NINJA SPACE 利用規約
本 NINJA SPACE 利用規約（以下「本規約」といいます。）には、三菱地所株式会社（以下「当社」といいま
す。）の提供する本サービス（第 2 条に定義）のご利用にあたり、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当社と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
をご利用になる方は、本規約に同意する前に、必ず全文お読み下さいますようお願い致します。

第 1条 適 用
1.

本規約は、本サービスの利用に関する当社と登録ユーザー（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、登録ユーザーと当社の間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用され
ます。

2.

当社が当社ウェブサイト等（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
は本規約の一部を構成するものとします。

第 2条 定 義
本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。
(1)

「コワーカー」とは、登録ユーザー以外の者であって、登録ユーザーとともに、提供契約に従ってワ
ークスペースを利用するものを意味します。

(2)

「設備等」とは、第 11 条第 1 項第 4 号に定義される「設備等」を意味します。

(3)

「提携事業者」とは、本サービスを通じて、ワークスペースを提供する個人又は法人を意味します。

(4)

「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。）を意味します。

(5)

「当社ウェブサイト等」とは、そのドメインが「http：//www.ninjaspace.jp」である当社が運営するウェブ
サイト（理由の如何を問わず当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。）、本サービスに関するアプリケーション及び当該アプリケーショ
ンをダウンロードできる他社のウェブサイト、アプリケーションその他の媒体を意味します。

(6)

「登録希望者」とは、第 3 条において定義された「登録希望者」を意味します。

(7)

「登録情報」とは、第 3 条において定義された「登録情報」を意味します。

(8)

「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
を意味します。

(9)

「本サービス」とは、当社が提供する NINJA SPACE という名称のプラットフォーム上で、ワークスペ
ースにかかる情報提供、利用予約、利用料金の支払いその他の当社所定の機能を提供するサー
ビス（かかるサービスは、アプリケーション、ウェブサイトその他の当社が定める方法により提供され
るものとし、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。

(10) 「本施設」とは、本条第 15 号で記載される施設を意味します。
(11) 「本投稿」とは、第 8 条第 1 項に定義される「本投稿」を意味します。
(12) 「本予約」とは、第 6 条第 1 項に定義される「本予約」を意味します。
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(13) 「利用ガイド」とは、ワークスペースの利用にあたり、登録ユーザーが遵守することを求められる当
該ワークスペースにおける利用条件その他の規則であって、当該ワークスペースを提供する提携
事業者が定める規則を意味します。
(14) 「利用契約」とは、第 3 条第 4 項に定義される「利用契約」を意味します。
(15) 「ワークスペース」とは、本サービスを通じて利用することができる、当社所定の飲食店、カラオケ
ルーム、ホテル、コワーキングスペース、会議室その他の施設における所定の範囲のスペース及
び当該施設において提供されるサービスを意味します。
(16) 「外部サービス」とは、施設の予約を管理するサービスその他の他の事業者が提供している当社
所定のサービスで、本サービスの実施に利用されるサービスを意味します。
(17) 「外部事業者」とは、外部サービスのサービス提供者を意味します。
(18) 「外部利用規約」とは、登録ユーザーと外部事業者との権利関係を定める規約を意味します。
第 3条 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、かつ当社の定める一定の情報（以下「登録情報」といいます。）を当社の定める方法で当社に提供
することにより、当社に対し、本サービスの利用の登録を申請することができます。

2.

登録の申請は必ず本サービスを利用する個人又は法人自身が行わなければならず、原則として代理
人による登録申請は認められません。また、登録希望者は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最
新の情報を当社に提供しなければなりません。

3.

当社は、第 1 項に基づき登録を申請した者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登
録を拒否することがあります。
(1)

本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合

(2)

当社に提供された登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合

(3)

過去に本サービスの利用の登録を取り消された者である場合

(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

(5)

反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動
等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他暴力、威力又は詐欺的手法を使用して経済的利益を
追求する集団又は個人を意味します。以下同じ。）である、又は資金提供その他を通じて反社
会的勢力等の維持、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等との何らか
の交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合

(6)

その他、当社が登録を適当でないと合理的に判断した場合

4.

当社は、前項その他当社の基準に従って、登録希望者の登録の可否を判断し、当社が登録を認める
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、本規約の諸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。）が登録ユーザーと当社の間に成立します。

5.

登録ユーザーは、登録情報に変更があった場合は、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事
項を当社に通知し、当社から要求された資料を提出するものとします。

第 4条 本サービスの目的等
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1.

本サービスは、NINJA SPACE という名称のプラットフォーム上で、ワークスペースの情報提供、予約そ
の他のワークスペースの利用に関する当社所定の機能を提供するサービスです。当社は、登録ユー
ザーに対して直接、ワークスペースを提供するものではなく、ワークスペースは、提携事業者により提
供されます。また、提供契約は、登録ユーザーと提携事業者との間で締結されるものとし、当社は、か
かる契約の当事者にはならないものとします。

2.

提供契約は、ワークスペースの利用に関する契約であり、本施設の全部又は一部にかかる排他的な
使用収益の権限を付与するものではなく、当該契約は、民法上の賃貸借契約ではありません。

第 5条 本サービスの利用
1.

登録ユーザーは、利用契約の有効期間中、本規約に従って、当社の定める方法に従い、本サービス
を利用することができます。

2,

登録ユーザーが法人その他の団体である場合、登録ユーザーは、当該団体に所属し、実際に本サ
ービスを利用する個人（以下「所属ユーザー」という。）に対して、本規約の内容を遵守させるものとし
ます。また、所属ユーザーが本規約に違反した場合には、登録ユーザーが本規約に違反したものと
みなします。

第 6条 ワークスペースの予約
1.

登録ユーザーは、当社所定の手続を行うことでワークスペースの利用の予約（以下「本予約」といいま
す。）を行うものとします。本サービス上で当該本予約が完了した旨表示された時点で、登録ユーザ
ーと提携事業者との間でワークスペースの提供に関する契約（以下「提供契約」といいます。）が成立
するものとします。登録ユーザーは、提供契約の成立後は、提供契約を解除することができないもの
とし、登録ユーザーの責めに帰すべき事由により、当該提供契約にかかるワークスペースを利用でき
なかった場合でも、本規約に基づく本利用料金を支払うものとします。

2.

本予約の時点で、本サービス上で掲載されていたワークスペースの予約可能時間、利用料金その他
のワークスペースの利用条件、及び、利用ガイドの内容は、提供契約の内容を構成するものとし、登
録ユーザーは、当該提供契約に基づいて、ワークスペースの提供を受けることができるものとします。
但し、当社が別途承諾する場合を除き、本規約の内容が提供契約の内容に優先するものとします。

第 7条 ワークスペースの利用
1.

登録ユーザーは、ワークスペースの利用の開始及び終了にあたり、提供契約の規定その他提携事業
者が定める所定の手続を行うものとします。

2.

登録ユーザーは、ワークスペースを利用する際は、提携事業者からの指示に従うとともに、本規約、
利用ガイドその他のワークスペースの利用に関する条件を遵守するものとします。

3.

登録ユーザーは、提供契約に従い、コワーカーとともに、ワークスペースを利用することができます。
この場合、登録ユーザーは、自らのコワーカーに対して、本規約を遵守させるものとし、当該コワーカ
ーによる提供契約及び本規約への違反は、当該登録ユーザーの違反とみなされるものとします。

第 8条 コメントの投稿
1.

登録ユーザーは、当社所定の条件に従い、ワークスペースに関するコメントを、本サービス上で投稿
すること（以下「本投稿」といいます。）ができます。

2.

本投稿は、登録ユーザーの責任において行うものとし、当社は、本投稿に関して登録ユーザーと他の
登録ユーザー、提携事業者その他の第三者との間で生じた紛争について、一切の責任を負わないも
のとします。
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3.

4.

5.

本投稿にかかる文章、画像その他のデータについては、当社において、以下の各号に定める範囲に
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。
(1)

本投稿を行った登録ユーザーの情報については、ニックネーム、性別及び年代のみが掲載
されること

(2)

当社又は当社が指定した第三者が、本投稿の内容を、本サービス、他のウェブサイト、パンフ
レットその他の媒体を問わず、無償で自由に利用できること（なお、本投稿の一部を削除又は
修正若しくは編集した上での利用及び当該本投稿を行った登録ユーザーの性別及び年代
につき表示することなく利用することも含みます。）

本投稿に際し、以下の各号に該当する行為を登録ユーザーが行うことは禁止されるものとします。
(1)

本規約に反する内容を含む本投稿を行うこと

(2)

個人を特定できる情報その他の第三者のプライバシーを侵害する内容を含む本投稿を行う
こと

(3)

他の登録ユーザー、ワークスペースの他の利用者、当社及びその役職員、提携事業者及び
その役職員その他の第三者を誹謗中傷、差別する内容を含む本投稿を行うこと

(4)

他の登録ユーザー、ワークスペースの他の利用者、当社及びその役職員、提携事業者及び
その役職員その他の第三者の名誉若しくは信用を毀損する内容を含む本投稿を行うこと

(5)

提携事業者その他の第三者から、本投稿について金銭その他の経済的利益を得ることを目
的として本投稿を行うこと

(6)

ワークスペースに関する評価を操作する目的で本投稿を行うこと

(7)

前各号に該当する恐れがある行為を行うこと

(8)

その他当社が不適切であると判断する行為を行うこと

当社は、本投稿が前項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場合
には、登録ユーザーに事前に通知することなく、当該本投稿の全部又は一部について削除、送信停
止その他の措置をとることができるものとします。当社は、本項に基づき当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いません。

第 9条 料金及び支払方法
1.

登録ユーザーは、提供契約に定めるワークスペース利用の対価（以下「本利用料金」といいます。）を
本規約の定めに従って支払うものとします。

2.

登録ユーザーは本利用料金を、本予約を行うごとに、当社の指定する方法で支払うものとします。提
供契約で別段の定めがある場合を除き、登録ユーザーは、本利用料金を当社に対して支払うものと
し、かかる支払いにより提携事業者に対する本利用料金の支払義務が履行されたものとします。振込
手数料その他支払に必要な費用は登録ユーザーの負担とします。

3.

登録ユーザーが本利用料金の支払を遅滞した場合、登録ユーザーは年 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。

第 10条 アカウント情報の管理
1.

登録ユーザーは、自己の責任において、本サービスにかかるユーザーID 及びパスワード（以下「アカ
ウント情報」といいます。）を管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、名
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義変更、売買等をしてはならないものとします。
2.

アカウント情報の管理不十分、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、当社は一切の責任を負いません。

3.

登録ユーザーは、アカウント情報が盗まれ、又は第三者に使用されていることが判明した場合には、
直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。

第 11条 禁止行為
1.

登録ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりま
せん。
(1)

当社による本サービスの提供を妨げ又は他の登録ユーザーによる本サービスの利用を妨げ
る一切の行為

(2)

他の登録ユーザー、ワークスペースの他の利用者、当社及びその役職員、提携事業者及び
その役職員その他の第三者に対する暴力行為、威嚇行為、迷惑行為その他の不適切な行
為

(3)

他の登録ユーザー、ワークスペースの他の利用者、当社及びその役職員、提携事業者及び
その役職員その他の第三者を誹謗中傷する行為

(4)

ワークスペースの利用にあたり提供される場所及び器具、備品その他の設備（以下｢設備等｣
といいます。）を損壊し又は汚損する行為

(5)

設備等を提携事業者の許可なく、持ち出す行為

(6)

刃物、火器、薬品その他の危険物をワークスペースの利用に際して持ち込む行為

(7)

自己の商品を販売する行為、宣伝する行為その他の営業に関する一切の行為

(8)

ビラの配布、署名活動その他一切の政治的行為

(9)

宗教への勧誘行為その他一切の宗教的活動を行う行為

(10) 高額な金銭、美術品、骨董品、貴金属その他の貴重品をワークスペースの利用に際して持ち
込む行為
(11) 犬、猫、小鳥その他の動物をワークスペースの利用に際して持ち込む行為
(12) 第三者に伝染又は感染する恐れのある疾病に罹患しているにも関わらず、ワークスペースを
利用する行為
(13) 他人名義のクレジットカードを利用して、本サービスに関する支払いを行う行為
(14) ワークスペースを利用する意思がないにもかかわらず、本予約を行う行為
(15) 本施設の営業時間外に本施設を使用することその他提供契約の内容に違反する行為
(16) 提携事業者の許諾なく、その本施設にポスターその他の広告物を掲載する行為
(17) 当社、又は他の登録ユーザー、ワークスペースの他の利用者、提携事業者、外部事業者そ
の他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益
を侵害する行為（かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。）
(18) 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗に反する行為
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(19) 猥褻な情報又は青少年に有害な情報を送信する行為
(20) 異性交際に関する情報を送信する行為
(21) 法令又は当社若しくは登録ユーザーが所属する業界団体の内部規則に違反する行為
(22) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行
為
(23) 当社が定める一定のデータ容量以上のデータを本サービスを通じて送信する行為
(24) 同一の登録ユーザーが重複して登録の申請を行う行為
(25) 当社による本サービスの運営を妨害するおそれのあると合理的に認められる行為
(26) その他、当社が不適切と合理的に判断する行為
2.

当社は、本サービスにおいて、登録ユーザーが前項その他本規約の規定に違反し又は前項各号に
定めるいずれかの行為を行い若しくは行うおそれがあると当社が合理的に判断した場合には、登録
ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの利用停止その他の措置をとることができるものとし
ます。当社は、本項に基づき当社が行った措置に基づき登録ユーザーに生じた損害について一切の
責任を負いません。

第 12条 本サービスの停止等
1.

当社は、以下のいずれかに該当する場合には、登録ユーザーに事前に通知することなく、本サービ
スの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。
(1)

本サービスに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場
合

(2)

コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合

(3)

火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合

(4)

外部サービス若しくはワークスペースに、トラブル、サービス提供の中断又は停止、本サービ
スとの連携の停止、仕様変更等が生じた場合

(5)

その他、当社が停止又は中断を合理的に必要と判断した場合

2.

当社は、当社の合理的な判断により、本サービスの提供を終了することができます。この場合、当社
は登録ユーザーに事前に通知するものとします。

3.

当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき登録ユーザーに生じた損害について一切の責任
を負いません。

第 13条 設備の負担等
1.

本サービスの提供を受けるために必要な、コンピューター、スマートフォン、ソフトウェアその他の機
器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、登録ユーザーの費用と責任において行うも
のとします。また、登録ユーザーは、本サービスの利用に関する費用（ワークスペースの利用のため
の移動に要する交通費や本予約に関する通信費を含みますが、これに限られないものとします。）を
負担するものとします。

2.

登録ユーザーは自己の本サービスの利用環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染の防止、不
正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとしま
す。
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3.

当社は、登録ユーザーが送受信したメッセージその他の情報を運営上一定期間保存していた場合で
あっても、かかる情報を保存する義務を負うものではなく、当社はいつでもこれらの情報を削除できる
ものとします。

4.

登録ユーザーは、本サービスの利用開始に際し又は本サービスの利用中に、当社ウェブサイト等から
のダウンロードその他の方法によりソフトウェア等を登録ユーザーのコンピューター、スマートフォン等
にインストールする場合には、登録ユーザーが保有する情報の消滅若しくは改変又は機器の故障、
損傷等が生じないよう十分な注意を払うものとします。

第 14条 権利帰属
1.

当社ウェブサイト等及び本サービスに関する所有権及び知的財産権は全て当社又は当社にライセン
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、本規約
において明示されているものを除き、当社ウェブサイト等又は本サービスに関する当社又は当社にラ
イセンスを許諾している者の知的財産権の譲渡又は使用許諾を意味するものではありません。登録
ユーザーは、いかなる理由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵
害するおそれのある行為（逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これ
に限定されません。）をしないものとします。

2.

当社ウェブサイト等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、当社において、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 15条 登録取消等
1.

当社は、登録ユーザーが、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知又は催告
することなく、当該登録ユーザーについて本サービスの利用を一時的に停止し、又は登録ユーザーと
しての登録を取り消すことができます。
(1)

本規約又は提供契約のいずれかの条項に違反した場合

(2)

登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合

(3)

当社、他の登録ユーザー、ワークスペースの他の利用者、提携事業者、外部事業者その他
の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サービスを利用した、又は利
用しようとした場合

(4)

外部利用規約に違反したことその他の理由によって、登録ユーザーが外部事業者から、その
サービスの提供や連携を受けられなくなった場合

(5)

利用ガイドへの違反その他の事由により、登録ユーザーがワークスペースの利用ができなく
なった場合

(6)

手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合

(7)

支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続
開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合

(8)

自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの処分を受けた場合、又は
手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた場合

(9)

差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合

(10) 租税公課の滞納処分を受けた場合
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(11) 12 ヶ月以上本サービスの利用がなく、当社からの連絡に対して応答がない場合
(12) 第 3 条第 3 項各号に該当する場合
(13) その他、当社が登録ユーザーとしての登録の継続を適当でないと合理的に判断した場合
2.

前項各号のいずれかの事由に該当した場合、登録ユーザーは、当社に対して負っている債務の一
切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払を行わなければなりま
せん。

3.

当社及び登録ユーザーは、当社所定の方法で相手方に通知することにより、登録ユーザーの登録を
取り消すことができます。

4.

当社は、本条に基づき当社が行った行為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
いません。

5.

本条に基づき登録ユーザーの登録が取り消された場合、登録ユーザーは、当社の指示に基づき、当
社から提供を受けた本サービスに関連するソフトウェア、マニュアルその他の物につき、返還、廃棄そ
の他の処分を行うものとします。

第 16条 保証の否認及び免責
1.

当社は、登録ユーザーの要望する日時にワークスペースを利用できること、特定のワークスペースを
継続して利用できることにつき如何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、当社は本サービス及びワークスペースの利用について、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、一切保証を致しません。

2.

当社は、NINJA SPACE という名称のプラットフォーム上で、ワークスペースの利用に関する当社所定
の機能を提供するのみであり、ワークスペースを登録ユーザーに対して提供しているわけではありま
せん。そのため、当社は、ワークスペースの利用又は設備等に起因する怪我、登録ユーザーと他の
登録ユーザー、ワークスペースの他の利用者、提携事業者その他の第三者との間で生じた紛争その
他のワークスペースの利用に関連して生じた事項及びワークスペースの提供その他の提携事業者の
行為が法令（不当景品類及び不当表示防止法、特定商取引に関する法律を含むがこれに限られな
い。）に適合していることについて関知しないものとし、これにより登録ユーザーに損害が生じた場合
でも、一切の責任を負わないものとします。

3.

登録ユーザーは、ワークスペースを、他の登録ユーザーその他の第三者も利用することを十分認識
し、自身の所有物の紛失又盗難の防止のために必要かつ適切な措置を講じるものとします。当社は、
登録ユーザーがワークスペースを利用する際に、その所有物の紛失又は盗難が発生した場合でも、
一切の責任を負わないものとします。

4.

登録ユーザーが当社から直接又は間接に、本サービス、当社ウェブサイト等、本サービスの他の登録
ユーザーその他の事項に関する何らかの情報を得た場合であっても、当社は登録ユーザーに対し本
規約において規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。

5.

登録ユーザーは、本施設が、他の登録ユーザーにも利用される施設であることを十分認識し、自身の
所有物の紛失又盗難の防止のために必要かつ適切な措置を講じるものとします。当社は、登録ユー
ザーが本施設を利用する際に、その所有物の紛失又盗難が発生した場合でも、一切の責任を負わな
いものとします。

6.

本サービスは、外部サービスと連携することがありますが、かかる連携を保証するものではなく、外部
サービスとの連携の支障等について、当社の責に帰すべき場合を除き、当社は一切の責任を負いま
せん。
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7.

本サービスが外部サービスと連携している場合において、登録ユーザーは外部利用規約を自己の費
用と責任で遵守するものとし、その違反によって登録ユーザーと当該外部サービスを運営する外部事
業者との間で紛争等が生じた場合でも、当社は当該紛争等について一切の責任を負いません。

8.

登録ユーザーは、本サービスを利用することが、登録ユーザーに適用のある法令、業界団体の内部
規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、登録ユーザー
による本サービスの利用が、登録ユーザーに適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合するこ
とを何ら保証するものではありません。

9.

本サービス又は当社ウェブサイト等に関連して登録ユーザーと他の登録ユーザー、ワークスペースの
他の利用者、外部事業者その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、登
録ユーザーの責任において処理及び解決するものとし、当社の責に帰すべき場合を除き、当社はか
かる事項について一切責任を負いません。但し、当社は、本サービスの円滑な運営のために必要で
あると当社が判断した場合には、登録ユーザーと提携事業者との間で生じる紛争の解決に向けて適
切な措置を取るよう努めるものとします。

10. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変更、登録ユーザーのメッ
セージ又は情報の削除又は消失､登録ユーザーの登録の取消、本サービスの利用によるデータの消
失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サービスに関連して登録ユーザーが被った損害につき、
当社の責に帰すべき場合を除き、賠償する責任を一切負わないものとします。
11. 当社ウェブサイト等から他のウェブサイトへのリンク又は他のウェブサイトから当社ウェブサイト等へのリ
ンクが提供されている場合でも、当社は、当社ウェブサイト等以外のウェブサイト及びそこから得られる
情報に関して、当社の責に帰すべき場合を除き、一切の責任を負わないものとします。また、ワークス
ペースの情報、実際に提供されるワークスペースの内容及び本投稿の内容については、当社がこれ
らの情報の正確性、真実性等について管理しているものではなく、これらの情報が虚偽であり又は正
確ではない場合であっても、当社は、一切の責任を負わないものとし、これらについての問い合わせ
にも応じないものとします。
12. 当社は、当社の合理的な支配の及ばない状況（火事、停電、ハッキング、コンピューター・ウィルスの
侵入、地震、洪水、戦争、疫病、通商停止、ストライキ、暴動、物資及び輸送施設の確保不能、政府当
局若しくは地方自治体による介入、指示若しくは要請、又は内外法令の制定若しくは改廃を含みます
がこれらに限定されません。）により利用契約上の義務を履行できない場合、その状態が継続する期
間中登録ユーザーに対し債務不履行責任を負わないものとします。
13. 消費者契約法その他の強行法規の適用その他何らかの理由により、当社が登録ユーザーに対して
損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、損害の事由が生じた時点から遡って過去
3 ヶ月の期間に登録ユーザーが本サービスを通じて利用したワークスペースの本利用料金であって、
当該登録ユーザーが現実に支払った本利用料金の総額を上限とします。
第 17条 ユーザーの賠償等の責任
1.

登録ユーザーは、本規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与え
た場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。

2.

登録ユーザーが、本サービスに関連して他の登録ユーザー、ワークスペースの他の利用者、外部事
業者その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにそ
の内容を当社に通知するとともに、登録ユーザーの費用と責任において当該クレーム又は紛争を処
理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。

3.

登録ユーザーによる本サービスの利用に関連して、当社が、他の登録ユーザー、ワークスペースの
他の利用者、外部事業者その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場
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合は、登録ユーザーは当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償し
なければなりません。
第 18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、当社より
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たか、又は知り得た、当社の技術、営業、
業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、(1)当社から提供若しくは
開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得していたもの、
(2)当社から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる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わされることなく適
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)当社から秘密保持の必要なき
旨書面で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。

2.

登録ユーザーは、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、当社の書面による
承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。

3.

第 2 項の定めに拘わらず、登録ユーザーは、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基
づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかに
その旨を当社に通知しなければなりません。

4.

登録ユーザーは、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に当社
の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第 2 項に準じて厳重に行うものとします。

5.

登録ユーザーは、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘密情報
並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却又は
廃棄しなければなりません。

第 19条 個人情報等の取扱い
1.

2.

当社は、以下の各号で規定する登録ユーザーの個人情報（個人情報の保護に関する法律で定義さ
れる「個人情報」を意味します。）を、登録ユーザーが、ワークスペースを利用する際に、当該ワークス
ペースの提携事業者に提供することができるものとし、登録ユーザーは、かかる提供について、本規
約への同意をもって承諾するものとします。
(1)

氏名

(2)

性別

(3)

生年月日

(4)

メールアドレス

(5)

電話番号

(6)

緊急連絡先

(7)

住所

(8)

勤務先

(9)

当社が別途定める事項

前項に定める他、当社による登録ユーザーの個人情報の取扱いについては、別途定める当社のプラ
イバシーポリシーの定めによるものとし、登録ユーザーはこのプライバシーポリシーに従って当社が登
録ユーザーの個人情報を取扱うことについて同意するものとします。
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3.

当社は、登録ユーザーが当社に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的な情
報として、当社の裁量で、利用及び公開することができるものとし、登録ユーザーはこれに異議を述べ
ないものとします。

第 20条 有効期間
利用契約は、登録ユーザーについて第 3 条に基づく登録が完了した日に効力を生じ、当該登録ユーザー
の登録が取り消された日又は本サービスの提供が終了した日のいずれか早い日まで、当社と登録ユーザ
ーとの間で有効に存続するものとします。
第 21条 本規約等の変更
1.

当社は、本サービスの内容を自由に変更できるものとします。

2.

当社は、本規約（当社ウェブサイト等に掲載する本サービスに関するルール、諸規定等を含みます。
以下本項において同じ。）を変更できるものとします。当社は、本規約を変更する場合には、変更の内
容及び変更の効力発生時期を、当該効力発生時期までに当社所定の方法で告知するものとします。
告知された効力発生時期以降に登録ユーザーが本サービスを利用した場合又は当社の定める期間
内に登録取消の手続をとらなかった場合には、登録ユーザーは、本規約の変更に同意したものとみ
なします。

第 22条 連絡/通知
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当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変
更に関する通知その他当社から登録ユーザーに対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものと
します。
第 23条 本規約の譲渡等
1.

登録ユーザーは、当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
しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。

2.

当社は本サービスにかかる事業を第三者に譲渡（事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わない
ものとします。）した場合には、当該譲渡に伴い利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並
びに登録ユーザーの登録情報その他の顧客情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものと
し、登録ユーザーは、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。

第 24条 完全合意
本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの完全な合意を構成し、口頭又は書面
を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの事前の合意、表明及び了解に優先し
ます。
第 25条 分離可能性
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判
断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの
部分は、継続して完全に効力を有し、当社及び登録ユーザーは、当該無効若しくは執行不能の条項又は
部分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は
部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
第 26条 存続規定
第 8 条第 2 項、第 3 項及び第 5 項、第 9 条（但し、未払いがある場合に限ります。）、第 10 条第 2 項、第
11 条第 2 項、第 12 条第 3 項、第 13 条、第 14 条、第 15 条第 2 項、第 4 項及び第 5 項、第 16 条から第
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18 条、第 19 条第 2 項及び第 3 項、第 23 条から第 27 条までの規定は利用契約の終了後も有効に存続す
るものとします。但し、第 18 条については、利用契約終了後 3 年間に限り存続するものとします。
第 27条 準拠法及び管轄裁判所
本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所
又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第 28条 協議解決
当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。
【2021 年 2 月 3 日制定】
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