利⽤規約
（契約内容書）
本利⽤規約（以下「本規約」といいます。）は、株式会社Appacle（以下「弊社」といい ま
す。）が提供するサービス「Appacleメンバーシップサービス」（以下、「本サービス」 と
いいます。）のご利⽤にあたり、登録ユーザーの皆様に遵守していただかなければならな い
事項及び弊社と登録ユーザーの皆様との間の権利義務関係が定められております。本サー ビ
スを登録ユーザーとしてご利⽤になる⽅は、本規約の全⽂をお読みいただき、本規約に同 意
したうえで、本サービスをご利⽤ください。
第1章 本規約の適⽤
第1条（適⽤）
1. 本規約は、本サービス（第2条に定義）の利⽤に関する弊社と登録ユーザー（第2条 に
定義）との間の権利義務関係を定めることを⽬的とし、登録ユーザーと弊社の間 の
本サービスの利⽤に関する⼀切の関係に適⽤されます。
2. 弊社が弊社ウェブサイト（第2条に定義）上で随時掲載する本サービスに関するルー
ル、諸規定等及び各登録ユーザーとの間の個別契約（以下、これらを合わせて「個
別規定」といいます。）は本規約の⼀部を構成するものとし、本規約と個別規定が 抵
触する場合は、個別規定が優先するものとします。
3. 本サービスは、特定商取引に関する法律（以下「特商法」といいます。）第51条に
定める「業務提供誘引販売取引」に該当するものではなく、また、登録ユーザーは
消費者契約法（以下「消費者法」といいます。）第2条第1項に定める「消費者」に
該当するものではありません。登録ユーザーとなろうとする者は、この点を⼗分ご
理解いただいたうえで、本サービスをご利⽤ください。
第2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. 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実⽤新案権、商標権、意匠権その他の知的 財
産権（それらの権利を取得し、⼜はそれらの権利につき登録等を出願する権利を 含
みます。）をいいます。
2. 「弊社ウェブサイト」とは、そのドメインが「http://appacle.shop」である弊社が
運営 するウェブサイト（理由の如何を問わず、弊社のウェブサイトのドメイン⼜は 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。
3. 「登録希望者」とは、第3条にて定義された「登録希望者」をいいます。
4. 「登録情報」とは、第3条に定義された「登録情報」をいいます。
5. 「登録ユーザー」と は、第3 条に基づき本サービスの利⽤者としての登録 が な され
た個⼈⼜は法 ⼈をいいます。
6. 「本サービス」とは、弊社が提供する「Appacle メンバーシップサービス」という
名称のサービス（理由の如何を問わず、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。）を意味します。
7. 「利⽤契約」とは、第3 条第3 項に定義される「利⽤契約」をいいます。
第2章 利⽤登録
第3条（ユーザー登録）
1. 本サービスの利⽤を希望する者（以下「登録希望者」といいます。）は、本規約を
遵守することに同意し、かつ、弊社の定める⼀定の情報（以下「登録情報」といい
ます。）を弊社の定める⽅法で弊社に提供することにより、本サービスの利⽤登録
を申請することができます。
2. 弊社は、前項に基づき登録を申請した者が、以下の各号のいずれかに該当する場合
は、登録を拒否することができます。この場合、弊社は、登録拒否の理由につい
て、⼀切開⽰義務を負わないものとします。
(1) 登録情報の全部⼜は⼀部に虚偽、誤記⼜は記載漏れがあった場合
(2) 過去 に本規約に違反したことがある者からの申請である場合⼜は本規約に
違 反する おそれがあると弊社が判断した者からの申請である場合
(3) 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り、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
(4) 反社会的勢⼒（暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会
屋、その他暴⼒、威⼒⼜は詐欺的⼿法を使⽤して経済的利益を結窮する集団
⼜は個⼈をいいます。以下同じ。）である者、⼜は、資⾦提供その他の⼿段 を
通じて反社会的勢⼒の維持、運営若しくは経営に協⼒若しくは関与するな ど
反社会的勢⼒との何らかの交流若しくは関与を⾏っていると弊社が判断し た
場合
(5) その他、弊社が登録を適当でないと判断した場合
3. 弊社は、前項その他弊社の定める基準に従って登録希望者の登録の可否を判断し、 弊
社が登録を認める場合には、その旨を登録希望者に通知します。かかる登録の通 知に
より、登録希望者の登録ユーザーとしての登録は完了し、本規約の規定に従っ た本
サー ビスの利⽤にかかる契約（以下「利⽤契約」といいます。）が登録ユー ザーと
弊社の間 に成⽴します。第1項の登録の申請があった⽇から14⽇以内に弊社 から登録
を認める旨 の通知がない場合、当該申請を拒否したものとみなします。
4. 登録ユーザーは、登録情報に変更があった場合には、遅滞なく、弊社の定める⽅法
により、当該変更事項を弊社に通知し、弊社から要求された資料を提出する義務を
負います。
第4条（利⽤契約の契約期間）
利⽤契約の契約期間は、利⽤契約を締結した⽇から2年間とし、期間満了の1か⽉前まで
に、弊社⼜は登録ユーザーから書⾯その他弊社の定める⽅法による特段の意思表⽰がない限
り、従前の条件のまま2年間更新され、その後も同様とします。ただし、本サービスの提供
が終了した場合は、サービス提供終了⽇に利⽤契約も終了するものとします。

第5条（登録ユーザーの義務）
1. 登録ユーザーは、登録情報の提供にあたっては、真実かつ正確な情報を提供しなけ
ればなりません。また、登録情報の管理は、登録ユーザーが⾃⼰の責任の下で⾏う
ものとし、登録情報が不正確または虚偽であったために登録ユーザー⾃⾝⼜は他の
登録ユーザーが被った⼀切の不利益および損害に関して、弊社は責任を負わないも
のとします。
2. 登録ユーザーが登録情報の修正⼜は変更を怠ったことにより、当該登録ユーザー⼜
は他の登録ユーザーが本サービスの利⽤に⽀障をきたしたとしても、弊社は責任を
負いません。
3. 登録ユーザーが登録情報の修正⼜は変更を怠ったことにより、弊社からの通知が不
到達となった場合、当該通知は、通常到達すべき時に到達したとみなされるものと
します。
4. 登録ユーザーは、弊社から登録情報に関する資料の提供を求められた場合、速やか
にこれに応じるものとします。
第6条（ユーザーID及びパスワードの管理）
1. 登録ユーザーは、⾃⼰の責任において、ユーザーID及びパスワードを管理及び保管す
るものとし、これを第三者に利⽤させ、⼜は、貸与、譲渡、名義変更、売買等を し
てはならないものとします。
2. ユーザーID⼜はパスワードの管理不⼗分、使⽤上の過誤、第三者の使⽤等による損
害の責任は登録ユーザーが負うものとし、弊社は⼀切の責任を負いません。
3. 登録 ユーザーは、⾃⼰のユーザーID⼜はパスワードが盗まれ、⼜は、第三者に使
⽤ されて いることが判明した場合には、直ちにその旨を弊社に通知するとともに、
弊 社からの 指⽰に従うものとします。
第7条（プライバシーポリシーの遵守）
弊社は、個⼈情報を適切に保護し、別途掲⽰するプライバシー情報の取扱いについて遵守
します。登録ユーザーは、弊社が個⼈情報の取扱いについての記載事項に従って個⼈情報を
取り扱うことに同意します。
第3章 本サービスのご利⽤
第8条（本サービスの概要）
1. 本サービスは、登録ユーザーが転売利益を得る⽬的のもと、⾐服その他の物品（以
下「商品」といいます。）を購⼊することを内容とするものです。弊社は、登録
ユーザーに対して、転売先の提供、あっせんは⼀切⾏わないものとし、商品の転売
は登録ユーザーの判断と責任のもと⾏うものとします。本サービスの詳細について
は、本サービスのパンフレット（リンクはこちら
https://appacle.shop/document/memberspamphlet.pdf）をご覧ください。

2. 登録ユーザーは、商品の転売にあたり、各種法令を遵守するものとします。 また、
商品の転売から⽣じる所得税その他の各種税の申告⼿続きは、登録 ユーザーの責任
で⾏うものとし、弊社は⼀切の責任を負わないものとしま す。
第9条（利⽤料⾦及び⽀払⽅法）
1. 登録ユーザーは、本サービスの対価として、別途弊社が定める利⽤料⾦を、弊社が
指定する⽅法により⽀払うものとします。
2. 登録ユーザーが利⽤料⾦その他弊社に対して⽀払うべき費⽤の⽀払いを遅滞した場
合、登録ユーザーは、弊社に対し負担する⼀切の債務について当然に期限の利益を
失い、弊社に対し、直ちにすべての債務を弁済するものとします。
3. 登録ユーザーが利⽤料⾦その他弊社に対して⽀払うべき費⽤の⽀払いを遅滞した場
合、登録ユーザーは、当該費⽤に加えて法定利率による遅延損害⾦を⽀払うものと
します。
第10条（禁⽌⾏為）
登録ユーザーは、本サービスの利⽤にあたり、⾃ら⼜は第三者をして、以下の各号のいず れ
かに該当する⾏為をし、⼜はさせてはなりません。また、以下の各号のいずれかに該当す る
⾏為を直接⼜は間接に惹起し、⼜は容易にしてはなりません。
1. 第3条第2項各号のいずれかに該当する者が本サービスを利⽤する⾏為、または利⽤
を促す⾏為
2. 弊社及び他の登録ユーザーその他の第三者に対する誹謗中傷⾏為
3. 弊社及び他の登録ユーザーその他の第三者に対する詐欺⼜は脅迫⾏為
4. 弊社及び 他 の登録ユーザーその他の第三者に対し虚偽の申告をする⾏為
5. 弊社及び他の登 録 ユーザーその他の第三者に対し、暴⼒的またはわいせつな画
像・ 表現その他⼀般 ⼈が 不快に感じる情報を送信する⾏為
6. 弊社及び他の登録ユーザーその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、
名誉、その他の権利⼜は利益を侵害する⾏為⼜はそのおそれのある⾏為
7. 他の登録 ユーザーへのつきまとい⾏為、その他の迷惑⾏為
8. 本サービスを通じて知り合った登録ユーザーに対する営業活動、勧誘⾏為（営利・
⾮営利を問わない。）、署名活動、政治活動の誘引⾏為
9. 本サービスにより得られた情報を商業的に利⽤する⾏為
10. 本サービスと同種、類似のサービスを⾏う⾏為
11. ⾯識のない異性との出会いを⽬的とした⾏為
12. 反社会的勢⼒に対して、直接⼜は間接に利益を供与する⾏為
13. 本サービス⼜は弊社サーバー等に過度の負担をかける⾏為
14.本サービスに接続しているシステム全般に権限なく不正にアクセスする⾏為
15.同⼀の⾃然⼈⼜は法⼈が複数の登録申請をし、⼜は複数のIDを取得する⾏為
16. 弊社⼜は他の登録ユーザーその他の第三者に成りすます⾏為

17. 本サービスの正常な運営を妨害する⾏為
18.法令に違反する⾏為
19. その他弊社が不適切と判断する⾏為
第4章 利⽤契約の終了
第11条（登録のキャンセル）
1. 登録ユーザーは、利⽤契約成⽴の⽇から起算して3⽇以内に限り、弊社の定める⽅法
に従ってキャンセルの申請をすることにより、利⽤契約をキャンセルして登録を抹
消することができます。ただし、登録ユーザーが本サービスの全部⼜は⼀部の利⽤ を
⾏った場合は、この限りではありません。
2. 登録のキャンセルを⾏った場合、弊社は、登録ユーザーから受領した代⾦がある場
合、事務⼿数料3万円を差し引いた差額を、登録ユーザーの指定する⼝座に振り込ん
で返⾦するものとします。ただし、振込⼿数料は弊社の負担とします。
3. 登録ユーザーからの代⾦受領がない場合、登録ユーザーは、弊社に対し、事務⼿数
料3万円をお⽀払いいただきます。ただし、振込⼿数料は弊社の負担とします。
4. 登録 のキャンセルを⾏った場合、登録ユーザーは、弊社から受領した物品等がある
とき は、当該物品等を弊社に返還するものとします。ただし、返還にかかる費⽤は
弊社の 負担とします。
第12条（利⽤契約の解約・退会）
1. 登録ユーザーは、第4条に定める契約期間中であっても、弊社の定める⼿続きに従っ
て利⽤契約解約の申し⼊れをすることができます。登録ユーザーから利⽤契約解約
の申し⼊れがあった場合、利⽤契約は解約の申し⼊れがあった⽇に終了するものと
し、弊社は、解約の申し⼊れを受けてから相当期間内に、当該登録ユーザーの登録
を抹消します。
2. 前項の解約は将来にわたって効⼒を有するものとし、登録ユーザーからの解約がな
された場合であっても、弊社は、それまでに当該登録ユーザーから受領した⾦銭の
返還義務を負いません。
3. 利⽤契約の解約をする場合、登録ユーザーは、本サービスの利⽤料⾦その他弊社に
対し負担する債務の⼀切について当然に期限の利益を失い、弊社に対し、直ちにす
べての債務の⽀払いを⾏うものとします。
第5章 罰則
第13条（規約違反に対する措置等）
1. 弊社は、登録ユーザーが次の各号の⼀に該当し、⼜は、該当するおそれがあると弊
社が判断した場合には、何らの通知も⾏うことなく、当該登録ユーザーに対し、本
サービスの全部⼜は⼀部の利⽤停⽌、利⽤契約の解除その他弊社が適当と判断する
措置を講じることができます。
(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合または違反するおそれがあると弊社

が合理的に判断した場合
(2) 弊社に提供された登録情報の全部⼜は⼀部につき虚偽の事実があるこ とが判
明した場合
(3) 弊社からの問い合わせ等の回答を求める連絡に対して30 ⽇間以上応答がな
い場合
(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、後
⾒⼈､保佐⼈⼜は補助⼈の同意等を得ていない場合
(5) 反社会的勢⼒であるか、⼜は資⾦提供その他を通じて反社会的勢⼒の維持、
運営若しくは経営に協⼒若しくは関与する等、反社会的勢⼒との何らかの交
流 若しくは関与を⾏っている場合
(6) 本サービスの運営・保守管理上、必要がある場合
(7) 本サービスの利⽤を認めるのが適切でないと弊社が合理的に判断した場
合
(8) その他前各号に類する事由がある場合
2. 前項各号のいずれかの事由に該当する場合、登録ユーザーは、弊社に対し負担する
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すべての債務の
⽀払いを⾏わなければなりません。
3. 弊社は、登録ユーザーとの間の利⽤契約が終了した場合であっても、引き続き、当
該登録ユーザーが弊社に提供した情報を保有・利⽤することができるものとしま
す。
4. 弊社は、本条に基づき弊社が⾏った措置により登録ユーザーに⽣じた不利益及び損
害について⼀切の責任を負わないものとします。
第14条（損害賠償）
1. 弊社の責めに帰すべき事由によらず登録ユーザーが本規約に違反した場合、当該登
録ユーザーは、当該違反により損害を受けた他の登録ユーザー、弊社及び第三者に
対する損害賠償責任を含む⼀切の責任を負うものとし、弊社は⼀切の責任を負いま
せん。
2. 弊社が登録ユーザーに対し損害賠償責任を負う場合、弊社の責任は、登録ユーザー
に⽣じた損害のうち現実に発⽣した直接かつ通常の損害に限るものとします。
第6章 保証の否認及び免責
第15条（保証の否認及び免責）
1. 弊社は、登録ユーザーに対していかなる保証も⾏うものではありません。本サービ
スは現状有姿で提供されるものであり、弊社は、本サービスについて、特定の⽬的
へ の適合性、商業的有⽤性、完全性、継続性等を含め、⼀切保証いたしません。
2. 本サービスを利⽤して購⼊した商品の転売については登録ユーザーの判断および責
任で⾏うものとし、弊社は、登録ユーザーの利益を保証するものではありませ
ん。

3. 弊社は、本サービスがすべての情報端末に対応していることを保証するものではな
く、本サービスの利⽤に供する情報端末のＯＳのバージョンアップ等に伴い、本
サービスの動作に不具合が⽣じる可能性があることにつき、登録ユーザーは予め了
承するものとします。弊社は、かかる不具合が⽣じた場合に弊社が⾏うプログラムの
修正等により、当該不具合が解消されることを保証するものではあ りません。
4. 本サービスに関し、登録ユーザー間⼜は登録ユーザーと第三者との間で紛 争 が⽣じ
た場合、当該登録ユーザーは、直ちにその旨を弊社に通知すると とも に、⾃⼰の
責任と費⽤においてこれを解決するものとし、弊社はこれに⼀切 関与せ ず何ら責
任を負わないものとします。
第7章 知的財産権の取り扱い
第16条（本サービスにおける知的財産権の取り扱い）
1. 弊社ウェブサイト及び本サービスに関する所有権並びに知的財産権は、すべて弊社
⼜は弊社にライセンスを許諾している者に帰属しており、本規約に定める登録に基
づく本サービスの利⽤許諾は、弊社ウェブサイト⼜は本サービスに関する弊社⼜は
弊社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使⽤許諾を意味するものではあ
りません。
2. 弊社ウェブサイト⼜は本サービスにおいて、登録ユーザーが投稿その他送信を⾏っ た
⽂章、画像、動画その他のデータについては、弊社において、無償で⾃由に利⽤
（複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利⽤を含みます。）する
ことができるものとします。
第8章 本サービスの変更・終了
第17条（本サービスの変更・中断・終了等）
1. 弊社は、登録ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの内容の全部⼜は⼀
部を変更⼜は追加することができるものとします。
2. 弊社は、事前に、弊社ウェブサイト上への掲⽰その他の弊社が適当と判断する⽅法
で登録ユーザーに通知することにより、弊社の裁量で、本サービスの全部⼜は⼀部
の提供を終了することができるものとします。ただし、緊急の場合その他やむを得
ない事由がある場合、登録ユーザーへの通知を⾏わない場合があります。
3. 弊社は、以下の各号の事由が⽣じた場合には、登録ユーザーに事前に通知すること な
く、本サービスの⼀部⼜は全部を⼀時的に中断することができるものとしま す。
(1) 本 サービス⽤の通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的⼜は緊 急
に⾏う 場合
(2) アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
(3) 登録ユーザーのセキュリティを確保する必要が⽣じた場合
(4) 電気通信事業者の役務が提供されない場合
(5) 地震、⽔害等の天災、⽕災、停電、その他の不慮の事故⼜は戦争、紛争、動
乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難な場合

(6) 法令⼜はこれに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合
(7) その他前各号に準じ弊社が必要と判断した場合
4. 弊社は、本条に基づき弊社が⾏った措置により登録ユーザ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9章 ⼀般条項
第18条（連絡・通知）
1. 本規約の変更に関する通知その他本サービスに関する弊社から登録ユーザーへの連
絡は、弊社ウェブサイト内の適宜の場所への掲⽰、電⼦メールの送信⼜はプッシュ
通知その他弊社が適当と判断する⽅法により⾏うものとします。
2. 本サービスに関する問い合わせその他登録ユーザーから弊社に対する連絡⼜は通知
は、弊社ウェブサイト内の適宜の場所に設置するお問い合わせフォームへの送信そ
の他弊社が指定する⽅法により⾏うものとします。
第19条（秘密保持）
1. 本規約において「秘密情報」とは、利⽤契約⼜は本サービスに関連して、登録ユー
ザーが、弊社より、書⾯、⼝頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開⽰され、
⼜は知り得た、弊社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関するすべ
ての情報をいいます。ただし、以下の各号のいずれかに該当する情報はこの限りで
はありません。
(1)弊社から提供若しくは開⽰を受けた時⼜は知り得たときに、既に⼀般に公知
となっていた、⼜は、既に知っていたもの
(2)弊社から提供若しくは開⽰⼜は知り得た後、⾃⼰の責めに帰さない事由によ
り、刊⾏物その他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) 弊社から秘密保持の必要ない旨書⾯で確認されたもの
2. 登録ユーザーは、秘密情報を本サービスの利⽤の⽬的にのみ使⽤するものとし、弊
社の事前の書⾯による承諾がある場合を除き、秘密情報を第三者に提供、開⽰⼜は
漏洩しないものとします。
3. 登録ユーザーは、弊社から求められた場合は、弊社の指⽰に従い、遅滞なく、秘密
情報及び当該情報を記載⼜は記録した書⾯その他の記録媒体物並びにそのすべての
複製物等を返却⼜は廃棄しなければなりません。
第20条（弊社の秘密保持義務）
1. 弊社は、本サービスの提供を通して知り得た登録ユーザーの個⼈情報を、次に掲げ
る各号の場合を除き、第三者に提供、開⽰⼜は漏洩しないものとします。
(1) 本サービスのサービス向上等を⽬的として⾏った個⼈情報の集計及び分析
等 により得られたものを、個⼈を識別⼜は特定できない態様にて提携先等
第三 者に開⽰⼜は提供する場合
(2) 本サービスに関わる部分の事業譲渡が⾏われる場合

(3) その他任意に登録ユーザーの同意を得た上で個⼈情報を開⽰⼜は利⽤する
場合
(4) 裁判所の発する令状、その他裁判所の決定、命令⼜は法令に基づき開⽰する
場合
(5) 検察・警察・監督官庁からの適法・適式な情報の照会があった場合
(6) その他法令により開⽰が認められる場合
2. 弊社は、プロバイダー責任制限法（正称：特定電気通信役務提供者の損害賠償責任 の
制限及び発信者情報の開⽰に関する法律）第4条に該当する請求があった場合、当 該
請求の範囲内で情報を開⽰する場合があります。弊社は、かかる開⽰により会員 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。
3. 弊社は、個⼈情報の保護に関する法令及びその他の規範を遵守し、個⼈情報を適正
に取り扱います。個⼈情報を取得する際には利⽤⽬的を明確化するよう努⼒し、適
法かつ公正な⼿段によって、個⼈情報を取得します。
第21条（権利義務の譲渡禁⽌）
登録ユーザーは、弊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の全部⼜は⼀部を第三者に譲渡（合併、会社分割等による包括承継を含
みます。）し⼜は担保の⽬的に供することはできません。
第22条（事業譲渡等の場合の取扱い）
弊社が本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合、弊社は、利⽤契約上の地位、権利
及び義務並びに登録ユーザーの登録情報その他の情報を、当該事業譲渡の譲受⼈に譲渡でき
るものとし、登録ユーザーは、かかる譲渡につき予め同意したものとみなします。本条にい
う事業譲渡には、弊社が消滅会社⼜は分割会社となる合併⼜は会社分割等による包括承継を
含むものとします。
第23条（分離可能性）
1. 本規約のいずれかの条項⼜はその⼀部が無効⼜は執⾏不能と判断とされた場合で
あっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続
き有効かつ執⾏⼒を有するものとします。弊社及び登録ユーザーは、当該無効若し
くは執⾏不能とされた条項⼜は部分の趣旨に従い、これと同等の効果を確保できる
ように努めるとともに修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。
2. 本規約のいずれかの条項⼜はその⼀部が、ある登録ユーザーとの関係で無効⼜は執
⾏不能と判断された場合であっても、他の登録ユーザーとの関係における有効性等
には影響を及ぼさないものとします。
第24条（本規約の変更）
本規約の内容は、弊社の任意の判断により事前の通知なく変更されることがあり、登録
ユーザーは、本規約が変更された場合は、変更後の本規約の定めに従うものとします。ま
た、変更に伴って、登録ユーザーに不利益が⽣じたとしても、弊社は何らの責任を負わない
ものとします。

第25条（存続規定）
第5条第1項、第2項並びに第4項、第6条第1項及び第2項、第9条、第10条、第12条第2項及
び第3項、第13条第2項ないし第4項、第14条ないし第16条、第17条第4項及び第18条ないし
第 20条、第23条ないし第28条の規定は、利⽤契約終了後も有効に存続するものとします。
ただ し、第19条については、利⽤契約終了後5年間に限り、存続するものとします。
第26条（準拠法）
本規約の有効性、解釈及び履⾏については、⽇本法に準拠し、⽇本法に従って解釈される
ものとします。
第27条（管轄裁判所）
登録ユーザーと弊社との間で紛争が⽣じた場合､訴額に応じて東京地⽅裁判所⼜は東京簡
易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします｡
第28条（協議解決）
弊社及び登録ユーザーは、本規約に定めのない事項⼜は本規約の解釈に疑義が⽣じた場合
には、互いに信義誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。

