
現規約（旧：2010.7.27 改定） 

第 7 条（権利の譲渡）

会員は、会員たる地位及び会員 ID を第三者に譲渡、貸与、使用、承継さ
せ、または担保に供するほか、一切の処分をしてはならないものとします。
また、全ての会員向けサービスは、当社が特に認めた場合のほか、第三
者に利用させることはできないものとします。

第 8 条（会員 ID 等の適切な管理）

3. 会員は、会員 ID 等を用いて会員向けサービスが利用された場合、前項
の通知の有無にかかわらず、当該会員自身の利用とみなされることに
同意するものとします。ただし、当社の故意または重大なる過失によ
る場合は、この限りではありません。

4. 当社は、ID 等の漏洩、盗用等により会員、その他第三者に生じた損害、
その他一切の結果について何らの責任も負わないものとします。

第 17 条（自己責任の原則）

3. 会員は、本サービスの利用に関して、当社の他の会員または第三者と
の間で紛争が生じた場合、当該会員は自己の費用負担と責任において
当該紛争を解決するものとし、当社は一切の責任を負わないものとし
ます。

第 18 条（禁止行為）

1. 会員は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に定める行為を行っ
てはならないものとします。

1. 他の会員、第三者、または当社が保有する著作権、その他の知的財産
権およびその他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為

2. 他の会員、第三者、または当社が保有する財産またはプライバシーを
侵害する行為、または侵害するおそれのある行為

3. 他の会員、第三者、または当社に不利益または損害を与える行為、ま
たはそのおそれのある行為

4. 他の会員または第三者の個人情報の売買または譲受に当たる行為、ま
たはそのおそれのある行為
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改定後（新：2012.6.4 改定）

第 7 条（権利の譲渡）

会員は、本規約に別段の定めがある場合を除き、会員たる地位及び会員
ID を第三者に譲渡、貸与、使用、承継させ、または担保に供するほか、
一切の処分をしてはならないものとします。また、全ての会員向けサー
ビスは、当社が特に認めた場合のほか、第三者に利用させることはでき
ないものとします。

第 8 条（会員 ID 等の適切な管理）

3. 会員は、会員 ID 等を用いて会員向けサービスが利用された場合、前項
の通知の有無にかかわらず、当該会員自身の利用とみなされることに
同意するものとします。

4. 会員は、以下の各号に定める条件を遵守することを条件として、会員
ＩＤ等を第三者に使用させることができるものとします。

（１）会員が、会員ＩＤ等を使用させる第三者に対して、会員が本規約に
同意することを義務付けており、かつ当該第三者が本規約に違反しな
いことに同意していること

（２）会員が、第三者に会員ＩＤ等の使用させること、及び当該第三者の
行為及びその結果について一切の責任を負い、かつ本規約に定める義
務が何ら減免されるものではないことに異議なく同意していること

（３）当社が、会員ＩＤ等の使用を許諾された第三者に対していかなる責
任をも負わず、かつ会員及び会員ＩＤ等の使用を許諾された第三者が
当社に対していかなる請求をも行わないことに異議なく同意している
こと

（４）第三者に対する会員ＩＤ等の使用の許諾が、本規約に違反（第１８
条第１項第１６号に該当することを含むが、これに限られない。）す
るものではないこと。

（５）会員ＩＤ等の使用を許諾された第三者が、当該会員ＩＤ等を第三者
に使用させ、譲渡しその他の処分してはならないことに異議なく同意
していること

第 17 条（自己責任の原則）

3. 会員は、本サービスの利用に関して、当社の他の会員または第三者（第
８条に基づき、会員が本サービスの利用を許諾した者を含むが、これ
に限られない。）との間の取引、紛争については、当該会員が自己の
費用負担と責任において対応するものとし、当社は一切の責任を負わ
ないものとします。

第 18 条（禁止行為）

1. 会員は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に定める行為を行っ
てはならないものとします。

1. 他の会員、第三者、または当社が保有する著作権、商標権その他の知
的財産権およびその他の権利を侵害する行為、またはそのおそれのあ
る行為

2. 他の会員、第三者、または当社が保有する財産またはプライバシーも
しくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為

3. 他の会員，第三者もしくは当社を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、
他の会員，第三者もしくは当社への差別を助長し、またはその名誉も
しくは信用を毀損する行為

4. 他の会員、第三者、または当社に不利益または損害を与える行為、ま
たはそのおそれのある行為



5. 他の会員または第三者の個人情報の売買または譲受に当たる行為、ま
たはそのおそれのある行為

6. 詐欺、児童売買春、預貯金口座及び携帯電話の違法な売買等の犯罪に
結びつく、または結びつくおそれの高い行為

7. わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声
もしくは文書等を送信または表示する行為、またはこれらを収録した
媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告
を表示または送信する行為

8. 薬物犯罪、規制薬物等の濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの
高い行為、または未承認医薬品等の広告を行う行為

9. 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為

10. 無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、またはこれを勧誘する行為

11. 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為、またはそれを
助長する行為、または助長するおそれのある行為

12. 公序良俗に反する情報を他の会員または第三者に提供する行為

13. 法令に違反する行為や犯罪行為、そのおそれのある行為、または、そ
れを教唆、幇助等する行為

14. 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為

15. 他の会員、当社、または第三者が入力した情報を不正に改竄する行為

16. 会員以外の他人になりすまして本サービスを利用する行為、または、
情報を送信、受信または表示する行為

17. IP アドレス、アカウント、パスワード、およびドメイン名を不正に
使用する行為、または、不正目的をもって使用する行為

18. コンピューターウイルス等有害なプログラムを本サービスを通じて、
または、本サービスに関連して使用する行為、または、提供する行為

19. 本サービスおよび当社が提供する他のサービスの運営を妨げる行為、
または、そのおそれのある行為

20. 当社、本サービスおよびその他当社が提供するサービスの信用・名誉
等を傷つける行為、または、そのおそれのある行為

21. 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動またはこれに類似する行
為

22. 本サービスを利用して、本サービスと同様のサービス、関連サービス、
または当社が提供するサービスと同様のサービスを提供し、または再
販売する行為

23. 本サービスを利用して、無断で他の会員、第三者に広告、宣伝もしく
は勧誘のメールを送信する行為、または社会通念上他社に嫌悪感を抱
かせる、もしくはそのおそれのあるメールを送信する行為、事前に承
認していない多数の送信先に対する情報の配信行為、または事前の承
認があるかないかにかかわらず、一定期間に大量のメール等を配信す
る行為

24. 他の会員、第三者の設備等またはインターネット接続サービス用設備
の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある
行為

25. 違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへ
の参加を勧誘する行為

26. 違法行為（けん銃等の譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、
公文書偽造、殺人、脅迫等）を請負し、仲介しまたは誘引（他人に依
頼することを含む）する行為

27. 人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の
情報、その他社会通念上他者に著しく嫌悪感を抱かせる情報を不特定
多数の者に対して送信する行為

28. 人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそ
れの高い自殺の手段等を紹介するなどの行為

29. その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を
助長する態様又は目的でリンクをはる行為

30. 犯罪や違法行為に結びつく、またはそのおそれの高い情報や、第三者
を不当に誹謗中傷・侮辱したり、プライバシーを侵害したりする情報
を、不特定の者をして掲載等させることを助長する行為

5. 公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為、またはそれを
助長する行為、または助長するおそれのある行為

6. 公序良俗に反する情報を他の会員または第三者に提供する行為

7. 法令に違反する行為や犯罪行為、そのおそれのある行為、または、そ
れを教唆、幇助等する行為

8. 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為

9. 他の会員、当社、または第三者が入力した情報を不正に改竄する行為

10. 会員以外の他人になりすまして本サービスを利用する行為、または、
情報を送信、受信または表示する行為

11. IP アドレス、アカウント、パスワード、およびドメイン名を不正に
使用する行為、または、不正目的をもって使用する行為

12. コンピューターウイルス等有害なプログラムを本サービスを通じて、
または、本サービスに関連して使用する行為、または、提供する行為

13. 本サービスおよび当社が提供する他のサービスの運営を妨げる行為、
または、そのおそれのある行為

14. 当社、本サービスおよびその他当社が提供するサービスの信用・名誉
等を傷つける行為、または、そのおそれのある行為

15. 選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動またはこれに類似する行
為

16. 会員が本サービスを利用して、当社の許諾なしに本サービスと同様の
サービス、関連サービス、またはその他当社が提供するサービスと同
様のサービスを提供する行為、または再販売する行為

17. 本サービスを利用して、事前に承認していない多数の送信先に対する
情報の配信行為、または事前の承認があるかないかにかかわらず、一
定期間に大量のメール等を配信する行為

18. 本規約又は当社が定める規約、規定等に違反する行為、又は違反する
虞のある行為

19. その他、当社が不適切と判断する行為



31. 本規約又は当社が定める規約、規定等に違反する行為、又は違反する
おそれのある行為

32. その他、公序良俗に違反し、または当社が不適切と判断する行為

第 19条（IP アドレス、ID、パスワードおよびドメイン名の管理
義務）

4. 当社は、IP アドレス、ID、パスワード、およびドメイン名の使用結果
及び損害について一切責任を負わないものとします。

第 21条（情報の削除等）

1. 当社は、会員による本サービスの利用が第 18 条 1 項各号に定める禁
止行為に該当する場合、当該利用に関し他社から当社にクレーム、請
求等が為され、かつ当社が必要と認めた場合、またはその他の理由で
本サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、会員に対し、次
の措置のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがありま
す。

(１) 第 18 条 1 項各号に該当する禁止行為をやめるように要求します。

(２) 他の会員または第三者との間で、クレーム等の解消のための協議を
行うよう要求します。

(３) 会員に対して、表示した情報の削除を要求します。

(４) 事前に通知することなく、会員が発信または表示する情報の全部も
しくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。

(５) 第 25 条に規定する連絡受付体制の整備が講じられていない場合、連
絡受付体制の整備を要求します。

以下、新設

第 23 条（青少年にとって有害な情報の取扱について）

第 25 条（連絡受付体制の整備について）

第 26 条（反社会的勢力の排除）

第 21条（情報の削除等）

1. 当社は、以下の各号に該当する場合（その虞がある場合を含む）には、
会員に通知することなく、会員が、本サービスを利用して公開・登録・
蓄積する情報を削除することができるものとします。

1. 情報が、第 18 条 1 項に定める禁止行為に該当する場合

2. 登録、蓄積された情報の容量が当社所定の容量を超過した場合

3. 第三者から情報の削除、損害賠償、クレーム等がなされたとき

4. その他、当社が当該情報を削除する必要があると判断した場合
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