
utoniq 利⽤規約 
 
本利⽤規約は、株式会社ユートニック（以下「当社」 といいます）の提供するアーティス
ト⽀援プラットフォームサービス「utoniq」及び「utoniq」を基礎とする個別のプラットフ
ォームサービスのご利⽤にあたり、同意頂く必要のある事項や条件を定めております。 
 
第１条 適⽤ 
本規約は、本サービス（第２条に定義する意味を有します。）の利⽤に関する当社、アーテ
ィスト及び会員の権利義務関係を定めることを⽬的とし、当社及び会員の本サービスの利
⽤ に 係 る ⼀ 切 の 関 係 に 適 ⽤ さ れ ま す 。 当 社 が 当 社 の ウ ェ ブ サ イ ト （ URL ：
https://utoniq.com/ 以下「本サイト」といいます。）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)「本規約」とは「utoniq 利⽤規約」をいいます。 
(2)「本サービス」とは当社が運営し提供するアーティスト⽀援プラットフォームサービス
「utoniq」及び「utoniq」を基礎とする個別のプラットフォームサービスを指します。 
(3)「アーティスト」とは、本サービスにおいて⾃⼰のファンコミュニティを開設する者を
意味します。 
(4)「会員」とは、本規約を承認の上、本サービスの利⽤のために会員として⼊会を申し込
み、当社が⼊会を認めた「utoniq」利⽤者のことをいい、メンバーを含みます。 
(5)「メンバー」とは、アーティストの開設している「ファンコミュニティ」において、⽉
額料⾦を⽀払い、各種サービスを利⽤している会員を指します。 
(6)「ポスト」とは、アーティストによる動画、⾳源、楽曲、画像、⽂字情報、等の投稿コ
ンテンツを指します。ポストは、メンバーしか閲覧できない「限定ポスト」と、会員誰でも
閲覧可能な「公開ポスト」に分かれます。 
(7)「ファンコミュニティ」とは、アーティストがポストやカード等を提供し、会員同⼠⼜
は会員とアーティストがコミュニケーションをとることのできるコミュニティ全般を指し
ます。 
(8) 「カード」とは、アーティストがファンコミュニティにおいて発⾏する電⼦トレーディ
ングカードのことを指し、アーティスト⾃らが定めたサービス内容を付属させることがで
きます。 
(9)「コンテンツ」とは、テキスト、写真、画像、動画、アプリケーション、デジタルアイ
テムその他本サービスにおいて 提供される情報等を総称していいます。 
(10)「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。著
作権については著作権法第 27 条及び第 28 条に定める権利を含みます。)を意味します。 
 
第３条 ⽬的 
1．会員は、本規約に基づいて本サービスを利⽤するものとします。会員は⼊会の申請をも
って本規約に同意したものとみなします。 
2．本サービスの中の個別サービスにおいて別途規約（以下、「個別規約」といいます。）が
ある場合には、会員は本規約に加えて個別規約に基づいてサービスを利⽤する必要があり
ます。なお、本規約と個別規約で定める内容が異なる場合、個別規約が優先的に適⽤される
ものとします。 
3．当社が本サイト上に随時掲載する本サービスに関するガイドライン、ルールその他注意
事項等（以下、総称して「ガイドライン等」といいます。）は、本規約の⼀部を構成します。
なお、本規約とガイドライン等で定める内容が異なる場合、ガイドライン等の規定が優先的
に適⽤されるものとします。 
4．当社は、本規約及び個別規約を、必要に応じて当社の任意の判断により変更することが
できるものとします。変更後の本規約は、当社が別途定める場合を除き、所定のウェブペー
ジ上に表⽰された時点より効⼒を⽣じるものとし、会員は本規約及び個別規約の変更後に
本サービスを利⽤した場合、当該変更内容に同意したものとみなします。 
5．前項の定めにかかわらず、当社は、本規約に重要な変更を加えた場合には、会員に当該
変更内容を通知するものとし、当該変更内容の通知後、会員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退会の⼿続をとらなかった場合には、本規約の変更に同意したも
のとみなします。 
 
第４条 ⼊会 
1．会員になることを希望する者（以下「⼊会希望者」といいます。）は、本規約を承認の上、
当社の定める⼿続により⼊会を申し込むものとします。会員となる者が未成年者である場
合、必ず事前に法定代理⼈の同意を得た上で申込みを⾏わなければなりません。 
2．当社は、登録に必要な情報の他、当社が定める必要書類の提出を求めることがあり、⼊
会希望者は、かかる求めがある場合、当該書類を速やかに提出するものとします。⼊会希望
者が当該書類を提出しない場合、当社は、申請を拒否することができるものとします。 
3．当社は、当社の任意の判断により、⼊会希望者が以下の各号のいずれかの事由に該当す
る場合には、⼊会を拒否することができるものとします。 
(1)当社に提供された登録情報に虚偽、誤記⼜は記載漏れがあった場合 
(2)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 
(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を得ていなかった場合 



(4)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、総会屋等、社
会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴⼒集団等その他これに準ずる者を意味します。以下同様とし
ます。）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 
(5)本規約に違反するおそれがあ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． ⼊会希望者が未成年者である場合、本サービスの利⽤の⼀切について法定代理⼈の同意
（本規約への同意を含みます。）を要するものとします。また、本規約に同意した時点では
未成年者であった会員が成年に達した後に本サービスを利⽤した場合、未成年者であった
期間の利⽤についても追認したものとみなします。 
 
第５条 アカウントの管理 
1．会員は、当社が発⾏する ID、パスワード等のアカウント情報の管理責任を負うものとし
ます。会員は、ID及びパスワードを第三者に利⽤させたり、貸与、譲渡、売買等をするこ
とはできないものとします。 
2．当社は、ログイン時に使⽤された ID 及びパスワードが特定の会員情報と⼀致すること
を所定の⽅法により確認した場合、当該ログイン後の本サービスの利⽤を、当該会員情報に
より特定される会員による利⽤とみなします。通信端末、ID及び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、当社は⼀切責任を
負いません。会員は、ID及びパスワードを第三者に知られた場合、通信端末を第三者に使
⽤されるおそれのある場合には、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社の指⽰がある
場合にはこれに従うものとします。 
 
第６条 当社の⽴場 
1．当社は、本サービスを通じ、アーティストと会員の交流のためのプラットフォームを提
供するものであって、当社はアーティスト及び会員の間における各種契約の当事者⼜は代
理⼈となるものではありません。但し、プラットフォームの提供者として、当社の裁量に基
づき、アーティストによるポストやカード、その他の物品の提供等に対して制限⼜は制約を
加える場合があり、会員はこれに予め同意するものとします。 
2．当社は、アーティストと会員との間で⾏われる連絡その他⼀切の交渉に関与することは
ありません。万⼀、アーティストと会員その他の第三者との間で、紛争や問題が⽣じた場合、
会員は、⾃⼰の責任と費⽤においてこれを解決するものとし、当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条 禁⽌⾏為 



1．会員は、本サービスの利⽤に際して、下記に定める禁⽌事項に該当する⾏為を⾏っては
ならないものとします。 
(1)極端な思想や反社会的⾏為を賛美・助⻑する⾏為 
(2)カルト的宗教活動、過度な政治活動を賛美・助⻑する⾏為 
(3)他⼈の名誉⼜は信⽤を傷つける⾏為 
(4)本サービスを通じ、以下に該当し、⼜は該当すると当社が判断する情報・コンテンツ等
（以下、単に「情報」といいます。）を当社、本サービスの他のアーティスト⼜は会員に送
信する⾏為 
◦過度に暴⼒的⼜は残虐な表現を含む情報 
◦コンピュータウィルスその他の有害なプログラムを含む情報 
◦当社、アーティスト、他の会員⼜はその他の第三者の名誉⼜は信⽤を毀損する表現を
含む情報 
◦過度にわいせつな表現を含む情報 
◦⼈種、国籍、信条、職業、性別、宗教、社会的⾝分、⾨地などの差別を助⻑する表現
を含む情報 
◦⾃殺、⾃傷⾏為を助⻑する表現を含む情報 
◦薬物の不適切な利⽤を助⻑する表現を含む情報 
◦反社会的な表現を含む情報 
◦ジャンクメール、スパムメール、チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める
情報 
◦違法な勧誘、宣伝等を含む情報 
◦他⼈に不快感を与える表現を含む情報 

(5)当社、本サービスの他の利⽤者⼜はその他第三者に対する詐欺⼜は脅迫⾏為 
(6)当社⼜は第三者の知的財産権、名誉権、プライバシー権、肖像権その他法令上⼜は契約
上の権利を侵害する⾏為 
(7)本サービス上のコンテンツを複製、販売、出版、貸与、公衆送信、改変、翻案等を⾏う
⾏為。但し、当社が個別に承諾する場合や、アーティストに帰属するコンテンツについてア
ーティスト⾃⾝が明⽰的にこれを承諾している場合を除きます。 
(8)異性交際を求めるものや異性交際の求めに応じる等の表⽰、書込み、発⾔等を⾏う⾏為 
(9)本サイト外の取引に誘導する⾏為 
(10)ウィルス、マルウェア等によって、本サービス、会員、当社、他のアーティスト、その
他の第三者に対して悪影響を及ぼす⾏為 
(11)当社が保有⼜は利⽤するサーバーに過度の負荷をかける⾏為 
(12)本サイトに関連するシステムやソフトウェアのセキュリティホールやエラー、バグ等を
利⽤する⾏為 
(13)当社が提供するアプリケーション、当社が保有するサーバー及びこれらが⽣成する情



報、通信内容等の不正アクセス、解読、解析、逆コンパイル、逆アセンブル⼜はリバースエ
ンジニアリングを⾏う⾏為 
(14)無限連鎖講(ねずみ講)、ネットワークビジネス関連の連鎖販売業の斡旋・勧誘⾏為、⼜
は、これらに類する情報を発信する等の⾏為 
(15)他の会員若しくはアーティストの個⼈情報⼜は登録情報を違法、不適切に収集、開⽰し、
利⽤する⾏為 
(16)他の会員⼜はアーティストの ID、パスワード等を⼊⼿しようとする⾏為 
(17)カードを投機⽬的で購⼊する⾏為 
(18)本サービスにおいて明⽰的に許諾された⽅法以外の⽅法により、⾃⼰⼜は他の会員の個
⼈情報(本名、住所、電話番号、メールアドレスその他の連絡先を含みます。)を配信する⾏
為 
(19)反社会的勢⼒等への利益供与⾏為 
(20)公序良俗に反する⾏為 
(21)法令に違反するもの⼜は違反する⾏為を助⻑する⾏為 
(22)その他当社が不適当と判断する⾏為 
2．当社は、会員によって本サービスへ送信された情報が本規約に違反する場合その他当社
が不適当と判断した場合には、当該情報を削除することができるものとします。 
3．当社は、会員によって本サービスへ送信された情報について、本サービスの宣伝、運営
等の⽬的で⾃由に利⽤することができるものとし、会員はかかる利⽤のために必要となる
⼀切の権利を許諾するものとします。なお当該情報に含まれる著作権については、会員から
当社に譲渡されるものではありません。また、会員は、当該情報について、著作者⼈格権を
⾏使しないものとします。 
 
第８条 個⼈情報について 
当社は、会員の個⼈情報を当社が別途定めるプライバシーポリシーに従って取り扱います。 
 
第 9 条 会員規約の違反等における措置 
会員が以下の各号のいずれかに該当するものと当社が判断した場合、当社は当該会員の会
員資格の取り消し、本サービスの利⽤停⽌、本サイトへのアクセス拒否等の措置を事前の通
知なく⾏うことができるものとします。なお、当社の措置により会員に損害が⽣じても、当
社は、⼀切責任を負いません。会員は、当該措置について、当社に対して、訴訟、損害賠償、
その他いかなる法的措置も⾏わないものとします。 
(1)法令（法律・命令の他、条例・規則等も含みます。）、本規約⼜は個別規約に違反した場
合⼜は違反するおそれが⾼い場合 
(2)前号に定める他、本サービス、ファンコミュニティ、各ファンコミュニティの運営に必
要なガイドライン等の規定を遵守しない場合 



(3)会員が登録した情報が虚偽の情報である場合 
(4)重複した会員登録があった場合 
(5)当社、他の会員⼜は第三者に対し、善意・悪意、過失・無過失に関わらず、トラブルを
起こした場合 
(6)当社、他の会員⼜は第三者に対し、善意・悪意、過失・無過失に関わらず、迷惑となる
場合 
(7)会員が反社会的勢⼒等に該当することが判明した場合⼜は反社会的勢⼒等に協⼒する等、
関与していたことが判明した場合 
(8)会員が予め当社に提供した連絡先について連絡が取れなくなり、当社が連絡を試みたに
もかかわらず、14 ⽇以上会員からの応答がない場合⼜は本サービスを利⽤せずに１年以上
が経過した場合 
(9)営業上その他の理由により、当社によるサービス停⽌・中断が必要な場合 
(10)当社がネットワーク、サーバー、システム等の保守を⾏う場合 
(11)天災地変、停電、第三者の運営するネットワークシステムの障害による通信機能の不全、
法令等の制定改廃、その他やむを得ない事情により、本サービスの提供ができない場合 
(12)その他本サービスの運営にとって⽀障がある場合 
 
第 10条 本サービスの利⽤環境の整備 
1. 会員は、本サービスを利⽤するために必要な機器、ソフトウェア、通信⼿段その他の利
⽤環境を、全て⾃⼰の費⽤と責任において整備するものとします。 
2. 会員は、⾃⼰の利⽤環境について、コンピュータウィルス感染の防⽌、不正アクセスの
防⽌、情報漏洩の防⽌その他のセキュリティ対策を、⾃⼰の費⽤と責任において整備するも
のとします。 
 
第 11 条 メンバーへの加⼊ 
1．会員は、本サービス内の各ファンコミュニティに記載のメンバー加⼊ページを参照の上、
会員費⽤、利⽤条件、提供される情報やサービス等の内容を理解した上で、当社所定の⽅法
により、メンバーへの加⼊申込みを⾏うことができます。 
2．メンバーへの加⼊⼿続が完了した時点をもって、会員とアーティストの間で、メンバー
に関する利⽤契約が成⽴するものとします。なお、加⼊申込みが承認されるか否かは、アー
ティストの裁量によるものとし、当社は何ら関与せず、⼀切の責任を負いません。 
3．会員によるメンバーへの加⼊は、1 ヶ⽉毎に有効に継続されます。会員がメンバーの退
出を申し出る、⼜はアカウント若しくは本サービスが本規約に従い別途停⽌若しくは中⽌
されない限りにおいては、メンバーへの加⼊は１ヶ⽉単位で⾃動的に継続するものとしま
す。 
 



第 12 条 ファンコミュニティの運営・管理 
1．ファンコミュニティの運営は、全て当該ファンコミュニティを設⽴したアーティストが
⾏います。ファンコミュニティにおいて提供される情報やサービス等の提供等に関する事
項の決定、変更、運⽤等の管理は全てアーティストが⾃⼰の責任及び判断において⾏うもの
とします。これらの事項について⽣じるトラブル、 クレーム、紛争等は全てアーティスト
と会員との間で解決するものとします。 
2．会員は、各アーティストのファンコミュニティにおいて、各アーティストが販売してい
るカードを購⼊することができます。なお、カードは、有価証券、前払式⽀払⼿段、法定通
貨及び暗号資産のいずれにも該当しません。 
3．カードの使⽤⽅法、使⽤条件等については、全て各アーティストが管理するものとし、
会員はこれに異議を述べないものとします。 
4．当社は、ファンコミュニティの管理、運営及びこれにより会員に⽣じる損害について⼀
切責任を負いません。 
 
第 13 条 ファンコミュニティの退出 
1．会員は、当社の定める⼿続によりファンコミュニティからいつでも退出することができ
ます。 
2．アーティストは、⾃⼰が運営するファンコミュニティの会員が、本規約、個別規約⼜は
アーティストが⾃ら設定し開⽰する条件に違反する場合には、当該会員をファンコミュニ
ティから強制的に退出させることができるものとし、会員はこれを予め承諾します。その際、
退出の判断はアーティストの責任において⾏うものとし、当社はこれに⼀切関知しません。
ファンコミュニティの退出に関するトラブル、クレーム、紛争等は全てアーティストと会員
との間で解決するものとし、当社はこれにより⽣じた損害について⼀切責任を負いません。 
3．前項の定めにかかわらず、当社は、以下の場合においては、ファンコミュニティを消滅
させる権限を有するものとします。この場合、当該ファンコミュニティに所属する会員は、
ファンコミュニティの消滅時点をもってファンコミュニティを退出したものとみなされま
す。 
(1)当該ファンコミュニティの管理・運営が著しく不適切である場合及び本規約⼜は個別規
約の違反する⾏為が⾏われていた場合 
(2)当該ファンコミュニティを運営するアーティストが当社との間の本サービスに関する契
約が終了した場合 
(3)当該ファンコミュニティを運営するアーティストが当社との間で締結した契約に違反し
た場合 
(4)その他当該ファンコミュニティを維持することが不適切と当社が判断した場合 
4．当社は、会員がファンコミュニティを退出した場合でも、当社が受領した⽉額利⽤料等
（以下に定義します。）及び有料コンテンツの料⾦を返還しないものとします。 



 
第 14 条 料⾦請求 
1．会員は、ファンコミュニティが定めるメンバー⽉額利⽤料⾦、追加サービスに係る料⾦
及びこれに適⽤される各種税⾦（以下「⽉額利⽤料等」といいます。）をアーティストに⽀
払います。 
2．会員は、メンバー⽉額利⽤料⾦等の⽀払いについて、当社がアーティストに代わって会
員に請求することを承諾します。別途の当社からの通知がない限り、アーティストが直接に
請求することはありません。 
3．会員は、会員から申し出て当社によって承諾されたクレジットカードその他の継続的な
課⾦が可能な⽀払⽅法(以下｢本⽀払⽅法｣といいます。)により、⽉額利⽤料等を⽀払います。
なお、本⽀払⽅法の利⽤にあたって、会員は以下の事項を予め同意するものとします。 
(1)メンバーから退出を⾏わない限り、当社に対し本⽀払⽅法にて継続して⽉額利⽤料等の
⽀払を⾏うこと。なお、当社は、アーティストより、アーティストに代わって会員から⽉額
利⽤料等を受領する権限を付与されています。 
(2)当初登録した本⽀払⽅法の内容（クレジットカードの番号・有効期限等）に変更があっ
た場合、⼜は別の⽀払⽅法へ変更する場合、遅滞なくその旨を登録すること。 
(3)当初登録したカード番号・有効期限が更新されたり、クレジットカードが再発⾏された
りしたときは、クレジットカードの発⾏会社が把握する更新後⼜は再発⾏後の本⽀払⽅法
により⽉額利⽤料等の⽀払を⾏うこと。 
4．本規約において、｢料⾦請求｣とは、会員の本⽀払⽅法に対して請求⼜は引き落としをさ
せていただくことを意味します。⽉額利⽤料等は、メンバーへの加⼊時⼜は追加サービス購
⼊時から発⽣するものとし、⽉額利⽤料等については、それ以後、会員がメンバーへの加⼊
をキャンセルし、メンバーから退出し、会員資格を喪失し、⼜はアカウント若しくは本サー
ビスが別途本規約に従って停⽌若しくは中⽌されない限り、⽉次の更新の際に料⾦請求さ
せていただきます。 
5．当社は、毎⽉、会員の加⼊開始に対応する暦⽇（但し、加⼊開始⽇が 31 ⽇ であるなど、
当該対応⽇が特定の⽉に含まれないときは、当該⽉の末⽇とします。）に、当該⽉の会員に
よる利⽤状況に応じて、会員の本⽀払⽅法に対して⾃動的に請求いたします。但し、会員が、
会員の本⽀払⽅法を変更した場合、かかる変更の結果、会員への請求⽇が変更されることが
あります。会員は、料⾦の割引や、会員の加⼊プランの変更及び適⽤される税⾦の変更によ
り、請求⾦額が毎⽉異なることがあること、並びに、かかる⾦額を会員の本⽀払⽅法に請求
することにつき、予め承諾するものとします。翌⽉の料⾦請求を⽌めるためには、会員は、
⽉次の更新がなされる前にメンバーから退出する必要があります。当社は、⽉額利⽤料等を、
会員が登録⼿続に際してご登録の本⽀払⽅法に対して請求いたします。会員がメンバーを
退出した場合は、⽉額利⽤料等の返⾦はいたしませんが、当該⽉の残りの期間中は継続して
ファンコミュニティのメンバー専⽤コンテンツにアクセスすることができます。 



6．会員は、原則として、⽉額利⽤料等をアーティストに直接⽀払ってはいけません。会員
が⽉額利⽤料等をアーティストに⽀払った場合も、当社に対する⽉額利⽤料等の⽀払義務
を免れるものではありません。 
7．全ての料⾦及び⼿数料は返⾦できません。当社は、本サービスが技術的問題により 14 ⽇
以上の期間にわたり利⽤できなかった場合等、当社が適当であると判断した場合には、当該
不使⽤による影響を受けた加⼊者に対して 優待、特典等（以下「優待等」といいます。）を
提供することがあります。かかる優待等の⾦額及び形式、並びにそれらの提供の決定は、当
社の単独かつ絶対的裁量によるものであり、ある場合に優待等の提供があったとしても、将
来、同様⼜は異なる状況において優待等を受ける権利が付与されるというわけではありま
せん。 
8．会員は、⽉額料⾦等の⽀払いを遅滞した場合、⽀払義務のある全ての⾦額及び当該⾦額
の回収に関連して当社に発⽣した全ての費⽤(回収代⾏業者の⼿数料、合理的範囲の弁護⼠
報酬及び仲裁若しくは訴訟の費⽤を含みますがこれらに限定されません。)に関して当社に
⽀払う義務を負うこととなります。 
 
第 15 条 権利の帰属 
1．当社が本サービスに関連して掲載⼜は提供を⾏うコンテンツ及びソフトウェア等につい
ては、その種類・性質を問わず、当社⼜は当社の指定する第三者に⼀切の権利が帰属するも
のとし、当社は、会員に対し、当社⼜は第三者が有する知的財産権の実施⼜は使⽤許諾をす
るものではありません。 
2．会員は、本サービスにおいて配信されるコンテンツを複製（私的使⽤のための複製を除
きます。）、翻案、公衆送信、その他の⽅法により利⽤してはならないものとします。 但し、
アーティストが掲載⼜は提供を⾏うコンテンツであって、当該アーティストが明⽰的に利
⽤を許諾しているものについて、当該許諾の条件に従い利⽤する場合を除きます。 
 
第 16 条 サービスの変更・中断・終了 
1．当社は、当社が必要と判断した場合⼜は以下の各号に該当する場合には、本サービスの
機能を追加、変更し、⼜は、サービスの全部⼜は⼀部の提供を中断、終了させることができ
るものとします。 
(1)本サービスに著しい負荷や障害が与えられることによって正常なサービスを提供するこ
とが困難である場合、⼜は困難であると当社が判断したとき 
(2)本サービスに関するデータの改ざん、ハッキング等本サービスを提供することにより、
会員⼜は第三者等が著しい損害を受ける可能性を当社が認知したとき 
(3)本サービスを提供するために必要なシステムのメンテナンス、電気通信設備の保守上⼜
は⼯事上やむを得ないとき、⼜やむを得ない障害が発⽣したとき 
(4)電気通信事業者⼜は国内外の電気通信事業体による電気通信サービス、電⼒会社による



電⼒供給サービス、その他の公共サービスの提供が停⽌されることで、本サービスの提供が
困難になったとき 
(5)天災等の不可抗⼒により本サービスの提供が困難なとき 
2．当社は、当社が必要と判断した場合には、各⽀援コミュニティにつき、機能の制限、停
⽌、中断、削除等を⾏うことができるものとします。 
3．当社は、当社が必要と判断した場合には、特定の会員について、アカウントを制限・中
断・終了させることができるものとします。 
4．当社は、1 ヶ⽉前にアーティスト及び会員に通知することにより、本サービスを廃⽌す
ることができるものとします。 
5．当社は、本条に基づく本サービスの変更、中断⼜は終了等により発⽣するいかなる損害
についても⼀切の責任を負わないものとします。 
 
第 17 条 会員の責任 
会員は、本規約に違反した場合、当該違反により損害を被った当社、アーティスト、他の会
員その他の第三者に対し、当該損害（弁護⼠等専⾨家費⽤及び当社において対応に要した⼈
件費相当額を含みます。）を賠償する責任を負います。 
 
第 18 条 当社の責任 
1．当社は、本サービスの内容、並びに会員が本サービスを通じて⼊⼿したコンテンツ及び
情報等について、その完全性、正確性、確実性、有⽤性、適法性等につき、いかなる責任も
負わないものとします。会員は⾃らの責任に基づいて本サービスを利⽤するものとし、当社
は本サービスにおける他の会員及びアーティストの⼀切の作為⼜は不作為について何らの
責任を負いません。 
2．当社は、会員が保有するカードに関して、アーティストが何らかのサービスを提供する
ことを何ら保証するものではありません。また、アーティストによって提供されるサービス
の品質等についても何ら保証するものではありません。 
3．会員は法律の範囲内で本サービスをご利⽤ください。本サービスの利⽤に関連して会員
が⽇本⼜は外国の法律に触れた場合でも、当社は⼀切責任を負いません。 
4．当社は、本規約において明⽰的に規定する場合を除き、本サービスの提供、ファンコミ
ュニティの運営、利⽤に関連し、⼀切の責任を負いません。当社は、第 12 条に定める場合
を含み、会員同⼠、アーティスト若しくはその他の第三者との間で発⽣した⼀切のトラブル
について、関知しません。これらのトラブルについては、当事者間で話し合い、訴訟などに
より解決するものとし、当社は⼀切の責任を負わないものとします。 
5．前各項及び本規約の他の定めにかかわらず、消費者契約法の適⽤その他の理由により当
社が会員に対し損害賠償責任を負う場合であっても、当社の損害賠償責任は、当社の故意⼜
は重⼤な過失により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、損害額は 1万円を上限とします。 
 
第 19 条 登録事項の変更 
会員は、メールアドレス等の登録事項に変更があった場合、速やかに当社の定める⼿続によ
り当社に届け出るものとします。この届出のない場合、当社は、登録事項の変更のないもの
として取り扱うことができるものとします。会員は、登録事項を変更したことを当社に届け
出なかった場合、本サービスを利⽤できなくなることがあります。 
 
第 20条 当社からの通知 
当社からの通知は、当社に登録されたメールアドレスにメールへの送信、当社が提供するア
プリケーションの機能を⽤いた通知、本サイトへの掲載その他当社が適当と認める⽅法に
より⾏うものとし、メール⼜はアプリケーションによる通知等が通常到達すべきときに当
該通知は到達したものとみなします。 
 
第 21 条 再委託 
当社は、本サービスの提供⼜は関連事業の実施に関して必要となる業務の全部⼜は⼀部を
当社の判断にて第三者に再委託することができるものとします。 
 
第 22 条 本サービスからの退会 
1．会員は、当社の定める⼿続により退会することができます。 
2．会員は退会にあたり、当社に対して負っている債務がある場合、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い
を⾏わなければなりません。 
3．会員は、本サービス退会後も、当社及びその他の第三者に対する本サービスに関する⼀
切の義務及び債務 （損害賠償を含みますが、これに限りません。）を免れるものではありま
せん。 
4．当社は、会員が退会した場合も当社が受領した⽉額利⽤料等及び有料コンテンツの料⾦
を返還しないものとします。 
5．当社は、会員が本サービスを退会した後も、当該会員が当社に提供した情報等を保有・
利⽤することができるものとします。 
6．退会後、会員が再度本サービスの登録を希望する際は、再度登録⼿続を⾏う必要があり
ます。会員は再度の登録⼿続後、退会前のデータが引き継がれないことを予め承諾するもの
とします。 
 
第 23 条 譲渡禁⽌ 
会員は、当社の書⾯による事前の承諾なく、本規約に基づく契約上の地位⼜は権利義務を、



第三者に対し、譲渡、貸与、担保権の設定、その他の処分をすることはできません。 
 
第 24 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、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、当該無効⼜は執⾏不能と判断された条項⼜は部分
（以下「無効等部分」といいます。）以外の部分は、継続して完全に効⼒を有するものとし
ます。当社及び会員は、無効等部分を適法とし、執⾏⼒をもたせるために必要な範囲で修正
し、無効等部分の趣旨及び法律的・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。 
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 25 条 準拠法 
本サービスその他の本規約に関する準拠法は⽇本法とします。 
 
第 26 条 管轄裁判所 
本サービスに関し、会員と当社との間で訴訟が⽣じた場合、東京地⽅裁判所を第１審の専属
的合意管轄裁判所とします。 
 
以上 
2019 年 9 ⽉ 1 ⽇改定 
2019 年 4 ⽉ 8 ⽇改定 
2018 年 12 ⽉ 24 ⽇制定 
 


