内容を理解し、その内容に拘束されることを承諾した上で
申込手続を行っていただくものとします。当社は、本サービスの申込があった場合には、本規約に同意し
たものとみなします。
（3）入会申込手続を行う方には、入会申込の際、以下の事項を保証していただきます。
（ア）入会申込手続を行う方が法人を代表する者、または個人本人でない場合、その所属する法人または
個人本人より入会申込を行う権限を授与されていること。
（イ）本件サービスの利用に関する実務担当者の行為について、その所属する法人が責任を負うことに同
意していること。
（4）当社は、前項その他当社の基準に従って、入会希望者の入会申込に対して審査を実施し、当社が入会を認
める場合には、その旨を入会希望者に電子メール等当社所定の方法で通知します。かかる通知により、入
会希望者の会員登録は完了するものとします。ただし、以下の場合には承諾しないことがあります。なお、
入会申込者は、この不承諾につき異議申立等を行えないものとします。
（ア）入会申込時に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
（イ）その他、当社が入会を不適当と判断したとき。

第７条（会費等）
（1）本件サービスは会費制の有料サービスです。会員は会費を支払うことにより、本件サービスを利用するこ
とができます。
（2）会員は、本件サービスの会費その他の料金及びその算定方法・支払方法について、当社が別途定める内容・
条件に従うものとします。また、ポータルサービスにおいて、コンテンツ運営者が個別に会費その他の料
金及びその算定方法・支払方法を規定している場合には、その内容、条件に従うものとします。
（3）会員は、会費その他の料金にかかわる消費税及びその他賦課される税を負担するものとします。
（4）会員が当社に対して支払った会費その他の料金は、当社に会費徴収事務の過誤があった場合及び個別利用
契約等において別途返金を約した場合を除き、返還されないものとします。
（5）会員が会費その他の料金の支払を遅滞した場合は、年 14.6％の割合による遅延損害金を当社に支払うもの
とします。
（6）当社は、会員に対する 60 日前の第 18 条規定の方法による通知によって、会費その他の料金の改訂を行う
ことができるものとします。

第８条（ID 及びパスワード）

第１６条（退会）

（1）当社は、入会申込を承諾した場合、会員の登録を行い、会員に対し会員 ID、パスワードを発行します。ま
た、必要に応じて認証デバイス（パスワード生成・表示カードまたは IC カード）を別途貸与します。会員
は、会員 ID 及び認証デバイスをその責任において管理し、第三者には使用させてはならないものとします。
また、会員 ID 及び認証デバイスは、第三者へ貸与、譲渡、名義変更・売買・質入その他いかなる処分も行
ってはならないものとします。また、利用者を限定して発行された ID 及びパスワードは、当該利用者以外
の利用者に使用させてはならないものとします。
（2）認証デバイスの発行を受けた会員は、別途 Univ.サイトに掲示する認証デバイス取扱要領を遵守しなければ
ならないものとします。
（3）会員は、会員 ID、パスワード及び認証デバイスを管理監督する義務を負うものとします。会員 ID、パスワ
ード及び認証デバイスを利用して行われた行為、会員 ID、パスワード及び認証デバイスの管理不十分、使
用上の過誤、もしくは、第三者の使用等についてはすべて会員が責任を負い、これにより当社が損害を被
った場合は、賠償の義務を負うものとします。
（4）会員は、会員 ID 及び認証デバイスの紛失、盗難または第三者による不正使用の事実が判明した場合は、直
ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

（1）会員が退会を希望する場合には、退会希望月の前月末までに当社の指定する方法にて当社に届け出るもの
とし、退会希望月末をもって退会するものとします。なお、会員が当社に対し何らかの債務を負担してい
る場合は、退会時に全額当社に支払うものとします。
（2）当社は、会員が退会する場合であっても、既に会員から支払われた会費等の払い戻しは一切行いません。
（3）会員が退会した場合も、本条、第５条（知的財産権）、第 10 条（会員情報の扱い）、第 12 条（会員の責任）、
第 23 条（損害賠償及び損害賠償額の予定）、第 24 条（免責事項）及び 28 条（紛争の解決）については引
き続き効力が継続します。
（4）会員は、退会した場合、本件サービス及び Univ.サイト上で提供された情報を、退会後においても本規約に
基づく利用の範囲及び責任において、引き続き利用できるものとします。なお、当社が指定した情報につ
いてはこの限りでありません。ただし、本規約に定める事項に違反した場合は、直ちに当社の指示に従い、
返却または廃棄・削除するものとします。
（5）会員は、退会した場合、第８条第１項に定める認証デバイスを、当社の指示に従い、返却するものとしま
す。

場合には、原則として個別利用契約が優先するものとします。
（3）当社は、会員の事前の承諾なく本規約（サイバックス Univ.サイト等に掲示される規約や諸規定等を含みま
す。以下本項において同じ）を随時変更・改訂できるものとします。本規約が変更された場合、変更後の
本サービスの提供条件は、変更後の会員規約に従うものとし、会員は、あらかじめこれを承諾するものと
します。本規約の変更・改訂の結果、会員に不利益が生じた場合でも、当社は補償その他の義務を負いま
せん。
（4）当社は、前項の変更を行う場合は、変更後の会員規約の効力発生日の前に相当な期間をもって、変更後の
会員規約の内容とかかる効力発生日を会員に通知又は、Univ.サイトヘ掲示するものとします。ただし、変
更が軽微で会員に特に不利益にならないと当社が判断した場合は通知をせず、Univ.サイトへの掲示のみを
行うものとします。
（5）当社が会員に変更後の会員規約の内容を通知又は、Univ.サイトヘ掲示し、変更後の会員規約の効力発生日
以降に会員が本サービスを利用した場合は、会員は会員規約の変更に同意したものとみなします。

第２７条（準拠法）
本規約の及び個別利用契約の成立・効力・履行及び解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。

第１７条（会員資格の停止・抹消）
第９条（会員設備等の設置・維持）
会員は、本件サービスを利用するにあたり必要となるインターネット接続環境（プロバイダー利用契約、電話
等の通信回線利用契約を含みます）、コンピュータその他機器、ソフトウェア等を自らまたは利用者の費用で設
置し、維持するものとします。

第１０条（会員情報の扱い）
（1）当社及びコンテンツ運営者は、保有する以下の会員情報を厳正に管理し、会員のプライバシー保護のため
に十分に注意を払うとともに本条に定めた場合以外には、会員情報の利用を行いません。
（ア）会員が本件サービスヘの入会申込時に届け出た情報及び会員より登録された実務担当者に関する情
報（第 11 条第１項の定めに基づき変更された情報も含みます。以下「会員登録情報」といいます）。
（イ）本件サービスの利用履歴及びその他本件サービスの利用に伴う種々の情報（以下「会員取引情報」
といいます）。
（2）会員は、本件サービスが円滑に提供されることを目的に、当社がコンテンツ運営者に対して、必要な範囲
内で会員登録情報を提供し、コンテンツ運営者がその目的の範囲内で利用することをあらかじめ承諾する
ものとします。
（3）会員は、当社が以下の目的のために必要な範囲内でコンテンツ運営者から会員とコンテンツ運営者との会
員取引情報の提供を受けることをあらかじめ承諾するものとします。
（ア）商品、新サービスの企画・開発。
（イ）ダイレクトメール、E-MAIL 等の発送・送信。
（ウ）会員の管理。
（エ）その他本件サービスの内容を向上させるために必要な行為。
（4）会員は、当社が本件サービスを提供する際に、前項各号と同一の目的のために、必要な範囲内で会員情報
を利用すること、及び当該目的のために必要な範囲で会員情報を当社グループ内で共同利用することをあ
らかじめ承諾するものとします。
（5）当社は、本条第２項及び第４項の他以下の場合を除き、会員情報を第三者に開示しないものとします。
（ア）あらかじめ会員の同意が得られた場合。
（イ）法令により開示が求められた場合。
（6）会員及び実務担当者は、自身の会員情報の開示・訂正、及び利用・提供の中止の請求を随時行えるものと
します。その場合は、当社が指定する方法にて当社に届け出るものとします。
（7）当社は、当社が定める所定の期間を経過したときは、会員情報を破棄することができるものとします。
（8）当社は、個人情報の取扱いについては、別途規定のプライバシーポリシーまたは個別利用契約に従うもの
とし、プライバシー・ポリシーと個別利用契約が矛盾抵触する場合には、個別利用契約を優先するものと
します。

第１１条（登録事項の変更）
（1）会員は、入会申込時に登録した事項に変更があった場合、速やかに当社が指定する方法にて当社に届け出
るものとし、それ以後も同様とします。
（2）会員が前項の届出を怠ったことにより不利益を被った場合、当社は一切その責任を負わないものとします。

第１２条（会員の責任）
会員は、本件サービスを利用するにあたり、本規約に定める事項を誠実に遵守するほか、以下の事項を遵守す
るものとします。
（1）本件サービスで得た情報、Univ.サイト上で得た情報、その他本件サービスに付随して得た情報全てを不正
の目的、公序良俗に反する目的をもって利用しないものとします。
（2）本件サービスで得た情報、Univ.サイト上で得た情報、その他本件サービスに付随して得た情報（以下「本
件サービス情報等」といいます）全ての使用は、会員内部での利用に限定するものとし、第三者に一切開
示しないものとします。
（3）本件サービス情報等は、当社の事前の書面による承諾がない限り日本国外に持ち出してはならないものと
し、また、媒体が日本国内にある場合においても、電気通信回線等を用いて日本国外からアクセスしては
ならないものとします。
（4）自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社等の組織を名乗ったり、または
他の人物や組織との提携・協力関係を偽る等の行為を行ってはならないものとします。
（5）手段を問わず、当社の運営を妨害する行為、またはそのおそれのある行為、当社の信用を毀損するような
行為及び当社に不利益を与えるような行為を行ってはならないものとします。
（6）本件サービス及び Univ.サイト上で提供される情報の利用により発生した損害は全て会員の責任において処
理し、当社に対し求償できないものとします。
（7）本件サービスを通じてまたは本件サービスに関連して、営利を目的とした行為またはその準備行為を行っ
てはならないものとします。
（8）会員資格の有効期間中及び退会後５年間は、本件サービスにおける会社の信用情報の格付け業務と同一な
いし類似のサービスを提供してはならないものとします。
（9）実務担当者、従業員及び利用者等に対し、本規約及び個別利用契約のうち会員の義務に関する規定を遵守
させるものとします。

第１３条（利用者に関する取扱い、会員及び利用者の責任）
（1）会員は、本件サービス利用のために利用者を本件サービス用のシステムに登録した場合、会員の責任にお
いて、利用者用の ID 及びパスワードを、会員の責任において利用者に対して通知するものとします。
（2）当社は、当社が必要と判断した場合、ID 及びパスワードの登録を受けた利用者の本人確認を行うため、会
員に対し必要な書類等の提示を求めることが出来るものとします。
（3）会員は、本件サービスに含まれる個別のサービスを利用するにあたって当社が利用者の登録を必要とする
場合は、当社が別途定める期限までに、利用者が本サービスを利用するために必要な利用者のデータ（以
下「利用者データ」といいます）を当社が別途指定する方法によって登録（登録のために当社にデータを
提供することを含みます）するものとします。会員が期限までに利用者データを登録しなかったことによ
り、会員または利用者が被った損害は、会員の負担とし、当社は責任を負わないものとします。
（4）当社は、利用者に対し、利用者が会員に帰属している期間または会員から有効な採用内定がなされている
期間に限り、本件サービスの利用資格を与えるものとし、利用者が退職、内定取り消しあるいは内定辞退
等により利用資格を喪失した場合は、会員の責任において直ちに当該利用者の ID を無効にするものとしま
す。
（5）本件サービスのうち、利用者を限定して ID が発行されるサービスにおいては、当該 ID の発行を受けた利
用者のみが当該サービスを利用できるものとし、会員は、利用者が、かかるサービスの利用により得た情
報を、当該利用者以外の会員の従業員その他の第三者に開示または、社内閲覧しないよう、必要な措置を
講ずるものとします。

第１４条（地位の譲渡）
会員は、その権利義務の一部または全部について、当社の事前の書面による承諾がない限り第三者に譲渡でき
ません。

第１５条（有効期間）
会員資格の有効期間は登録日より１年間とし、期間満了１か月前までに退会の届出がない場合は自動的に１年
間期間を延長するものとし、以後も同様とします。ただし、本規約に違反する行為があった場合、または当社が
会員として不適当と認めた場合には、有効期間を延長しない場合があります。なお、初回の登録日は、当社より
会員に対して、第８条第１項に定める会員 ID、パスワード及び認証デバイスを発行した日を指します。

（1）会員が以下の事由の何れかに該当した場合、当社は、会員に何ら事前の通知をすることなしに会員資格を
一時停止、または抹消できるものとします。この場合、抹消後に当社及び会員が有する権利義務について
は、前条を準用するものとします。
（ア）本規約のいずれかの条項に違反した場合。
（イ）入会申込時または登録事項変更時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合。
（ウ）会費その他の料金の支払いを１回でも怠った場合。
（エ）支払いの停止または手形交換所の取引停止処分を受けた場合。
（オ）会員について、差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分その他これに準じる処分を受けたり、民事再
生、会社更生、破産の申立を受け、または、自ら民事再生、会社更生、破産の申立を行った場合。
（カ）その他会員として不適当と当社が判断した場合。
（2）会員が前項各号のいずれかに該当した場合、会員が当社に対して負担する一切の金銭債務は当然に期限の
利益を失い、会員は直ちに当該金銭債務を当社に対し、現金で弁済するものとします。

第１８条（会員への通知）
（1）当社から会員への通知は、Univ.サイトへの掲示、E-MAIL またはその他相当な方法により行います。
（2）前項の通知が E-MAIL にて行われる場合、当社は、会員が届け出た E-MAIL アドレスのサーバーに E-MAIL が
到達したことをもって会員への通知が完了したものとみなします。
（3）第 11 条第１項に基づく変更届出がないため、
当社から会員への通知が延着または到着しなかった場合でも、
通常到着すべきときに通知が到着したものとみなします。

第１９条（サービス内容の変更）
（1）当社は、会員に事前に通知することなく本件サービスの内容を変更することができます。当該変更をおこ
なった場合は、当社は、変更実施後に第 18 条に規定された方法により会員へ通知することとします。
（2）当該変更によって、会員へ不利益または損害が生じた場合であっても、当社はその責任を負わないものと
します。

第２０条（サービスの一時中断または停止）
（1）当社は、以下のいずれかの事由に該当する場合、本件サービスの提供の一部もしくは全部を一時中断、ま
たは停止することがあります。
（ア）本件サービス提供にかかわる装置またはシステムの点検保守、更新の場合。
（イ）天災地変、戦争、内乱、騒擾、労働争議、その他労使関係上の紛争、不可避の事故、法的制限、その他当
事者の支配し得ない一切の原因により、本件サービスの提供が困難な場合。
（ウ）電気通信事業者その他本件サービスの提供に必要な第三者の役務が提供されない場合。
（エ）その他、運用上あるいは技術上、当社が本件サービスの一時中断、もしくは停止が必要であるか、または
不可避の事態により当社が本件サービスの提供を困難と判断した場合。
（2）本件サービスの提供の一時中断・停止の発生により、会員または第三者が被った不利益について、当社は、
理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
（3）当社は、本件サービスの提供を一時中断、または停止する場合は、Univ.サイトへの提示をもってあらかじ
め会員へ通知します。但し、緊急の場合は、会員への事前通知を省略できるものとします。

第２１条（サービスの利用制限）
（1）当社は、本件サービスの運営に関し本件サービスの利用を監視し、必要と認める場合、自己の裁量におい
て本件サービスへのアクセスを制限することができます。
（2）当社は、その裁量により本サービス上の掲示板等において当社が不適切と認める書き込み等を削除するこ
とができるものとします。

第２２条（サービスの中止）
（1）当社は３ヶ月間の予告期間をもって、会員に第 18 条規定の方法による通知の上、本件サービスの提供を中
止することができるものとします。
（2）前項は、当社が第 18 条規定の方法により会員に通知し、３ヶ月を経過した時点で全ての会員が了承したも
のとみなし、前項の手続きを経る事で当社は中止に伴う損害賠償の責を免れるものとします。

第２３条（損害賠償及び損害賠償額の予定）
（1）会員が本規約に違反する行為、または不正もしくは違法な行為によって当社に損害を与えた場合は、当社
は当該会員に対して相応の損害賠償の請求ができるものとします。
（2）当社は、当社の責に帰すべき事由により、会員に損害を与えた場合は、その損害が生じた当該期にその会
員が支払う会費の範囲内で賠償するものとし、その他の場合には、会員に対し一切損害の賠償はしません。

第２４条（免責事項）
（1）本件サービスの内容は、当社がその時点で提供可能なものに限定されます。
（2）当社及び当社に対しサービス・情報等を提供している提供元（提供元に対し、サービス・情報等を提供し
ている供給元も含みます。以下、当社、提供元、供給元をまとめて「当社及び提供元」といいます）は、
本件サービスの提供、報告、解釈、収集、編集その他本規約の遂行に起因して会員及び第三者に生じた損
失及び損害に対し、いかなる責任も負いません。
（3）当社及び提供元は、本件サービスにおいて提供するあらゆる情報について、その完全性、正確性、最新性、
目的適合性、有効性等いかなる保証も行いません。
（4）当社及び提供元は、本件サービスにおいて情報を提供する際に生じた誤謬、欠陥及び送信の遅延、支障に
関し、会員または第三者に対し、いかなる責任も負いません。
（5）当社及び提供元は、その予見及び予見可能性の有無を問わず、会員または第三者に生じたいかなる特別損
害、付属的損害、間接損害、逸失利益その他の拡大損害について一切の責任を負いません。また、本件サ
ービスの利用により会員データ・プログラム等無体物が損傷しても、一切責任を負いません。

第２５条（反社会的勢力の排除）
（1）当社及び会員は、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ
または特殊知能暴力集団、その他これらに準ずるもの（これらを総称して「反社会的勢力」といいます）
との関係を一切持ちません。また、反社会的勢力は会員となることができません。
（2) 当社及び会員は、現在、反社会的勢力のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当
しないことを確約するものとします。
（3) 当社及び会員は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、
取引に関して脅迫的な言動または暴力を用いる行為、風説を流布し偽計を用いまたは威力を用いて相手方
の信用を毀損しまたは相手方の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行わないことを確約す
るものとします。
（4) 当社は、本条第２項の表明及び確約に虚偽の申告をする等の違反行為、または前項の確約に違反する行為
を行ったことが判明した場合において、本件サービスの利用を継続することが不適切であると当社が判断
した場合には、通知、催告その他何らの手続をとることなく、会員資格を抹消することができるものとし
ます。

第２６条（規約の範囲及び変更）
（1）本規約は、本サービス利用に関する当社と会員との間の権利義務関係を定めるものとし、会員と当社の間
において本サービスの利用に関する一切の件に適用されます。
（2）当社が別途定める個別利用契約は、本規約の一部を構成します。本規約と個別利用契約とが矛盾抵触する

第２８条（紛争の解決）
（1）本規約の条項の解釈について疑義が生じ、または本規約に定めのない事項について疑義等が生じた場合、
会員と当社は誠意をもって協議し円満に解決するものとします。
（2）本件サービスの利用に関して万一紛争が生じた場合は、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。
2022 年４月改定

附則
（適用期日）本規約は、2022 年４月 21 日から適用します。
（競業避止条項に関する経過措置）本規約による 2022 年４月改訂後の第 12 条（8）の規定は、2022 年４月 21 日
以後入会した会員について適用します。

