
「W Complex」利用規約（運営会社：WM&Creators株式会社） 

本規約は、WM&Creators株式会社（以下「当社」といいます）の運営する「W Complex」（以下、「当施設」

といいます）において提供される本サービスを利用する会員すべてに適用されます。 

本サービスの利用に際しては、本規約への同意を必要とします。ご利用の前に、必ず本規約の全文を

お読みください。 

【用語の定義】 

本規約における用語の定義は以下のとおりとなります。 

1. 当施設：当社が会員及び登録ユーザーに提供するシェアオフィス及び当施設内に備えた設備等を意

味します。 

2. 本サービス：当社が「W Complex」という名称で提供する、当社所有の空間を提供するサービスを意

味します。 

3. 利用希望者：当社が本規約の定めによる本サービスの利用を希望し登録申請を行う法人、個人事業

主または団体等をいいます。 

4. 登録ユーザー：第２条（登録）に基づいて本サービスの利用者としての登録がなされた法人、個人事

業主または団体等をさし、当施設の利用会員となります。 

5. 利用料等：初期設定費用、当施設の利用に関する月額利用料、オプションサービスの料金、その他

当社所定の本サービスの対価をいいます。 

6. サービス利用契約：会員と弊社の間に成立した当施設利用にかかる契約をいいます。 

第1条（審査） 

1. 本サービスをご利用いただくには、必ず会員の審査をおこなうものとします。 

2. 本サービスの利用希望者は、審査に必要な以下の情報を当社の定める方法で提出することで、入会

の申請を行うことができます。利用希望者はあらかじめこれに同意するものとします。 

（個人の場合） 

（１）氏名　（２）生年月日　（３）電話番号　（４）メールアドレス　（５）現住所　（６）決済に必要な情報　

（７）利用目的 

（個人事業主、法人、団体の場合） 

（１）社名（屋号）　（２）業務内容　（３）登録者氏名　（４）電話番号　⑤メールアドレス　（６）オフィス所

在地　（７）登録者の現住所　（８）決済に必要な情報 

3. 前項の審査において、当社は利用希望者の業績や業務内容を知るために、追加の資料提出をお願

いする場合があります。 

第2条（登録） 

1. 本サービスの登録ユーザーとなる方は、当社指定のフォームの入力事項に必要な情報を入力し、登

録申請を行い、当社の承認を得た上で所定の入会金等を納入するものとします。 

2. 登録ユーザーとなる方は登録内容が正確であることを保証するものとします。 

3. 本サービスの登録資格を有する方は、以下の各号を全て満たす方とします。ただし、前項の登録事

項の全部、または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合、その他当社が本サービスの

ご利用に相応しくないと判断した場合には、登録及び再登録を拒否することがあります。また、その

理由について一切開示義務を負いません。 

（１）本規約を承認し、諸規則を遵守する方　 

（２）宗教活動目的でない方 



（３）暴力団・暴力団員その他これに準ずる者等反社会的勢力でない方。また、将来にわたりこれに

該当しないことを保証する方。 

（４）過去に当社との契約に違反していない方。（その関係者も含む） 

4. 当社は、当社の基準に従って、第1条ないし第２条に基づき登録申請を行った利用希望者の登録の

可否を判断し、当社が登録を認める場合にはその旨を利用希望者に通知します。登録ユーザーとし

ての登録は、当社が本項の通知を行ったことをもって完了したものとします。 

5. 前項に定める登録の完了時に、サービス利用契約が登録ユーザーと当社の間に成立し、登録ユー

ザーとして本サービスを本規約に従い利用する権利をもちます。ただし、登録ユーザーが法人の場

合、利用できるのはその法人が指定した個人1名のみとなります。登録ユーザーの追加を希望する

場合、第10条に規定されたオプションの申し込みが必要です。 

6. 本サービスの登録ユーザーとなる方の年齢が14歳未満である場合、当施設の使用には必ず法定代

理人の同伴を必要とすることを、利用希望者及び法定代理人はあらかじめ同意するものとします。 

第3条（登録内容の変更） 

1. 登録ユーザーは、商号、氏名、現住所、電話番号、メールアドレス等の登録事項に変更があった場

合、当社の定める方法によりその変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。 

2. 前項の届出を怠ったことにより、登録ユーザーに何らかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責

任を負いません。 

第4条（メールアドレス、ID、パスワードのユーザーの管理） 

1. 本サービスは、他社の提供する様々なサービスを使用しており、その中にはメールアドレス・ID・パス

ワードを使用するものを含みます。登録ユーザーは、自己の責任において、本サービスにで使用する

メールアドレス・ID・パスワードを適切に管理及び保管するものとします。   

2. ID・パスワードは1名のみ使用可能です。これは登録ユーザーが法人である場合も例外ではありませ

ん。複数の人がID・パスワードを共有することは禁止しています。 

3. 登録ユーザーのメールアドレス、ID、またはパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用

等によって生じた損害に関する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。  

第5条（個人情報の取扱い） 

1. 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、別途当社「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

を取り扱うことについて同意するものとします。  

2. 第１条、第2条について、登録希望者および登録ユーザーにご提出いただく個人情報については、プ

ライバシーポリシーに従って管理されます。登録希望者は本項にご同意いただいた上で審査へのご

提出をお願いします。 

第6条（利用料金） 

1. 登録ユーザーは本サービス利用の対価として、別途当社が定めた利用料金を、当社が指定する方

法により支払うものとします。 

2. 本サービスのご利用料金は当施設のホームページで定める通りです。 

3. 毎月の利用料金は月会費として、毎月26日にクレジットカードまたは口座振替にて当社へ支払うこと

とします。入会時の初期費用についてはクレジットカードまたはコンビニ決済をお選びいただけます。 

4. 登録初月の月会費については日割り計算を行います。翌月以降に発生する月会費については日割

り計算は行いません。 



5. 月会費以外での当施設のご利用料金については、現金、クレジットカード、口座振替いずれかで支払

うこととします。 

6. 利用開始時以降は、登録ユーザーが自主的に退会、または当社が登録の抹消をしない限り、原則と

して毎月自動的に、登録の際に指定した方法で決済されるものとします。 

7. 登録ユーザーは、消費税率が変更になった場合、その税率が施行される時から自動的に当該変更

後の税率に従って、サービス利用契約において定める料金に係る消費税及び地方消費税が変更さ

れることに、予め同意するものとします。   

第7条（料金の改定） 

当社は第６条に基づく料金を変更できるものとします。その際、会員への事前告知なしに当施設ホーム

ページ等への表記のみにより変更する場合があるものとします。 

第8条（遅延損害金） 

登録ユーザーが利用料金の支払いを遅滞した場合、当社は登録ユーザーに対し、年14.6%の割合によ

る遅延損害金を請求することができるものとします。 

第9条（契約期間） 

1. 登録ユーザーは、入会時より3か月までを最低利用期間と定めます。もし登録ユーザーが入会時より

3カ月以内に退会する場合は、入会して3カ月までにかかる利用料金で当社に対し登録ユーザーが支

払っていない金額の合計（消費税を含む）を、その登録ユーザーが退会する日までに当社に支払うも

のとします。 

2. 利用規約に定める手続きに従い退会手続きまたは契約種別変更の手続きを行わない限り、契約は

同一内容にて更に1ヶ月間自動的に更新されるものとし、その後も同様となります。 

第10条（オプションサービス） 

1. 登録ユーザーは、当社の指定する方法により追加登録を行い、オプションサービスを利用することが

できます。本サービスご利用中に追加登録・登録の解除を行う場合は毎月10日までに、当社へ書面

にてお申し出ください。 

2. サービス名用詳細及び料金等については、当社ホームページの該当ページをご覧ください。 

3. 登録ユーザーが退会する場合、その退会する日に登録ユーザーが利用しているオプションプランに

ついても解約されるものとします。 

（１）ユーザー登録の追加 

（１）－１.登録ユーザーは、オプションサービスの追加登録を行うことで、本サービスを使用できる登

録ユーザーを追加することができます。追加の登録ユーザーについては入会金等初期費用が免除と

なります。 

（登録ユーザーが個人の場合） 

　登録ユーザーを代表者とします。 

（登録ユーザーが法人の場合） 

　追加される登録ユーザーが利用を開始する１週間前までに、本サービス利用についての代表者を

選任し、その代表者の氏名及び連絡先を書面により当社に通知ください。 



（１）－２.登録ユーザーは、この代表者に変更が生じた場合、速やかに当社に通知ください。この通知

を行わなかったことにより登録ユーザーが損害を被った場合、当社は一切の責任を負わないものとし

ます。 

（１）－３.本条における代表者は、第1項において追加された登録ユーザーに対し、サービス利用契約

の内容を周知させ、規則を守るよう指導をする責任を負うものとします。 

（２）法人登記 

（２）－１.登録ユーザーは、当社の指定する方法により、当社の指定する住所で法人登記を行うことが

できます。 

（２）ー2. 法人登記オプションを利用中であっても、当社が当施設での法人登記が不適当であると判断

した場合には事前告知なく契約解除できるものとします。 

（２）－３.当施設に法人登記をしている登録ユーザーについては、郵便物転送サービスがご利用いた

だけます。到着した登録ユーザーの郵便物・宅配物は当社が代理受領し、当社で定める方針に従い

保管・転送します。 

（２）－４.当社の代理受領では、料金の支払いを必要とする郵便物・宅配物は承ることはできません。

また、生鮮食品など郵便物・宅配物の内容によっては代理受領を拒否する場合があります。 

（２）－５.法人登記をした登録ユーザーは、退会期日前に住所移転登記を完了しなければならないも

のとし、移転登記手続きが完了するまで退会できないものとします。 

（３）専用電話番号の利用 

登録ユーザーはご希望により専用電話番号の利用が可能です。利用希望者はサービス内容詳細及

び料金等について、当社担当者へお問合せください。 

（４）ロッカー利用 

（４）－１.登録ユーザーは、オプションサービスの追加登録を行うことで、1階に設置された貸ロッカーを

利用することが可能になります。 

（４）－２. ご契約月の間は利用の有無に関わらず、ロッカー利用オプションの解約もしくは退会の手続

が完了するまでは月額利用料は自動的に発生するものとします。 

（４）－３.  ロッカー利用オプションの解約月もしくは当サービス契約解除日を過ぎても荷物を撤去され

ない場合、その翌日をもって荷物を処分致します。 

（４）－４. 次の各号に該当する場合、当社にて保管・管理している鍵により、ロッカーを開きロッカー内

の私物を確認・処分し、契約を取り消す場合があります。 

　  (一)  本規約に違反した場合 

 　 (二)  利用料金を滞納した場合 

 　 (三)  利用に適さないと当社で判断した場合 

（４）－５.利用会員の不注意により、ロッカー本体・他の登録ユーザーの保管物に損害を与えた場合、

登録ユーザーに修理代金及び弁償金をお支払い頂くものとします。 

（４）－６.ロッカーの鍵は、登録ユーザーに管理していただきます。万が一鍵を紛失した場合は、登録

ユーザーに修理代金及び弁償金を請求させていただきます。 

（４）ー７.以下の各号に該当する行為は禁止しています。 

　 (一)    ロッカー内に入り切らないもの、可燃性のもの、生物、生鮮食料品、臭気を発する物、不潔な

物をロッカーにしまうこと 

　 (二)  貸しロッカーを第三者へ転賃すること 



第11条（利用時間） 

1. 本施設は登録ユーザーとその当日の同伴者（以下「ゲスト」と言います）が24時間365日ご利用いただ

けます。ただし、当社の判断により、ご利用可能日時が変更となる場合がございます。 

2. 2階の利用については、登録ユーザー本人が当社の指定する予約方法で事前にお申し込みくださ

い。 

第12条（当施設のご利用について） 

本施設および本サービスの利用については、以下を遵守してください。 

1. 2階の利用時間を厳守すること 

2. 各階利用後は、利用前の状態に戻すこと 

3. 当施設内に登録ユーザーではないゲストを招き入れる場合、登録ユーザーは必ず当施設内に常駐

すること 

4. 安全の為に非常時に備えて非常口、防災設備の位置や利用方法等を予め熟知しておくこと。 

5. お子様連れで利用する場合は騒音や器物破損等にじゅうぶん注意すること（他のユーザーのご迷惑

になる行為が見受けられた場合は、退室をお願いする場合があります） 

6. 当施設内設置のゴミ箱利用は、当スペース内で出たゴミのみとすること（イベント等で発生した大量の

ごみはお持ち帰りください） 

7. 共有スペースにおいて携帯電話等を利用して通話をする際は、周囲に配慮して行うこと 

8. 空調の調整を行う場合は周囲に配慮して行うこと 

9. 当施設で工作作業をする場合は、周囲に配慮して行うこと 

第13条（禁止事項） 

本施設および本サービスの利用において、以下（またはそれを疑われる行為）は一切禁止とします。 

1. 法令に違反する行為、犯罪行為、詐欺行為、暴力行為、反社会的行為及びそれらの活動、またはそ

れを脅迫すること 

2. 当施設内において宗教、政治、ネットワークビジネス等の勧誘行為、集会行為をすること 

3. アダルト、出会い系等、未成年や青少年に有害な情報を発信する事業を行うこと 

4. 当社に許可なく、当施設の認められていない場所で作業やイベント開催（撮影、テープや釘を使って

の壁面掲示、印刷物の配布、募金行為、販売行為、各種勧誘等）をすること 

5. 第三者になりすますこと 

6. 酩酊・泥酔状態で当施設を利用すること 

7. 当施設を宿泊施設として利用すること 

8. 喫煙及び火気を使用すること 

9. ペットを同伴させること（身体障害者補助犬法に定められた、介助犬、聴導犬、盲導犬をのぞく） 

10.本サービスで提供するWi-Fiを使用して、過度に高負荷な通信を行うこと   

11.本施設内のIT機器、ネットワーク機器、当社ウェブサイトに関する設定情報を改ざんする行為 

12.音、振動、臭気の発生等により、周囲に迷惑を及ぼすこと 

13.器物や施設を損壊する恐れのある私物、危険物の持ち込みをすること 

14.当社の社員、他の登録ユーザー、またはその他第三者に対し、セクシャルハラスメント・パワーハラ

スメント・ストーカー等の迷惑行為をすること 

15.本サービスの登録及び利用によって知りえた個人情報を漏洩すること 

16.その他、当社が風紀を乱すまたは運営を妨害するおそれのある不適切と判断する行為をすること 



第14条(当社の管理権限) 

1. 当社の社員は、平常時において本施設全フロアに出入りできる権限を持ちます。 

2. 当社は、その裁量により、当施設のレイアウト及び設備等を変更することができます。 

3. 当施設は防犯上、防災上、法令上及び風紀上の理由から、防犯カメラにより常時監視が行われてい

ます。当社は登録ユーザーから要請があった場合、当社が緊急を要すると判断した場合、または登

録ユーザーが第13条にかかげる禁止事項を行っていると当社が判断した場合において、カギを開け

て施設内の全ての場所に立ち入ることができ、登録ユーザーはあらかじめこのことに同意するものと

します。 

4. 本規約に反すると当社が判断した場合は、登録ユーザーまたはゲストが当施設を利用中であって

も、その利用を中止できるものとします。 

5. 当社は、本条件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15条(免責事項） 

1. 当社は、本サービス（当施設内の設備を含む）が登録ユーザー又は利用会員の特定の目的に適合

すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、登録ユーザー又は利用会員に

よる本サービスの利用が登録ユーザー又は利用会員に適用のある法令または業界団体の内部規

則等に適合すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。 

2. 当社は当社の全部または一部の清掃・保守・点検のため、当該作業の間、当施設の利用を延期また

はお断りさせていただくことができるものとし、その場合に登録ユーザーまたは第3者が被った損害に

ついては、当社は一切その責任を負わないものとします。 

3. 次に掲げる事項により登録ユーザーおよびゲストが被った損害について、当社は、当社に故意又は

重大な過失がある場合を除き、一切関与せずまたその責を負いません。 

（１）本サービスまたは当社ウェブサイトに関連して登録ユーザーまたはゲストが、他の登録ユーザー

その他の第三者との間で生じさせた取引、連絡、紛争等 

（２）天変地異、関係各省庁からの指導、その他、当社の責に帰さない事由により本サービスの利用

が中止された場合 

（３）ITインフラ等通信設備機器その他設備機器の損壊、故障またはシステム上のトラブルによる損

害 

（４）本サービスまたは当社ウェブサイトに関連して連携している、決済システム、各種SNSのサービ

ス、サーバーリソース等の提供サービス元における障害等の問題に起因する登録ユーザーおよびゲ

ストに生じた損害 

（５）登録ユーザーおよびゲストが本サービス利用中に送信したメッセージまたは情報の削除または

消失、本サービスの利用による登録データの消失 

（６）登録ユーザーまたはゲストが当施設に持ち込んだ物(貴重品や、当社が設置するロッカー内にあ

る物品を含む)等の盗難、破損事故 

（７）施設等の利用に伴う人身事故 

（８）郵便物転送サービスをご利用の場合、郵便物は善良なる管理者の注意をもって扱いますが、万

が一郵便物の紛失または郵便物に損傷があった場合 

（９）通信障害等により電話・FAX等通信設備が不通となった場合 

（10）他の登録ユーザー及びゲストにより、当施設の席が満席となった場合 

4. 何らかの理由により当社が責任を負う場合であっても、当社は過去12ヶ月間に登録ユーザーが当社

に支払った対価の金額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接的損害、

特別損害、将来の損害及び逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとしま

す。 



第16条(損害賠償） 

1. 登録ユーザーまたはゲストが当施設内外の建造物、設備、什器、備品等を毀損、汚損、紛失させた

場合には、その損害について登録ユーザーに全額賠償請求いたします。 

2. 登録ユーザーが本規約に違反する等、登録ユーザーの行為に起因して当社に損害（登録ユーザー

の行為が原因で生じたクレームなどを含みます）が発生した場合、当社から該当登録ユーザーに対

し、当社が支払った弁護士費用を含む当該損害の全額を賠償請求できるものとします。 

第17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

スの全部または一部の提供を停止また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・システムの点検または保守作業を緊急に行う場合 

(2) 行政指導､法令の定め等の事由により､営業を行う事ができないと当社が判断したとき   

(3) 地震、落雷、火災、風水害、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)  その他当社が停止または中断を必要と判断した場合 

2. 当社は、前項に基づき当社が行った措置に起因して登録ユーザーまたはゲストに生じた損害につい

て、一切の責任を負いません。 

第18条（登録資格の喪失、解除） 

1. する場合は、事前に通知また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、または登録ユーザーとしての登録を抹消、もしくはサービス利用契約を解除するこ

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 

(2) 登録事項に虚偽の事実があると判明した場合 

(3) 定期決済失敗後に継続利用確認期間を過ぎても決済が完了が確認出来なかった場   

(4) 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、

特別清算開始も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 

(5) 本サービスを退会した場 

(6) 当社からの問い合わせその他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 

(7) 第3条第7項各号に該当する場合 

(8) その他、当社が本サービスの利用、登録ユーザーとしての登録、またはサービス利用規約の継

続を適当でないと判断した場合 

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いを行わなければなり

ません。 

3. 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またはゲスト生じた損害について一切

の責任を負いません。 

4. 登録ユーザーが本サービスを有効期間内に退会、またはユーザー登録を抹消した場合であっても、

当社は、登録ユーザーが支払った利用料金及び購入代金について返金を行わないものとします。 

5. 登録ユーザーが個人の場合において死亡したときには、当然に登録ユーザー資格を失うものとし、そ

の登録ユーザーの資格は承継されません。 

第19条（退会） 

1. 登録ユーザーは、退会希望月の前月末日（その日が土日祝日の場合は前営業日）までに、当社が

指定する退会届を提出することにより、退会希望月の末日をもって、退会することができます。 



2. 退会にあたり、当社に対して負っている債務が有る場合は、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いを行わ

なければなりません。 

3. 登録ユーザー退会後の個人情報の取扱いについては、第５条の規定に従うものとします。 

 

第20条（返金保証） 

本サービスの申込日から30日以内に本サービスに不満があった場合は、当社に解約を申し出ることが

できます。この場合、支払済みの入会金および初月利用料金を返還いたします。 

第21条（本サービスの中断、終了及び利用の制限） 

1. 下記の事由により、当社が事前に告知することなく、やむを得ず一時的に本サービスの中断や利用

制限を行う場合があることを登録ユーザーはあらかじめ承諾したものとします。 

（１）設備の保守、点検、修理などを行う場合 

（２）火災、停電、天変地異、テロ等の事故により本サービスの提供ができなくなった場合 

（３）その他、サービス中断等をせざると得ない場合 

2. 当社の都合により、施設名称、営業時間、内装等本サービスの内容が変更もしくは本サービスの一

部または全部が終了となる可能性があることを、登録ユーザーはあらかじめ承諾したものとします。

なお、この場合、当社は電子メールもしくは当施設ホームページへの掲示等で事前に通知を行うよう

努めます。 

3. 登録ユーザーまたはゲストが当施設を利用中であっても、本サービスの広告宣伝活動のために当社

は取材または撮影等を行うことができるものとします。 

第22条（貸借権の不存在） 

本契約の成立および本サービスの登録は、当施設を利用する権利のみを与えるものであり、建物に対

する貸借権その他利用権を有するものではありません。 

第23条（権利義務の譲渡等禁止） 

1. 登録ユーザーは、本サービス契約により生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡または転

貸することはできません。 

2. 登録ユーザーまたはゲストがこの規約に反し、当施設の権利義務の全部または一部の譲渡あるい

は転貸した場合、当社は登録ユーザー及び利用会員に対し、利用停止の処置をとる場合がありま

す。この場合に生じる登録ユーザー及び利用会員のいかなる損害に対しても、当社は一切の責任を

負いません。 

第24条（サービス利用契約上の地位の譲渡等） 

1. 登録ユーザー及び利用会員は当施設の所有権、賃貸借権、敷地利用権を主張することはできませ

ん。サービス利用契約により法人登記サービスを利用する登録ユーザーについても、同様とします。 

2. 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴いサービス利用規

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及び利用会員の登録事項その他の

顧客情報を当該事業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するものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲

渡のみならず、会社の分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。 



第25条（本規約等の変更） 

1. 当社は、本規約を変更できるものとします。   

2. 当社は、本規約を変更した場合には、登録ユーザー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、登録ユーザー又は利用会員が本サービスを利用した場合または当社の定める期間

内に登録抹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26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又は利用会員から当社に対する連絡または通

知、及び本規約の変更等に関する通知その他当社から登録ユーザー又は利用会員に対する連絡また

は通知は、当社の定める方法で行うものとします。 

第27条（秘密保持） 

1. 登録ユーザーは本サービスに関連して当社が登録ユーザーに対して秘密に取り扱うことを求めて開

示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うも

のとします。 

2. 除外事項 

次の各号に定める情報は、秘密情報から除外します。 

  (1) 開示者から開示を受ける前に、被開示者が正当に保有していたことを証明できる情報 

  (2) 開示者から開示を受ける前に、公知となっていた情報 

  (3) 開示者から開示を受けた後に、被開示者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報 

  (4) 被開示者が、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報 

  (5) 被開示者が、開示された情報によらず独自に開発した情報 

第28条（分離可能性） 

本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不

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また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するものとします。   

第29条（準拠法及び管轄裁判所） 

1. 本規約及びサービス利用規約の準拠法は日本法とします。 

2. 本規約またはサービス利用契約に起因し、または関連する一切の紛争については、東京地方裁判

所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

第30条（協議事項） 

本契約および利用案内等に定めのない事項、並びに疑義の生じた事項については、会員および当社

双方誠意をもって協議解決するものとします。 

2020年3月4日作成 

2021年1月4日改定


