利用規約
「スマート見張り隊」のご利用に際し、利用者の皆さまには以下の利用規約を確認の上、同
意をしていただく必要があります。以下をよくお読みください。

（総則）
第 1 条（定義）
1. 「スマート見張り隊」とは、ムラテックシステム株式会社（以下、
「当社」といいます）
が提供するアプリケーションソフトウエア（以下、「本アプリ」といいます）上の各種セ
ンサー、各種スイッチ、ゲートウェイ機器等（以下、「本サービス設備」といいます）の
販売及びこれに付随するプッシュ通信その他の省エネ・見守り支援サービスを総称（以下、
「本サービス」といいます）していいます。
第 2 条（規約の適用と範囲）
1.

スマート見張り隊利用規約（以下、「本規約」といいます）は、当社が提供する本サー
ビスに関し、当社と本サービスを利用する者（以下、「利用者」といいます）に対し、以
下のとおり定めたものです。

2.

当社が本サービス及び本サービス設備に関連して提供する取扱説明書等で、本規約のほ
かに別途規定する利用上の取り決めは、名目の如何にかかわらず、本規約の一部を構成す
るものとします。また、当社が別途ウェブサイト等により随時利用者に対し通知する追加
規定も、本規約の一部を構成します。

3.

本規約とそれに対する問い合わせに使用する言語は日本語のみとします。

第 3 条（規約の変更）
1.

当社は、利用者の承諾を得ることなく、当社ウェブサイトを通じて又は他の方法で提示
することにより、本規約の内容を変更することができるものとします。

2.

変更後の本規約については、当社ウェブサイトを通じて、又はそれに準ずると当社が判
断する方法によって公開された時点により、効力を生じるものとします。この場合、本サ
ービスの提供条件は、変更後の本規約が適用されます。

3.

本規約の変更に伴い、利用者に不利益、損害が発生した場合、当社はその責任を一切負
わないものとします。

第 4 条（利用責任）

1.

本アプリは、利用者に対して無償で提供されるサービスであり、当社は、本サイトの運
営に関して、利用者に何ら法的義務及び損害賠償その他の法的責任を負いません。利用者
は自らの意思及び責任のもと、本サービスを利用するものとします。

（自己負担の範囲）
第 5 条（設備機器の自己負担）
1.

本サービスを利用するために本サービス設備以外に必要なコンピュータ、通信機器、電
源、宅内設備、その他の設備及びソフトウェア等は利用者の負担において用意・設置する
ものとします。

（提供するサービスの内容）
第 6 条 （サービスの内容）
1. 当社は利用者に対し、電力消費量の計測、家電製品等の遠隔操作、センサー類の作動状
況のプッシュ通知などができるサービスを提供します。
2.

当社は、任意の判断により、サービスの全部又は一部を変更や終了することができるも
のとします。それにより利用者が何らかの損害を被ったとしても、当社は一切の責任を負
わないものとします。

3.

利用者は、当社が本サービスの提供と共に行う、以下の事項を実施することについて同
意するものとします。

(1) 使用電力量データ、設定データ、各種履歴データ（以下、「本データ情報」といいま
す）をアフターサービスや当社の商品企画や開発のために活用すること
(2)当社が必要と判断した場合に、本アプリのファームウェアのバージョンアップ（以下、
「ファームアップ」といいます）を行うこと
4.

本サービスで表示する各計測数値（電力消費量等）は推定値であり、実際の数値と異な
る場合があります。

（サービスの利用）
第 7 条 （本サービスの利用）
1.

利用者は、本規約及び本サービスにおける他の利用条件に反しないことを条件として、
本サービスを利用することができるものとします。

2. 本サービスはスマートフォン、タブレット端末でご利用いただけます。注意散漫になり
交通や安全に関する法律を遵守できなくなる状態で本サービスを利用しないでください。
3.

本サービス設備の取り付け可能区域は日本国内のみです。但し、本アプリの遠隔閲覧や
遠隔操作については地域の制限はありません。

第 8 条（氏名等の変更の届出）
1. 利用者は、その氏名、名称、住所又は居所、連絡先に変更があったときは、そのことを
速やかに当社に届け出るものとします。変更登録がなされなかったことにより生じた不
具合や損害等について、当社は一切責任を負いません。
2. 前項において、届出内容に変更があったにもかかわらず、届出がないときは、当社から
の通知については、当社が届出を受けている氏名、商号、住所等への通知の発送をもって
通知したものとみなします。

（本サービスの提供開始）
第 9 条（サービス提供の開始）
1.

利用者は本サービス設備を購入、またアプリをダウンロード後、ID やパスワード、電
子証明書等の発行を受領し、本規約に同意を完了した時点をもって本サービスの提供が
開始されるものとします。

第 10 条（サービス提供日と時間）
1.

当社は本アプリを 365 日 24 時間提供することを原則とし、別途定める定期もしくは不
定期メンテナンスの時間を除くものとします。

第 11 条 （サイト利用料金）
1.

本サイトの利用は原則として無料とします。但し、当社が任意の判断により将来有料と
することを否定するものではありません。

2.

前項に定める有料化への変更等が生じた場合、当社は、当社が定める方法により利用者
に対し事前に通知するものとします。

3.

本アプリを利用するために必要となる通信費（ソフトウェアのダウンロード及び利用の
ために発生する通信費を含む）、及び通信機器等は、利用者の負担と責任により準備する
ものとします。但し、利用者の使用する通信機器等において、本サイト及びソフトウェア
が正常に動作することを保証するものではありません。

4.

利用者が本サービスを開始してから数か月経過したデータは自動的に消去され、非表示
となります。

（利用者の義務、禁止行為）
第 12 条（ID、パスワードの管理）
1.

利用者は自己の責任において ID 及びパスワードを利用、管理するものとします。

2.

利用者は、ID 及びパスワードの使用を利用者本人のみとし、第三者に貸与、譲渡、売
買等をしないものとします。

3.

ID 及びパスワードの使用に起因して起こる全ての事象（ID 及びパスワードの管理不十
分、使用上の過誤、第三者による不正又は誤使用を含む）により生じた損害の責任は、利
用者の故意過失の有無にかかわらず、利用者が負うものとし、当社は一切の責任を負わな
いものとします。

4.

利用者は、パスワードの紛失、盗用並びに第三者による使用の事実又はそのおそれがあ
る事実を発見した場合、直ちにその旨を当社に通知し、当社からの指示に従うものとしま
す。

5.

利用者は、パスワードが不明となった場合、自らすみやかに初期設定を行うものとしま
す。

6.

本条各項に起因した事故により当社に損害が発生した場合は、当社は利用者に対し、当
該損害の賠償を請求できるものとします。

第 13 条（利用と維持・管理に関わる条件事項）
1.

利用者は、本サービスを利用するにあたり、次の各号に定める条件を全て満たすものと
します。但し、利用者が次の条件を全て満たしている場合であっても、利用者の利用状況
によっては本サービスを提供できない場合があります。
(1)

利用者自身による本サービスの利用であること

(2)

利用者のルータ、セキュリティソフト等で本サービス設備の通信を遮断しないこと

(3)

利用者は、本サービス設備を自身の責任の下、管理を行うものとし、当社の事前の
承諾なく、改造、設定変更等をしないこと

(4)

利用者が、本サービス設備及び必要機器を設置、各種設定、保持、及び管理を行う
こと

(5)

本サービス設備を取り外し、再販売する行為及び本サービスの提供に必要な設備の
電源切断や改変等、本サービス運営を妨げる行為を行わないこと

(6)

利用者は国内外のネットワークを経由して通信を行う場合、経由する全てのネット
ワークの規制に従うこと

第 14 条（権利義務の譲渡の禁止）

1.

利用者は、本規約に同意後は本アプリにおける利用者としての地位を得るものとします。

2.

利用者は、本規約に基づいて生じる権利及び義務、本アプリや本サービスで収集した電
力消費情報等を、第三者に譲渡、承継又は担保に供することすることはできません。

第 15 条（禁止事項）
1.

利用者は、本サービスの利用にあたり、以下に掲げる行為は行ってはなりません。
(1)

当社に対して虚偽の申告をする行為

(2)

当社による本サービスの運営を妨害する行為

(3)

法令又は公序良俗に反する行為、又はこれに結びつく行為

(4)

犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、又はその恐れのある行為

(5)

当社もしくは第三者の信用を毀損する行為、又は当社もしくは第三者に不利益を与
える行為

(6)

当社もしくは第三者の財産（知的財産権を含む。）、プライバシーもしくは信用等を
侵害する行為又は侵害するおそれのある行為

(7)

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、又はその
恐れのある行為

(8)

第三者の利用者 ID 及びパスワードを不正に使用又は取得する行為

(9)

本サービスを違法な目的で利用する行為

(10)

本アプリを利用した、営業活動、営利を目的とする情報提供、その他の商業的行為

(11)

本サービスに関する情報を改ざんする行為

(12)

第三者になりすまして本サービスを利用する行為

(13)

本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集す
る行為

(14)

本サービス設備内のプログラム及びファームウェアの解析、改変、譲渡並びに第三
者に使用させる行為

(15)

その他、当社が不適切と判断する行為

第 16 条 （バックアップ）
1.

利用者は、本サービスを通じて当社が提供し、又は利用者が取得した情報の全てについ
て、自己の責任において記録し、保存・管理します。

2.

当社は、バックアップデータが存在しないこと、又は利用者がバックアップ作業を適切
に実施しなかったこと等により発生した利用者の損害及び不利益につき、一切の責任を
負いません。

3.

当社は、利用者情報をバックアップとして記録することがあります。但し、本条第 1 項
に定める利用者の責任において行うバックアップを補完するものではなく、利用者情報
の復旧を保証するものではありません。

第 17 条（所有権）
1.

本サービスを構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続き、商標、
商号も又はそれに付随する技術全般は、当社に帰属するものとします。

第 18 条（子供及び未成年者による使用）
1.

子供又は未成年者による使用は親、保護者、又は教育関係者の指導、監督、及び同意の
下に行われるものとします。

（サービスの変更、追加、中断、停止、
廃止）
第 19 条（サービスの一時中断、停止および及び追加・変更・廃止について）
1.

当社は以下の何れかの事由に該当する場合、当社の判断により適宜、本サービスの一部
もしくは全部を一時的又は永続的に変更、追加、中断、停止または又は廃止することがで
きるものとします。
(1)

本サービスに関連するシステムの保守、更新を定期的又は緊急に行う場合

(2)

火災、停電、天災あるいは戦争、テロ、暴動などの事変の発生、又は発生の可能性に
より、本サービスの提供が困難な場合

(3)

第一種電気通信事業者の任務が提供されない場合（電気通信事業法第 8 条に基づく
通信利用の制限があった場合）

(4)

本サービス用情報システム、通信回線等が事故により停止した場合

(5)

その他当社が本サービスの運営上又は技術上、本サービス提供の中止又は中断が必
要と判断した場合

2.

(6)

情報漏えい及びコンピュータウィルスによる危機に遭遇した場合

(7)

法令規制、行政命令等により、本サービスの提供が困難になった場合

(8)

法律の改正又は本サービスの変更を反映するために、本サービスを修正する場合

(9)

その他、当社が一時中断や緊急対応が必要と判断した場合

当社は事前に通知を行った上で中断、停止又は廃止を行うこととしますが、内容が重大
でない場合、あるいは緊急已むを得ないと当社が判断するときは、通知をすることなくで
きるものとします。

第 20 条（利用者の事由による利用停止）
1.

当社は、以下のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することなく、本サ

ービスの利用を停止することができるものとします。
(1)

本規約に利用者が違反したとき

(2)

当社の名誉若しくは信用を毀損し、又はそのおそれがあるとき

(3)

利用者が過度な問い合わせ又はサポートサービスの故意による延伸等により当社の
業務の遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき

(4)

長期間にわたってご利用がないとき（当社が自己の裁量により判断できるものとし
ます）

（保守／保証）
第 21 条（保守）
1.

当社は、本サービスが推奨環境において機能するように合理的な最大限の努力を行いま
す。

2. 利用者は、本サービスの提供を受けることができなくなった場合、本サービス設備以外
の機器であって、利用者の負担において用意・設置した機器（例えば、コンピューター、
通信機器、電源、宅内設備等をいいますがこれに限定されません）及びインターネット等
の接続サービスに故障・不具合のないことを確認のうえ、その旨を当社に通知します。
3.

当社は、本サービス用に当社が用意する当社の情報システムに障害又は損傷が生じたこ
とにより本サービスの提供ができなくなったことを知った場合、その旨を利用者に通知
します。

4.

当社は、前二項の場合、速やかに本サービスの復旧に努めるものとしますが、復旧を保
証するものではありません。

5.

利用者の使用管理の不備、保守サービス対象機器のメーカ保証期間外、若しくは、天災
地変あるいは不測の事故等の不可抗力による当社の責によらない事由により生じた修理
及び部品交換に要する費用について当社は一切負担しません。

6. 障害修復における部品の交換については、同等品により行うことができるものとします。
第 22 条（故障交換）
1.

当社は、利用者の責めに帰さない事由により本サービス設備が故障した場合は、別途定
める無償保証期間中に限り、本サービス設備の故障交換を無償で行うものとします。

2.

利用者は、前項の故障交換により新たな機器が送られてきた場合、速やかに、新たな機
器で接続を確認し、故障した機器を当社所定の方法により当社に返却するものとします。

第 23 条 （委託）
1.

当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を第三者に委託することができるもの

とします。
第 24 条（ファームウェアの更新）
1.

当社は、本サービス設備機器に含まれるファームウェアを、機能の向上や不具合改善を
目的として更新する場合があります。

2.

利用者が保有する機器の更新版ファームウェアの適用は、利用者が自己の責任において
行うものとします。当社が必要と判断した場合はその限りではありません。

（免責／損害賠償）
第 25 条（掲載情報）
1.

当社は、利用者に事前に通知することなく、当社の判断によって本アプリで公開されて
いる情報の追加、変更、修正、削除を行う場合があります。当社は、いかなる場合におい
ても、本アプリの情報の追加、変更、修正、削除等により利用者に生じたいかなる損害に
ついても一切の責任を負いません。

第 26 条（責任の制限）
1. 当社は、本サービスを現状有姿で提供するものとします。利用者は以下を理解し、同意
するものとします。
(1)

当社は、本サービスに不具合や障害の無いことを保証しません。

(2)

当社は、本サービスを継続的・不変的に提供する義務を負うものではありません。

(3)

当社は、本サービスに瑕疵のないことを保証しません。

(4)

当社は、本サービスにおいて提供される一切の情報につき、その正確性、最新性、完
全性、信頼性、適法性、特定目的への適合性又は第三者の権利侵害の不存在その他一
切の事項について、何ら保証するものではありません。

(5)

当社は、利用者による本サービスの利用の結果に関し何らの保証を行うものではな
く、また本サービスが一定の目的を達成することを保証するものではありません。

(6)

本サービスは、家電製品等の遠隔操作を行うことなどをその目的の一部とするもの
ですが、利用者自身の端末機器を用い、インターネットにより提供されるという性格
上、本サービスを通じて行った通知動作や遠隔操作の確実性を当社が保証するもの
ではなく、仮に通知動作や遠隔操作が正常に行われず、利用者その他第三者に損害が
発生した場合といえども、当社は一切の責任を負うものではありません。

2. 当社は、本サービスを利用者が正常に利用できるよう、必要な作業を実施するよう努め
るものとします。
3. 本規約に基づき、当社の責めに帰すべき事由があるか否かに係らず、利用者が本サービ

スを利用することができない状態に陥った場合でも、当社は、何らの責任も負いません。
第 27 条（損害賠償）
1.

本アプリの変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、又はその他本サイトに関連して発
生した利用者又は第三者の損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

2.

当社は、本サービス設備の無償保証期間における故障交換の場合を除き、天災、事変、
不可抗力、その他の如何なる事由による本サービス設備の破損、又は不具合等により利用
者に生じる一切の損害について、賠償の責任を負わないものとします。

3.

当社はいかなる場合にも、当社の責めに帰する事ができない事由から生じた損害、予見
の有無を問わず特別の事情から生じた損害、間接的損害、派生的損害、逸失利益、第三者
に生じた損害については賠償の責任を負わないものとします。

4.

利用者が本サービスの利用によって他の利用者又は第三者に対して損害を与えた場合、
利用者は自己の責任と費用をもって解決し、当社に損害を与えることのないものとしま
す。 利用者が本規約に反した行為、又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、当社は当該利用者に対して相応の損害賠償の請求ができるものとします（逸
失利益及び弁護士費用を含む）。この場合、当社は、利用者に何らの通知・催告をするこ
となく、当該利用者の本サイトの利用を停止し、又はこれを強制的に終了させられるもの
とします。

第 28 条（確認事項）
1. 当社は、本サービスの利用に関して利用者が利用するデータや情報について、当社の判
断で削除、改変、複製、利用停止その他の処理を行う権利を留保し、利用者はこれに同意
します。
第 29 条（容認事項）
1. 利用者は、以下の各号に定める規定を、予め承諾するものとします。
(1)

本サービスにおいて利用者の使用電力量データやトリガー情報が、ホームゲートウ
ェイに送信・蓄積されます。本サービスで収集された使用電力量などのデータや家電
製品等の稼働状況情報については利用者にて管理し、活用して下さい。

(2)

本サービスで表示する使用電力量及び加工データ等には、実際の使用電力量とは誤
差があり、各電力供給事業者からの請求金額とは一致いたしません。

(3)

本サービスで収集された使用電力量などのデータについては、サービスの向上のた
めに利用者個人を特定出来ないように処理を施した上で当社の基準に照らし適当で
あると判断した第三者に提供する場合があります。

(4)

サービスの精度の誤差や時間差について本サービスによって取得又は提供されるデ
ータやグラフなどの数値は、あくまでも独自の装置によって計測された値となりま

す。従って電力需給メータその他の計測値と誤差が生じる場合があります。又、本サ
ービスによる、電力使用等の現在の状況表示につきましても、時間差が生じることが
あります。
第 30 条（その他の免責事項）
1. 当社は、次の各号に定める事由により利用者及び利用者等に発生した損害について免責
されるものとします。
(1)

当社は、本サービスの安全性及び本サービスに瑕疵がないことについて、一切保証
いたしません。

(2)

本データ情報のバックアップにおいて、本データ情報の欠落、滅失等につき、当社
はいかなる責任も負わないものといたします。

(3)

利用者の設備の障害又はインターネット接続サービスの不具合接続環境の障害もし
くは過度の負荷により、本サービスの利用に遅延又は利用不能が発生する事により
生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

(4)

当社の管理下にないソフトウェア、ハードウェア、データベース又は通信ネットワ
ーク等の障害又は性能不足に起因して発生した損害につき、当社は一切の責任を負
わないものといたします。

(5)

本サービスの利用において、利用者の誤った取り付け・設定及び当社が通知したフ
ァームアップ等の利用者による未実施に起因して生じた損害について、当社は一切
の責任を負わないものとします。

(6)

当社が導入している通常の対策によっては防ぎ得ないコンピュータウィルス、本サ
ービス設備等への第三者による不正アクセス、侵入又はアタック、通信経路上での傍
受等により発生した損害につき当社は一切の責任を負わないものといたします。

(7)

天変地異、火災、停電、異常電圧、盗難、戦争、動乱、労働争議等、当社の支配を超
える事由により本サービスを提供できなくなった場合、そのために生じた損害につ
き、当社は一切の責任を負わないものといたします。

(8)

第三者の故意又は過失による本サービスの利用不能、送信遅延、誤送、消失、毀損、
改竄及び漏洩ならびにこれにより発生した損害つき、当社は一切の責任を負わない
ものといたします。

(9)

当社は、利用者以外の第三者が本サービス設備を操作したことによって発生した利
用者又は第三者に対する損害については、一切の責任を負わないものとします。

(10)

当社は、本サービス及び関連する機能等について、その全部又は一部が中断・中止
しないことを保証するものではなく、当該中断・中止等に起因して利用者又は第三者
に損害が発生した場合、当社は一切の責任を負わないものとします。

(11)

その他当社の責に帰すべからざる事由により発生した損害につき当社は一切の責任
を負わないものといたします。

第 31 条（利用者への通知）
1.

当社が本サービスに関連し利用者に通知する場合は、当社ウェブサイト上での告知とし、
告知をもって利用者に到達したものとします。

（知的所有権）
第 32 条（知的所有権）
1.

利用者は、権利者の承諾を得ないで、いかなる方法においても本サイトを通じて提供さ
れるいかなる情報も、著作権法で定める利用者個人の私的使用の範囲を超える複製、販売、
出版、その他の用途に使用することはできないものとします。

2.

利用者は、権利者の承諾を得ないで、いかなる方法においても、第三者をして、本サイ
トを通じて提供されるいかなる情報も使用させたり、公開させたりすることはできない
ものとします。

3.

本条の規約に違反して問題が発生した場合、利用者は、自己の責任と費用において係る
問題を解決するとともに、当社に何らの迷惑又は損害を与えないものとします。

4.

本条の規定は本サービスの利用が終了した後においても有効に存続するものとします。

第 33 条（帰属）
1. 本サービスに掲載されている文章、写真、画像、映像、デザイン、情報など、すべての
コンテンツの著作権は、当社もしくは当社にその利用を認めた著作権者に帰属します。
第 34 条（商標）
1.

本サービスに使用されている商標「スマート見張り隊」、当社開発商品の名称ならびに
商品ロゴ等は、当社又は関連会社の登録商標です。その他の商品及び会社等の名称は、一
般に各社の商号、登録商標です。当社の登録商標のご使用に際しては、当社の書面による
事前許諾が必要となります。

第 35 条（守秘義務）
1.

利用者は、本サービスの利用に際し知り得た業務上、技術上、その他一切の機密情報を
利用者の責任による適切な管理の下、秘密として取扱い、第三者へ開示若しくは漏洩、又
は本サービスの利用目的以外に使用してはなりません。

2.

本条の規定は本サービスの利用が終了した後においても有効に存続するものとします。

（個人情報）
第 36 条（個人情報保護方針）
1.

当社が本サービスによって取得する個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従い、

適切に管理、運営することとします。
第 37 条（個人情報の取扱い）
1.

当社は、利用者の情報等を厳重に管理するものとし、法令で認められる場合を除き、第
三者に一切提供、開示等しないものとします。

2.

当社は、利用者が本サービスの利用の申込みを行った際に知り得た情報又は利用者が本
サービスを利用する過程において当社が知り得た個人情報を個人情報の保護に関する法
律その他関係法令、ガイドラインを遵守し、適切に取り扱います。

3.

当社は利用目的の遂行にあたって個人情報を利用する必要のある当社の役員又は従業
員（以下「開示対象者」といいます）にのみ開示するものとし、開示対象者以外の第三者
開示しないものとします。

第 38 条（個人情報の第三者への開示、提供）
1.

当社は、以下のいずれかに該当する場合を除いて利用者から収集した個人情報を第三者
に開示、提供しないものとします。
(1)

法令の定めによる場合

(2)

利用者及び、又は公衆の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な
場合。

(3)

限定された特定の業務（サーバ運用の委託、保守業務の委託等）で開示・提供する場
合。

(4)

あらかじめ利用者から第三者に開示・提供する事について同意を得ている場合。

第 39 条（アンケートの実施）
1.

利用者は、当社が、調査を行う目的で、本サービスに関するアンケートを実施する場合
があることに同意するものとします。

2.

利用者は、本サービスに関するアンケートに回答する場合、不正回答を行わず、また当
該アンケートによって得た情報、回答内容を第三者に開示・漏洩（掲示板やホームページ
への記載を含む）しないものとします。

3.

利用者は、アンケートの回答を当社に提供するのと同時に、当該回答内容の著作権（著
作権法第 27 条及び第 28 条に定める権利を含みます。）を全て当社に譲渡するものとし、
当社は、その回答内容の全部又は一部を、自由に修正及び編集することができるものとし
ます。なお、利用者は当該著作権に係る著作者人格権を当社及び第三者に対して行使しな

いものとします。
4.

当社は、当社が実施したアンケートの回答内容に関して、追加情報を得る目的で利用者
に対し電話や電子メールによる確認を行う場合があります。

5.

当社は、アンケートの回答内容を、当該回答をした利用者の承諾なく利用及び開示する
ことができるものとします。なお、個人情報の取扱については、本規約に定めるところに
よります。

第 40 条（本サービスに関連するコンタクト）
1.

当社は、定期的又は不定期に、本サービスに関する情報及び関連する情報提供を目的と
して、電子メール（当社又はパートナーの広告情報が掲載されているものを含みます。）
の送信、電話での連絡、当社営業からの連絡及び訪問を、行うことができるものとし、利
用者は予め承諾したものとします。

（準拠法・合意管轄）
第 41 条（準拠法、裁判管轄）
1.

本規約の成立、効力発生、解釈及び履行にあたっては日本法を準拠法とします。また、
当社と利用者との間で生じた紛争については当社の本店所在地を管轄する裁判所を第一
審の専属的合意管轄裁判所とします。

第 42 条（協議解決）
1.

当社及び利用者は、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。

付則

この規約は 2014 年 9 月 1 日から実施します。

制定日
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