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性能向上リノベの会規約 

 

性能向上リノベの会規約（以下「本規約」といいます。）は、本会に関する当社と会員また

は利用希望者との間の権利義務関係および本サービスの利用条件について定めるものです。 

本会の会員として本サービスを利用するためには、本規約の全文をお読みいただき、本規約

に同意いただいた上で、会員登録を行っていただく必要があります。 

 

第 1 条（定義） 

本規約において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによるもの

とします。 

(1) 「当社」とは、ＹＫＫ ＡＰ株式会社をいいます。 

(2) 「本会」とは、当社が管理および運営を行う事業者向けの会員制プラットフォーム

「性能向上リノベの会」をいいます。 

(3) 「本ウェブサイト」とは、当社が管理および運営を行う「性能向上リノベの会」の

名称が付されたウェブサイト（当該ウェブサイトの名称または内容が変更された

場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。）をいいます。 

(4) 「本サービス」とは、当社が本ウェブサイト等により提供する性能向上リノベーシ

ョンに関連する各種サービスの総称をいいます。なお、性能向上リノベーションと

は、既設住宅の開口部等を改修（リノベーション）することにより、断熱性能、耐

震性能等の性能の向上を実現するだけでなく、建物そのものの再価値化を図るこ

とで、より安心安全で健康快適な住宅に再生することまたはそのような改修（リノ

ベーション）の方法を意味します。 

(5) 「利用希望者」とは、本規約第 7 条に従い本会の会員登録の申請を行う個人また

は法人をいいます。 

(6) 「会員」とは、本規約第 7 条に従い本会の正会員または賛助会員として会員登録

がなされた自然人（個人事業主を含みます。）または法人をいいます。 

(7) 「ＹＫＫグループ会社」とは、ＹＫＫ株式会社およびＹＫＫ株式会社の子会社また

は関連会社（当社を含みます。）をいいます。 

(8) 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、

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

こととなるものを含みます。）をいいます。 

(9) 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他知的財

産権（これらの権利を取得し、またはこれらの権利の登録等の出願をする権利を含

みます。）をいいます。 
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第 2 条（目的） 

当社は、性能向上リノベーションに関する技術や手法などの標準化、調査研究、当社と

会員とのノウハウ共有等を通じて、性能向上リノベーションの普及および推進を目的

とする事業者向けの会員制プラットフォームとして本会を開設し、会員に対して本サ

ービスを提供します。 

 

第 3 条（規約の適用） 

1. 本規約は、本会および本サービスの利用に関して、当社ならびに全ての会員および利用

希望者に適用されます。 

2. 本会または本サービスの個別の事項について定めた規約またはルール（以下「個別規約」

といいます。）があるときは、当該個別規約は、本規約の一部を構成するものとし、本

規約に同意することにより、個別規約の内容にも同意したものとみなされます。個別規

約の規定は、本規約の規定と反する部分について、本規約に優先して適用されます。 

3. 本ウェブサイトに関して、本規約および個別規約に定められていない事項については、

当社が定める「ウェブサイトのご利用条件」および「ウェブサイトリンク条件」が適用

されるものとし、会員および利用希望者は、これらの規定において定める事項に同意す

るものとします。 

4. 本規約または個別規約の全部または一部が法令に基づき無効と判断されたときは、当

該本規約または当該個別規約のうち無効部分以外の規定は有効とします。また、本規約

または個別規約の全部または一部が特定の会員または利用希望者との間で無効とされ、

または取り消されたときは、当該本規約または当該個別規約はその他の会員または利

用希望者との関係においては有効とします。 

 

第 4 条（規約の変更） 

1. 当社は、会員および利用希望者の承諾を得ることなく、随時、本規約および個別規約を

追加、変更または削除することができます。 

2. 会員および利用希望者は、当社が本規約および個別規約を随時追加、変更または削除す

ることならびに当該変更後において本サービスの利用条件等が当該変更後の本規約ま

たは個別規約によることをあらかじめ同意するものとします。  

 

第 5 条（通知方法） 

当社は、会員および利用希望者に対して、本会または本サービスに関する連絡や規約の

変更に関する通知等を行う場合は、当社が定める方法により行うものとします。 

 

第 6 条（サービスの内容） 
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1. 当社は、本規約および個別規約に基づき、会員に対して、主に次の各号に掲げる本サー

ビスを有償で提供します。ただし、正会員と賛助会員とで利用することができるサービ

スの内容は異なります。 

(1) 各種情報提供サービス 

・性能向上リノベーションに関する各種情報の提供 

・イベント情報 

・当社製品や当社の取り組みに関する情報 

(2) 業務支援サービス 

・断熱計算、耐震診断等のサポート、支援ツール等の提供 

・瑕疵保険、ファイナンスサービス等の紹介 

・各種コンサルティングサービス 

2. 前項に定める本サービスの内容は、会員および利用希望者に対する事前の告知なく、そ

の全部または一部が追加され、変更され、または停止されることがあります。 

3. 本サービスには、当社以外の第三者が提供するサービスまたはコンテンツが含まれま

す。当該サービスまたはコンテンツに対する責任は、当該サービスまたはコンテンツを

提供する第三者が負います。また、当該サービスまたはコンテンツの利用にあたっては、

当該サービスまたはコンテンツを提供する第三者が定める利用規約その他の契約条件

が適用される場合があります。 

 

第 7 条（会員登録） 

1. 利用希望者は、本サービスの利用にあたり、本ウェブサイトの会員登録画面から当社が

定める会員登録のために必要となる情報（以下「登録情報」といいます。）を入力の上、

本会の会員登録の申請を行う必要があります。なお、本会の会員の種別は、次の各号の

とおりです。 

(1) 正会員 

(2) 賛助会員 

2. 利用希望者は、本会の会員登録の申請にあたり、次の各号に掲げる条件を満たす必要が

あります。 

(1) 性能向上リノベーションに関する技術、ノウハウ等の取得や共有に意欲的である

こと 

(2) 株式会社等の法人、個人事業者等の事業を行う者であること 

(3) 日本国内に本店または主たる営業所もしくは店舗を有する者であって、かつ日本

国内に居住する者であること 

(4) 正会員については次のいずれかの条件を満たすこと 

① 国土交通省のリフォーム事業者団体登録簿の構成員であること 

② 建設業許可、建築士事務所登録または宅地建物取引業免許を受けていること 
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3. 利用希望者は、登録情報を入力の上、本会の会員登録の申請を行った時点をもって本規

約に同意したものとみなされます。 

4. 当社は、利用希望者から本会の会員登録の申請を受け付けた後、会員登録の審査を行い

ます。当該審査には、申請日から 1 週間程度の期間を要することがあります。 

5. 当社は、前項の審査により本会の会員登録を承認した後、利用希望者から本会の年会費

等（第 12 条第 1 項に定めるものをいいます。）を受領したことを確認したときは、登

録情報に従い利用希望者に対して本会の会員登録を承認した旨および会員種別を通知

するものとします。当社の当該利用希望者に対する当該通知をもって本会の会員登録

は完了したものとします。 

6. 当社は、利用希望者が次の各号の一に該当するときは、本会の会員登録を承認しない場

合があります。この場合、当社は、会員登録を承認しなかった理由について当該利用希

望者に対して一切開示しないものとし、本会の会員登録が承認されなかったことによ

り当該利用希望者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。 

(1) 第 2 項各号の条件を満たしていないときまたは満たしていないと認めるに足りる

相当な事由があるとき 

(2) 利用希望者が実在しないときまたは実在しないと認めるに足りる相当な事由があ

るとき 

(3) 利用希望者が虚偽の情報の申請を行い、またはこれに類する不正確な内容の申請

を行ったことが判明したとき 

(4) 利用希望者が、未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人に該当するとき 

(5) 利用希望者が当社または当社以外のＹＫＫグループ会社が運営するサービス（本

サービスを含みます。）において会員登録の拒否や利用停止等の措置を受けたこと

があるとき 

(6) 第 18 条第 1 項各号の一に該当するときまたは該当していると認めるに足りる相当

な事由があるとき 

(7) 前各号のほか当社が適当でないと判断したとき 

 

第 8 条（登録情報の管理） 

1. 会員は、登録情報に変更があったときは、当社指定の方法により、速やかに当該登録情

報を更新するものとします。 

2. 当社は、一定期間会員の登録情報が更新されず、虚偽または不正確な登録情報が登録さ

れているときは、当該会員に催告し、登録情報の更新を求めることがあります。 

3. 当社は、前項の催告後においても、当該会員の登録情報が更新されないときは、当該会

員に対する本サービスの提供を停止し、当該会員の会員登録を解除することができる

ものとします。 
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第 9 条（会員登録の解約） 

1. 会員は、当社指定の方法により、本会の会員登録を解約（退会）することができます。

この場合、本会の会員登録の解約によって、全ての本サービスの利用が停止されます。 

2. 会員は、再度、本サービスの利用を希望する場合は、改めて本会の会員登録の申請を行

うものとします。 

3. 会員は、本会の会員登録の解約にあたり当社に対して負担する債務があるときは、当該

債務の一切について当然に期限の利益を失うものとし、ただちに当社に対して当該債

務を弁済するものとします。 

 

第 10 条（設備の準備および維持） 

1. 会員は、自己の責任および費用負担において、本サービスを利用するために必要となる

通信機器（電話利用契約、プロバイダー契約等を含みます。）、コンピュータその他の機

器、ソフトウェア等（以下「本設備」といいます。）を準備するものとします。 

2. 当社は、本設備に起因する通信不良、遅延、誤送等による障害に起因して会員が被った

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（ログイン ID およびパスワードの管理） 

1. 会員は、本ウェブサイトにログインするためのログイン ID およびパスワードを自己の

責任および費用負担において適切に管理するものとし、ログイン ID およびパスワード

を第三者に使用させ、貸与し、譲渡し、売り渡しまたは質入を行う等のいかなる処分も

してはなりません。 

2. 会員は、前項のログイン ID およびパスワードを第三者に漏洩し、または第三者が不正

に使用していることを知ったときは、ただちに当社に連絡し、当社の指示に従うものと

します。 

3. 当社は、会員が前二項の義務を怠ったことにより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 12 条（年会費等） 

1. 会員は、本サービスを利用するにあたり、本会の入会金および年会費として次に定める

金額（次に掲げる金額には消費税等相当額を含みません。以下「年会費等」といいます。）

を当社に対して支払う義務を負うものとします。 

会員種別 入会金 年会費 

正会員 50,000 円 30,000 円 

賛助会員 30,000 円 10,000 円 

 

2. 会員は、当社が別途指定する支払期日までに、当社が別途指定する支払方法に従い、当
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社に対して、前項の年会費等およびその消費税等相当額を支払うものとします。 

3. 年会費等の支払いに要する振込手数料およびその他決済手段の利用に伴う手数料（以

下「振込手数料等」といいます。）は、当社が任意に負担するものを除き、会員がこれ

を負担するものとします。 

4. 当社は、年会費等の受領にあたり、原則として会員に対して領収書等の受取証書の発行

を行わないものとします。会員は、受取証書の発行に代えて、当社が別途指定する方法

に従い、払込票等を受取証書とみなすことに同意するものとします。 

5. 当社は、年会費等を返還することが相当であると当社が認めた場合を除き、会員から支

払いを受けた年会費等を返還する義務を負わないものとします。 

 

第 13 条（遅延利息） 

1. 会員は、年会費等の支払いを遅延したときは、当社指定の支払日の翌日から支払いがあ

った日までの日数について、支払遅延額に対して年 14.6%の割合により計算した金額

の遅延利息を、当社に対して支払うものとします。 

2. 前項の遅延利息の支払いに要する振込手数料等は、会員が負担するものとします。 

 

第 14 条（個人情報の取り扱い） 

1. 当社は、本会または本サービスに関連して、会員および利用希望者から取得した個人情

報（会員および利用希望者の登録情報を含みます。以下同じとします。）を、当社が定

める「個人情報保護方針」に従い、適正に取り扱うものとします。 

2. 当社は、会員および利用希望者に関する個人情報を次の各号に掲げる目的のために利

用します。また、次の各号に掲げられていない目的のために個人情報を取得する場合に

は、取得の都度、目的を明示します。なお、あらかじめ明示された目的の範囲を超えて

個人情報を利用する場合は、新たな目的を会員および利用希望者に通知し、会員および

利用希望者の同意を得るものとします。 

(1) 本会の会員登録のため 

(2) 本サービスまたは性能向上リノベーションに関連する各種情報の提供のため 

(3) 本サービスの利用料金の支払いに関連する手続等のため 

(4) 本会、本サービスおよび本ウェブサイトの管理および運営のため 

(5) 当社の製品およびサービスの提供、当社の新製品および新サービスの案内のため 

(6) 当社の製品およびサービスに関連するアフターサービスの案内および提供のため 

(7) 当社の製品およびサービスの利用状況や満足度調査等、商品開発やサービスの向

上に関わる調査および分析のため 

(8) 当社の製品およびサービスの納入・施工を行うため 

(9) 当社が実施するイベント・キャンペーン・講演会等に関する連絡のため 

(10) 当社が実施する各種コンテストの連絡のため 
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(11) 会員または利用希望者からの各種問い合わせへの対応のため 

(12) 会員との間における各種契約の履行のため 

(13) 会員との商談・打合せのご連絡のため 

3. 当社は、次の各号に掲げる場合を除き、会員および利用希望者に関する個人情報を第三

者に対して提供しません。 

(1) 第三者への提供について同意のある場合 

(2) 個人情報保護方針に基づいてＹＫＫグループ会社間で共同利用する場合 

(3) 当社と個人情報保護に関する契約を締結している業務委託会社に対して、利用目

的の範囲内で当該当社の業務を委託する場合 

(4) 法令（個人情報保護法を含みます。）に基づく場合 

4. 当社を含むＹＫＫグループ会社は、個人情報保護規定の制定および従業員教育を通じ

て、個人情報保護に関する運用体制を整備しています。また、ＹＫＫグループ会社が取

得した個人情報は、正確かつ最新の状態で適切かつ厳重に管理し、紛失、改ざん、漏洩

等の適切な防止策を講じます。なお、万が一問題等が発生した場合は、速やかに対処し、

是正対策を実施します。 

5. 当社が保有している保有個人データの内容に関し、利用目的の通知、開示、訂正、追加、

削除、利用停止、消去、第三者提供の停止を希望する場合は、 次に掲げる問い合わせ

窓口にご請求ください。会員または利用希望者本人の請求であることを確認した後、合

理的な期間内に、個人情報保護法の定めに従い、誠実かつ速やかに対応するものとしま

す。なお、利用目的の通知および開示に際しては、手数料が必要となりますので、あら

かじめご了承ください。 

【個人情報保護に関するお問い合せ先】 

 フォームでの問い合わせ先 

個人情報保護について 

6. 当社は、本会の運営、本サービスの提供、本ウェブサイトの管理等の業務の全部または

一部を第三者に委託する場合があります。この場合、当社は、当該委託業務の遂行に必

要な範囲に限り、当該第三者に対して、会員および利用希望者に関する個人情報（氏名、

住所、電話番号、メールアドレス等を含みますが、これに限定されません。）を提供す

ることがあります。 

 

第 15 条（アクセス情報等） 

1. 当社は、会員および利用希望者へのサービス向上ならびに当社の広告配信および宣伝

等の目的のために、当社のウェブサイトにおいて、クッキー（Cookie）または同様のテ

クノロジーを使用しています。クッキー(Cookie)とは、ウェブサイトを利用した日時、

そのウェブサイトの訪問回数などの情報をお客様のコンピュータにファイルとして記

録しておく仕組みです。また、当社は、当社のウェブサイトにおいて、Google Analytics 
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™ ※1 および Marketo（マルケト） ※2 を含むウェブ解析ツールを利用しています。 

2. 会員または利用希望者がブラウザの設定でクッキー（Cookie）の使用を許可している場

合、当社は、会員または利用希望者が当社のウェブサイトを閲覧した際に、クッキー

（Cookie）を使用して、会員または利用希望者の閲覧履歴や属性情報等のデータを収集

します。また、当社は、当社がイベントやアンケート等で取得した会員または利用希望

者の個人情報と紐付けて会員または利用希望者の閲覧履歴や属性情報等のデータを収

集・利用する場合があります。この場合、当社は、当該データを集計し、分析した結果

を、当社の製品、サービス、イベント、セミナー、キャンペーン、アンケートなどの情

報提供や問い合わせ対応、それらの改善や新規開発などの目的に利用することがあり

ます。 

3. 会員または利用希望者は、当社によるクッキー（Cookie）の使用およびウェブ閲覧履歴

等のデータの収集・利用を望まない場合には、クッキー（Cookie）を無効にするための

設定を行う必要があります。この場合、会員または利用希望者は、Google 広告のオプ

トアウトページ（※3）にアクセスして、Google によるクッキー(Cookie)使用を無効に

できます。また、お使いのブラウザのクッキー(Cookie)の送受信の設定を、「すべてブ

ロックまたは許可する」、「クッキー(Cookie)の種類に応じてブロックまたは許可する」、

「特定のウェブサイトのクッキー(Cookie)をブロックまたは許可する」などから選択す

ることができます。設定方法は、ブラウザによって異なりますので、お使いのブラウザ

の「ヘルプ」メニューでご確認ください 

4. 本サービスおよび本ウェブサイトの中には、その時々の企画内容により、チャット（会

話）、フォーラム（会議室）、掲示板、ニュース・グループ、電子メール交換等のサービ

スを提供するコンテンツが存在することがあります。会員は、当該サービスの利用にあ

たり、自己の責任と判断において情報を発信するものとします。 

5. 当社は、本ウェブサイト上において、会員が実施した性能向上リノベーションの施工事

例や会社情報等の情報を掲載することができるものとし、会員はこれにあらかじめ同

意するものとします（施工事例の掲載にあたっては会員の承諾を得ることを原則とし

ます）。なお、当社は、一般消費者等の顧客から会員の施工事例や会社情報等について

問い合わせ等があった場合において、当該顧客に対して何らかの対応やサービスを行

うことを保証するものではありません。 

 

第 16 条（知的財産権の取扱い） 

1. 本サービスや本ウェブサイトに含まれる写真、動画、記事、表現、イラスト、資料、図

表、肖像、商標、標章、意匠、ソフトウェア、プログラム、データ、情報等（以下「本

コンテンツ」といいます。）に係る知的財産権およびその他一切の権利は、当社または

本コンテンツの正当な権利者に帰属します。本サービスの提供は、当社または本コンテ

ンツを提供する第三者が有する知的財産権その他一切の権利の許諾を意味するもので
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はありません。 

2. 会員は、当社もしくは正当な権利者が明示的に許諾した場合を除いて、当社もしくは正

当な権利者の許諾を得ることなく本コンテンツを利用し、または当社もしくは正当な

権利者が明示的に許諾した範囲を超えて本コンテンツを利用してはなりません。また、

会員は、当社または第三者（他の会員を含みます。）の知的財産権およびその他一切の

権利（本コンテンツに係る権利を含みます。以下「知的財産権等」といいます。）を侵

害してはなりません。 

3. 会員は、当社または正当な権利者の明示的な許諾に基づき本コンテンツを利用する場

合には、当社または正当な権利者が別途定める利用ルールを遵守しなければならない

ものとします。 

4. 当社は、会員が前二項の規定に違反し、当社または他の会員を含む第三者の知的財産権

等を侵害し、または侵害のおそれがあると判断したときは、自らまたは第三者をして当

該行為の差止めを行うことができるものとします。 

5. 会員が本ウェブサイトに投稿、掲載等を行った、コメント、記事、写真、イラスト、資

料等（以下「本コメント等」といいます。）に係る知的財産権およびその他一切の権利

は、当該会員に帰属します。ただし、会員は、当該投稿、掲載等により、本コメント等

を無償かつ無制限に使用（サブライセンス、編集、加工、抜粋、複製、配布、公開、出

版、翻訳、公衆送信、派生著作物の作成などを含みます。）する永久的な権利を当社に

対して許諾したものとみなされます。また、会員は、当該投稿、掲載等により、当社ま

たは当社から権利の承継もしくはサブライセンスを受けた第三者に対して、本コメン

ト等に係る著作者人格権を行使しないことに同意したものとみなされます。 

 

第 17 条（サービスの中断・停止） 

当社は、次の各号の一に該当するときは、会員および利用希望者の承諾を得ることなく、

随時本サービスの全部または一部を一時的に中断し、または停止することができるも

のとします。 

(1) 本サービスの提供のための装置もしくはシステムの保守点検もしくは更新を定期

的に、または緊急に行うとき 

(2) 火災、停電、天災等の不可抗力により、本サービスの提供が困難であるとき 

(3) 第一種電気通信事業者の役務が提供されないとき 

(4) その他運用上または技術上の事由により当社が本サービスの一時中断、もしくは

停止が必要と判断し、または不測の事態により当社が本サービスの提供が困難と

判断したとき 

 

第 18 条（禁止事項） 

1. 会員および利用希望者は、本規約および個別規約に定める事項を遵守するものとし、当
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社が事前に承諾した場合を除いて、次の各号に掲げる行為をしてはなりません。 

(1) 他の会員のログイン ID またはパスワードを不正に使用する行為 

(2) 本サービスにより提供される情報（本コンテンツを含みます。）を販売、貸与およ

び譲渡を目的として第三者に提供する行為 

(3) 本ウェブサイト上の本コンテンツの修正、変更、編集等の行為 

(4) 他人の電子メールアドレスを登録する等、虚偽の申告や届出を行う行為 

(5) 本ウェブサイト上で営業活動または営利を目的とした活動を行う行為 

(6) 本会、本サービスまたは本ウェブサイトの管理および運営を妨害する行為 

(7) 性能向上登録証の登録発行その他の本サービスの提供を受けるために必要な各種

設計値その他の情報の入力・伝達に際し、故意または過失により虚偽または誤りの

ある数値や情報を入力・伝達する行為 

(8) 本サービスにつき、本ウェブサイト記載の注意事項・遵守事項・利用方法等を遵守

せずに利用し、または提供を受ける行為 

(9) 他人の権利、財産、プライバシー等を侵害する行為または侵害するおそれのある行

為 

(10) 他人に不利益もしくは損害を与える行為またはそのおそれのある行為 

(11) 公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為 

(12) 犯罪もしくは犯罪に結びつく行為またはそのおそれのある行為 

(13) 他人の名誉または信用を毀損する行為 

(14) コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用もしくは提供する行為またはそ

のおそれのある行為 

(15) 本規約もしくは個別規約の規定に違反する行為またはそのおそれがある行為 

(16) 法律、法令もしくは条例に違反する行為またはそのおそれのある行為 

(17) 前各号のほか当社が不適切と判断する行為 

2. 当社は、本会、本サービスまたは本ウェブサイトの管理運営上、不適切と判断した情報

が前項各号に掲げる行為またはその他の手段によって本ウェブサイトに投稿または掲

載されたときは、行為者の承諾を得ることなく、当社または第三者をして本ウェブサイ

トに掲載された当該情報の削除、リンクの切断等の措置を講じるものとします。 

 

第 19 条（会員登録の解除） 

1. 当社は、会員が前条第 1 項各号の一に該当する行為をしたときまたは会員において次

の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告等何らの手続を要することなく、ただ

ちに当該会員に対する本サービスの提供を停止し、本会の会員登録を解除することが

できるものとします。 

(1) 年会費等その他利用料金の支払遅延または未払いが発生したとき 

(2) 差押、仮差押、仮処分、租税滞納処分もしくはその他公権力の処分または破産、特
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別清算、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは強制競売の申立があったと

き 

(3) 手形の不渡り、支払不能、支払停止もしくは債務超過に陥りまたは金融機関の取引

停止処分を受けたとき 

(4) 解散決議または本会に関連する事業を廃止する決議もしくは本会に関連する事業

を譲渡する決議を行うとき 

(5) 吸収合併消滅会社として第三者と合併するとき、株式交換もしくは株式移転を行

うときまたは支配権に実質的な変動があるとき（株主が 33%を超えて変動する場

合を含みますがこれに限りません。） 

2. 会員は、前項の規定により会員登録が解除されたときは、本サービスの利用に関する一

切の権利を失うものとします。当社は、当該解除により会員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 20 条（非保証） 

当社は、会員、利用希望者および第三者に対して、本会または本サービスに関連して当

社が提供する本コンテンツ、データ、商品、役務、その他の一切の情報および内容につ

いて、その適法性、正確性、安全性、完全性、商品性、非侵害性、特定の目的に対する

適合性等のいかなる保証を行いません。会員は、本サービスの利用により取得した各種

情報、ツール等について、自己の責任および費用負担においてこれを利用しなければな

らないものとします。 

 

第 21 条（損害賠償） 

1. 当社は、本サービスまたは本ウェブサイトの提供、遅滞、変更、中断、停止もしくは廃

止、情報等の流出もしくは消失その他本会または本サービスに関連して発生した会員、

利用希望者または第三者の損害について、一切の責任を負わないものとします。 

2. 前項の規定にかかわらず、当社は、本会または本サービスに関連して会員に損害が発生

した場合において、当該損害の発生が当社の故意または重大な過失によるものである

と当社が認めたときは、当該会員が当社に対して支払った年会費等の合計額を上限と

して、当該会員に対して損害賠償責任を負うものとします。 

3. 会員および利用希望者は、本会または本サービスに関連して、他の会員もしくは利用希

望者または本コンテンツを提供する第三者に損害を与えたときは、自己の責任および

費用負担においてこれを解決するものとします。 

 

第 22 条（秘密保持） 

1. 当社は、本会の運営および本サービスの提供にあたり、会員から次の各号に掲げる情報

（以下「秘密情報」といいます。）の提供を受けた場合には、これを秘密に保持するも
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のとし、当該会員の書面または電磁的記録による事前の承諾を得ることなく、第三者に

対して開示し、または本会の運営もしくは本サービスの提供以外の目的のために使用

しません。 

(1) 「秘密情報」、「Confidential Information」等の秘密である旨を表示した文書、媒

体または物品により開示された情報 

(2) コンピュータネットワーク等により送信され、または電磁的、光学的その他記録媒

体に記録された秘密である旨を表示した電子情報 

(3) 秘密情報が含まれる旨指定したデータベース等に含まれる情報 

(4) 秘密として口頭または視覚的手段により開示され、当該開示後 15 日以内に開示し

た者が秘密である旨明示した情報 

2. 会員は、本サービスの利用にあたり当社から前項各号の秘密情報の提供を受けた場合

には、これを秘密に保持するものとし、当社の書面または電磁的記録による事前の承諾

を得ることなく、第三者に対して開示し、または本サービスの利用以外の目的のために

使用してはなりません。本項の規定は、当該会員が会員としての地位を失った後におい

ても対象となる事由が存する限り有効に存続するものとします。 

3. 前二項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するものは秘密情報から除外される

ものとします。  

(1) 開示を受けた際、既に公知または公用であったもの 

(2) 開示を受けた後、自己の責めに帰すべき事由によらず公知または公用となったも

の 

(3) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したもの  

(4) 秘密情報に依存することなく、独自に創作または開発したもの 

4. 第 1 項の規定にかかわらず、当社および会員は、法令に基づき行政、司法機関等から命

令、要請（以下総称して「命令等」といいます。）を受けたときは、秘密情報のうち適

法に開示が要求されている部分のみ開示することができるものとし、速やかに命令等

を受けた事実を相手方に通知するものとします。 

 

第 23 条（反社会的勢力の排除） 

1. 当社ならびに会員および利用希望者は、現在および将来において、自らならびに自らの

役員および従業員が次の各号に該当しないことを表明し保証するものとします。 

(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業および団体、総会屋、社会運動および政治活動

標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力とみなされるもの（以下「反

社会的勢力」といいます。） 

(2) 自らまたは第三者を利用して、暴力的行為、詐術行為、脅迫的行為、業務妨害行為、

その他の違法行為を行うもの 

(3) 反社会的勢力に対して資金を提供し、または便宜を供与する等の関与をしている
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もの 

2. 会員および利用希望者は、自らが前項の規定に違反し、またはそのおそれがあると当社

が認めたときは、当社に対して負担する一切の債務について、当然に期限の利益を喪失

するものとします。 

 

第 24 条（権利義務の譲渡禁止） 

会員および利用希望者は、本規約または個別規約に基づく権利義務の全部または一部

を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはなりません。 

 

第 25 条（準拠法および管轄裁判所） 

1. 本規約および個別規約は、日本国法に準拠して解釈されるものとします。 

2. 会員および利用希望者は、本規約もしくは個別規約または本会もしくは本サービスに

関連して訴訟が生じたときは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とす

ることに合意します。 

 

 

【注記】 

※1 Google ポリシーと規約：https://policies.google.com/?hl=ja&gl=jp 

Google および Google Analytics ™ ウェブ解析サービスは、（Google Inc. が所有する商標

および推奨される一般用語です。） 

 

※2 Marketo プライバシー通知：https://jp.marketo.com/legal/privacy.html 

（Marketo は、Marketo, Inc.の商標または登録商標です。） 

 

※3 オプトアウトページ：https://adssettings.google.com/authenticated 

 

以上 

 

2021 年 10 月 1 日 制定 

2021 年 12 月 10 日 改定 

 


