
利用規約

　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、会員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会員の皆様との間の

権利義務関係が定められております。本サービスを会員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会員（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、会員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
等及び各会員との間の個別契約（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、有料会員（第２条に定義）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。

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)「会員」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)「無料会員」とは、会員のうち、無償で本サービスの一部を利用する会員をいいます。(8)「有料



会員」とは、会員のうち、第８条に基づき登録された会員をいいます。

(9)「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 会員登録

第３条（会員登録）

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

の会員としての登録は完了し、会員と弊社の間に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。）が成立します。第１項の登録の申請があった日から７営

業日以内に弊社からの通知がない場合、当該申請を拒否したものとみなします。

４.会員は、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（会員の義務）

１.会員は、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、会員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
あったために会員自身又は他の会員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.会員が登録情報の修正又は変更を怠ったことにより、当該会員又は他の会員が本サービスの利
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.会員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.会員は、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５条（ユーザーＩＤ及びパスワードの管理）

１.会員は、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
は会員が負うものとし、弊社は一切の責任を負いません。

３.会員は、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６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。会員は、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 無料会員

第７条（無料会員としての利用契約）

１.第３条の定めに従って会員として登録された者は、無料会員として登録されます。

２.無料会員としての利用契約は、契約期間の定めがないものとします。

第４章 有料会員

第８条（有料会員登録）

１.会員は、弊社に対し、弊社が定める方法により有料会員としての登録を申し込むことができま
す。

２.弊社は、無料会員から前項の申し込みを受けた場合、第３条２項その他弊社の定める基準に
従って有料会員登録の可否を判断し、弊社が有料会員登録を認める場合には、申込みをした

無料会員に対し、登録が認められた旨及び利用料金の支払いに関する通知をします。第１項

の申込みがあった日から７営業日以内に弊社からの通知がない場 合、当該申請を拒否した



ものとみなします。

３.前項の通知を受けた無料会員が初回の利用料金の支払いを行った時点で、当該会員は有料
会員として登録されます。

第９条（有料会員としての利用契約）

１.会員が有料会員となった場合、当該会員との間の利用契約は、有料会員となった日から１か月
間とし、期間満了の前日までに、有料会員が第１３条に定める有料会員登録の休止又は第１４条に
定める利用契約の解約の手続きを取らない限り、従前の条件のまま１か月間更新されるものとし、
その後も同様とします。

２.前項の規定にかかわらず、期間満了の前日までに、弊社から有料会員に対して更新しない旨
の意思表示がなされた場合、期間満了をもって、有料会員としての利用契約は終了するものとし

ます。

第５章 本サービスのご利用

第１０条（本サービスの概要）

１.本サービスは、会員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、会員に対して、転売先 の提供、あっせんは一
切行わないものとし、商品の転売は会員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://drive.google.com/file/d/1qbH_40BURyUZ8Z2RNDK4qmQeVRfzNvD3/view)をご覧ください｡
２.会員は、本サービスの利用及び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会員の責任で行うものとし、

弊社は一切の責任を負いません。

３.商品の転売にあたって必要となる各種法令に基づく行政機関等への届出等については会員の
責任で行うものとし、弊社は一切の責任を負いません。

第１１条（利用料金及び支払方法）

１.有料会員は、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.会員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、会員は、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.会員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、会員は、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１２条（禁止行為）

１.会員は、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)弊社及び他の会員その他の第三者に対し虚偽の申告をする行為

(3)弊社及び他の会員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

(4)弊社及び他の会員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

(5)面識のない異性との出会いを目的とした行為

(6)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

(7)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

(8)その他弊社が不適切と判断する行為

２.会員は、利用契約期間中及び利用契約終了後においても、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)弊社及び他の会員その他の第三者に対する誹謗中傷行為
(2)弊社及び他の会員その他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為
(3)他の会員へのつきまとい行為、その他の迷惑行為
(4)本サービスを通じて知り合った会員に対する営業活動、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

(5)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
(6)本サービスと同種、類似のサービスを提供する行為
(7)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
(8)弊社又は他の会員その他の第三者に成りすます行為
(9)本サービスの正常な運営を妨害する行為
(10)法令に違反する行為
(11)その他弊社が不適切と判断する行為

第６章 有料会員登録の休止

第１３条（有料会員登録の休止）

１.有料会員は、利用契約期間中に、弊社の定める方法に従って本サービスの有料会員登録の休
止の申し入れをすることで、利用契約を存続させたままで、有料会員としての本サービスの利用の
み休止することができます。

２.有料会員としての本サービス利用を休止した場合、当該会員は無料会員となります。ただし、有
料会員が第９条に定める契約期間中に有料会員登録を休止した場合であっても、弊社は既払いの



利用料金返金義務を負わず、残契約期間に相当する利用料の返金を行いません。

３.有料会員登録を休止した無料会員は、第８条１項に定める方法により、再度、有料会員登録の申
込みをすることができます。

第７章 利用契約の終了

第１４条（利用契約の解約・退会）

１.会員は、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。会員から
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 日の翌日に終了す
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、当該会員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、弊社は、それまでに当該会員から受領した
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、会員は、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１５条（利用契約の終了による登録情報等の削除）

前条に定める解約その他理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、弊社は、当該会員の登

録情報及び本サービス利用履歴を削除します。ただし、弊社から当該ユーザーへの損害賠償請

求に必要であるなど、正当な理由がある場合は当該目的を達成するまでの間、弊社は、登録情報

を保有することができるものとします。

第８章 罰則

第１６条（規約違反に対する措置等）

１.弊社は、会員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、当該会員に対し、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、会員は、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、会員との間の利用契約が終了した場合であっても、引き続き、当該会員が弊社に提
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会員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。

５.本条に基づく弊社の措置は、弊社から会員に対する損害賠償を妨げるものではありません。
第１７条（損害賠償）

１.弊社の責めに帰すべき事由によらず会員が本規約に違反した場合、当該会員は、当該違反によ
り損害を受けた他の会員、弊社及び第三者に対する損害賠償責任（損害の回復に要した弁護士費
用相当額を含みます。）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.弊社が会員に対し損害賠償責任を負う場合、弊社の責任は、会員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９章 保証の否認及び免責

第１８条（保証の否認及び免責）

１.弊社は、会員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会員の判断および責任で行うものとし、弊
社は、会員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、会員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、会員間又は会員と第三者との間で紛争が生じた場合、当該会員は、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１０章 知的財産権の取り扱い

第１９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、会員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１１章 本サービスの変更・終了

第２０条（本サービスの変更・中断・終了等）

１.弊社は、会員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会員に
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、会員への通知を行わな

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、会員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)会員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会員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。

５.本サービスの全部の提供が終了した場合、会員との利用契約は当然に終了するものとしま
す。

第１２章 一般条項



第２１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会員への連絡は、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会員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２２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、会員が、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.会員は、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.会員は、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。

４.本条の規定は、利用契約終了後５年間に限り引き続き効力を有するものとします。

第２３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会員の個人情報を、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)その他任意に会員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２４条（権利義務の譲渡禁止）

　会員は、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２５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
務並びに会員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、会員
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２６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。弊社及び会員は、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、ある会員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、他の会員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２７条（本規約の変更）

１.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、会員は、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、会員に
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。



２.前項の規定にかかわらず、第７条（利用契約の契約期間）及び第１０条（利用料金及び支払方
法）は、本規約が変更された場合であっても、利用契約締結時の内容が適用されるものとしま

す。

第２８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２９条（管轄裁判所）

会員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３０条（協議解決）

弊社及び会員は、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。

制定日 令和３年９月１０日


