
VILECT by Ameba ビジネスアカウント利用規約 

本規約は、株式会社サイバーエージェント(以下、「当社」といいます)が運営するインター

ネットコマースサービス『VILECT by Ameba （https://ameba-furugiya.com）』(以下、「本

サービス」といいます)を通じて、ビジネス会員（第 1条で定義します）に提供する販売プ

ラットフォームサービスに関して、その諸条件を定めるものです。 

第1条 （定義） 

本規約において使用する用語の定義は、本規約の他の条項で定めるほか、次の各号のとお

りとします。 

1. 「本規約」-- VILECT by Amebaビジネスアカウント利用規約のことをいいます。 

2. 「本サービス」-- 当社が運営するインターネットコマースサービス『VILECT by Ameba』

のことをいいます。 

3. 「本サービスサイト」-- 当社が本サービスの運営に関し設置するウェブサイト

（https://ameba-furugiya.com）のことをいいます。 

4. 「利用希望者」-- 本規約に同意し、本サービスの利用（出店者になり、取引をするこ

と）を希望する者をいいます。 

5. 「ビジネス会員」-- 本サービスを出店者としてご利用するにあたって当社所定の手続

きに従い、本サービスのビジネスアカウントの利用会員として登録を申請し、当社に

より承認された利用希望者をいいます。 

6. 「商品」---本サービスを通じて、出店者により販売される各種アイテムのことをいい

ます。 

7. 「売買契約」--購入希望者と出店者で締結する商品の売買に関する契約をいいます。 

8. 「出店者」-- 商品の出品を希望する（または出品した）ビジネス会員をいいます。 

9. 「購入希望者」-- 商品の購入（商品に関する売買契約の成立）を希望する者をいいま

す。 

10. 「購入者」-- 購入希望者のうち、売買契約が成立した者をいいます。 

11. 「登録情報」-- 本サービスの提供を受ける目的で、ビジネス会員が当社に提供した一

切の情報をいいます。 

12. 「個人情報」-- 登録情報のうち、氏名、住所、電話番号、金融機関の口座情報等、特

定の個人を識別できる情報をいいます。 

13. 「認証情報」-- 登録情報のうち当社がビジネス会員からの本サービスへの接続を認証

するために必要な情報で IDやパスワード等を含む情報をいいます。 

https://ameba-furugiya.com/


14. 「購入手続き」-- 購入希望者が商品を購入するために行う本サービス上の手続きのこ

とをいいます。 

15. 「手数料」-- 本サービスの利用に関して必要な当社が受け取る各種手数料をいい、第

7条に定義されるものをいいます。 

16. 「出金」-- 出店者が販売完了し、受領した代金を自己の指定する金融機関の口座に振

り込むことをいいます。 

 

第2条 （当社の役割と取引にあたってのご注意） 

1. 本サービスは、インターネットコマースサービスであり、ビジネス会員より購入者に

対して各種アイテムを販売する機会を提供するものです。 

2. ビジネス会員と購入希望者の売買契約（成立・取り消し・解約・解除等の一切）、古物

営業にともなう法令上の本人確認作業、出品または商品等の保証等については、すべ

て当事者間（または関連する第三者を含むがこれに限られません、以下、「売買契約者

間」といいます）の自己責任によるものとし、当社は売買契約の取り消し、解約、解

除や返品、返金、保証等取引の遂行等には一切関与しません。（ただし、両者協議の上、

決定した事項を本サービスのシステム上反映させる必要がある場合を除きます） 

3. 売買契約者間においてトラブル等が発生した場合についても、当社が別途定めるケー

スを除き、当社が仲裁し、解決にあたることはございませんので、取引に際しては十

分に注意し、あらかじめご了承の上ご利用ください。 

4. 本サービスの登録は、原則１個人事業主または１法人（以下、「法人等」といいます）

1アカウントとします。当社に無断で、複数のアカウントを同一法人等で登録したり（出

資・役員等で関係のある関連会社等も同一法人等とみなす場合があります）、複数の金

融機関口座の登録をする行為は、禁止事項に該当するおそれがあるため、あらかじめ

当社までご相談ください。 

 

第3条 （手続きの成立） 

ビジネス会員がインターネット回線を通じて行った登録・出品・退会・購入希望者または

購入者との連絡・その他の手続きは、当社のサーバーに当該手続に関するデータが送信さ

れ、当社のシステムに当該手続きの内容が反映された時点をもって有効に成立するものと

します。 

 



第4条 （ビジネス会員登録） 

1. 利用希望者は、当社所定の申込書に記載の上、商業登記簿謄本（利用希望者が法人の

場合のみ）または免許証等の本人確認書類等の必要書類を添付した上で、本サービス

の登録申請を行うものとします。 

2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、ビジネス会員の登録申請を承認しない

場合があります。 

(1) 利用希望者が過去に本規約の違反をしたこと等により、強制退会（ガイドライン等や

本規約に違反し、当社の判断によりビジネス会員登録を抹消し、退会処分とすること

をいい、以下、「強制退会」といいます）等の処分を受けていることが判明した場合 

(2) 申請内容に虚偽の事項が含まれている場合 

(3) 利用希望者が申請時に登録した住所に、郵便物、宅配物が到着しなかった場合 

(4) 当社の運営・サービス提供または他のビジネス会員等の利用を妨害し、またはそれら

に支障をきたす行為を行った場合もしくはそのおそれがあると当社が判断した場合 

(5) その他登録申請を承認することが不適当であると当社が判断する場合 

 

第5条 （出品の条件） 

1. 出店者は、本規約及び当社所定の手続きに従い出品するものとします。 

2. 配送料は、出店者の負担となります。商品の発送代金等を含めた金額をあらかじめ設

定してください。もし、誤って設定された出品額で購入希望者との間で売買契約が成

立し、トラブルになった場合でも当社では一切責任を負いません。 

3. 出店者が本規約に違反する、またはそのおそれのある出品や商品の説明文の掲載を行

った場合、該当する出品・説明文の非表示・削除、出店者の本サービスからの強制退

会を実施する場合があります。 

4. 前項の対応により、出店者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わ

ないものとします。また、商品の瑕疵（キズや欠陥等）、商品の説明と実際の商品が

明らかに異なる場合や梱包の不備による配送時破損等の場合のみ、出店者はこれらの

責任を負うものとし、修理、交換の対応、または取引のキャンセルに応じなければな

りません。 

5. 出店者は、出品時の情報、掲載画像、商品紹介において虚偽の記載、不当な表示、実

際のものより著しく優良と誤認される表示や誤解を与える紛らわしい表示や表記（こ

れらは、当社の判断によります）をしてはならないものとします。 

6. 出店者は、購入希望者による商品の購入手続中は、出品取消、出品価格等の出品条件

の変更等はできません。 



7. 当社は、次の各号に定めるものの出品を禁止するものとし、出品が確認できた場合に

は当社の裁量により、削除または退会を求める場合があります。また当該出品により

当社に損害が生じた場合、ビジネス会員はこれらの損害について賠償しなければなら

ないことがあります。必ず出品する前に、次の各号をお読みいただき、ご了承の上ご

利用ください。 

(1) 法令で販売を禁止されているもの 

(2) 主として武器として使用されるまたはそのおそれのある目的を持つもの 

(3) アダルト関連 

(4) 商品の販売につき法律上の許認可が必要なもの（ただし、許認可について出店者が証

明可能な場合は除きます） 

(5) 他人の権利を侵害するまたはそのおそれのあるもの 

(6) 人体・健康に影響を及ぼすおそれのあるもの 

(7) 盗品またはそのおそれのあるもの 

(8) その他、当社が運営上不適切と判断する一切のもの 

8. 出店者は次の各号に挙げるものについての出品説明文の掲載・行為を禁止します。当

該禁止事項に抵触する説明文の掲載が確認できた場合には当社の裁量により、削除ま

たは退会を求める場合があります。 

(1) 殺害・虐待・自殺・自殺行為を肯定・勧誘もしくは助長するまたはそのおそれがある

と当社が判断する内容（殺害・自殺の方法等を掲載する行為を含みます） 

(2) 違法薬物、火器・けん銃等違法武器、爆発物の製造、売買春、児童ポルノの提供、公

文書偽造、殺人、傷害、詐欺、窃盗等の犯罪を肯定・勧誘もしくは助長するまたはそ

のおそれがあると当社が判断する内容 

(3) 過度に残虐または暴力的な内容・動画・画像（イラストや絵画等も含みます）の掲載 

(4) 本人の承諾のない個人情報の掲載（ただし、一般に公開されている著名人等の情報は

除きます） 

(5) 社会通念上、不適切と解釈され、またはそのおそれのある表現・内容の掲載 

(6) アダルト画像、動画を含む内容（イラストや絵画等も含みます）の掲載 

(7) 著しく性欲を興奮させたり、刺激したりする内容・動画・画像（イラストや絵画等も

含みます）の掲載 

(8) アダルトサイト、出会い系サイト関連の表現・内容またはこれらのサイト等へのリン

ク 

(9) 個人、法人問わず、自らまたは組織・組織の所属名等を偽る行為 

(10)権利を有していない著作物（文字、画像、イラスト等）を正当な権利を有する権利者

に無断で使用・出品する行為 



(11)無限連鎖講（ねずみ講）、リードメール、ネットワークビジネス関連（MLM、マネーゲ

ーム、オンラインカジノ等を含みます）の勧誘等の情報、及びこれらに類すると当社

が判断する情報の掲載 

(12)選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為、及び公職選挙法に抵触する

行為 

(13)他人を誹謗・中傷もしくは侮辱する内容、他人の名誉や信用を傷つける内容を掲載ま

たは他のビジネス会員へ送信する行為 

(14)相手に恐怖心を生じさせる目的で危害を加えることを通告する脅迫行為やストーカー

行為 

(15)人種、民族、性別、信条、社会的身分、居住地、身体的特徴、病歴、教育、財産等に

よる差別につながる表現・内容を掲載、または他のビジネス会員へ送信する行為 

(16)本サービスの利用者・出店者に誤認・誤解を与えるような紛らわしい掲載方法による

出品及び出品説明文の掲載  

（例えば、特に商品のカテゴリーを故意、過失を問わず、間違えて掲載する等） 

(17)その他、法律に抵触する行為、及び当社が不適切と判断する行為 

 

第6条 （購入手続き） 

1. 購入希望者が注文確認画面にて注文を完了した時点で、当社と購入者との間、及び当

社と出店者との間に商品毎の売買契約が成立するものとします。 

2. 商品の代金についての支払方法には、次に定める４つの方法があります。購入希望者

は、お好きな方法を選択の上、支払いが行えます。 

(1)クレジットカード払い 

(2)コンビニ/ATM 払い 

(3)楽天ペイ払い 

(4)代金引換払い 

※代金引換については、出店者ご自身による宅配事業者との契約が別途必要となります。

あらかじめご契約関係がある場合に選択いただくことができます。 

3. 出店者は、購入希望者からの支払い完了の通知（代金引換の場合には、発送依頼通知）

を受領後、受領日の 7日後の 23:59までに商品の発送を行わなければならないものと

します。当該期間中に発送を行わない場合は、購入者から当社への申し出により、購

入手続きをキャンセルすることができるものとします。 

4. 出店者は、自らの商品の購入希望者になることはできません。出品を取り下げたい場

合は、必ず当社所定の手続きに従ってください。 



5. 出店者は、売買契約に基づき発生した権利を第三者に譲渡し、担保に供する等一切の

処分をすることはできないものとします。 

6. ビジネス会員が古物営業法（昭和二十四年五月二十八日法律第百八号）における古物

商に該当する場合については、次の非対面取引の確認方法をご確認ください。 

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/hitaimen.htm 

7. 出店者と購入者の間で、商品や本人確認等に関する問題が発生した場合、当事者間で

解決するものとします。 

第7条 （手数料） 

本サービスを利用して売買を行う場合の手数料等は、次に定めるとおりです。 

 

売り上げを出金する時の手数料 

次のとおり出金手数料が都度発生します 

 

出金額 手数料 

① 100万円以下の場合 210円(税別) 

② 100万円を超える場合 100万円単位で 1回毎に 210円(税別) 

 

 

第8条 （商品代金の受領方法） 

1. 出店者と購入者との間の売買契約に基づく商品の代金については、当社が購入者から

出店者への支払いを仲介して支払うものとし、同支払いをもって、出店者に対する商

品の代金債務が完了するものとします。（ただし、代金引換の場合は出店者と購入者間

での直接支払いとなります。次の項も代金引換は適用除外となります。） 

2. 当社は、前条に従い、出店者に対し、商品の販売代金を取引完了日（購入者が商品到

着後に受け取り評価を完了した日のことをいい、以下、「取引完了日」といいます）の

属する月の翌々月に振込みます。ただし、その際、出店者に入金される金額は、販売

代金より、当社が受領する前条に定める出金手数料が差し引かれた金額での入金とな

りますので、あらかじめご了承ください。 

3. 前項に定める出金手数料については、当社が別途定める一定の金額を超える場合（例

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/hitaimen.htm


えば高額な出金が発生する場合等）変更される場合がありますが、その場合は、販売

月における販売総額が確定した後に、当社より事前にご連絡いたしますので、あらか

じめご了承ください。 

4. 1年以上で当社が定める期間において、当社からの連絡がとれず、また当社からの金融

機関の口座への払い込みができない場合の商品代金を受領する出店者の権利について

は、返金できない場合があり、出店者はこれらの権利の放棄につきあらかじめ承諾す

るものとします。 

 

第9条 （登録情報・個人情報の取扱い） 

1. 当社は、氏名、電話番号、住所、生年月日、性別、メールアドレス、金融機関の口座

情報、商品の取引履歴等の個人情報を含む、ビジネス会員が当社に登録した登録情報

について、次の各号に定める目的で利用することができるものとします。 

(1) 当社及び第三者の商品の販売、販売の勧誘等を含む本サービスの提供に必要な範囲で

の利用 

(2) 当社及び第三者の商品の広告または宣伝(ダイレクトメールの送付、電子メールの送信

を含みます) 

(3) 本サービスの品質管理のためのアンケート調査、及び分析 

(4) 本サービスのアフターケア、問い合わせ対応 

(5) 本サービスの運営に関する事柄についての連絡、追加サービス等の情報提供 

(6) 本サービスにおけるシステムの維持、不具合対応 

2. 当社は、氏名、電話番号、住所、生年月日、性別、メールアドレス、商品の購入履歴

等の個人情報を含む、ビジネス会員が当社に登録した登録情報について、次の各号の

場合を除き、本人以外の第三者に開示しないものとし、かつ本サービスを提供してい

く上で必要な範囲を超えて利用しないものとします。 

(1) ビジネス会員の同意が得られた場合 

(2) 本サービスの提供のために必要な場合 

(3) 本サービスに関して、当社の権利行使に必要な場合 

(4) 合併、営業譲渡その他の事由による事業の承継の際に、事業を承継する者に対して開

示する場合 

(5) 個人情報保護法その他の法令により認められた場合 

3. 当社は、登録情報・個人情報について、当社のプライバシーポリシーに基づき、取り

扱うものとします。 

(1) ビジネス会員は、当社が登録情報・個人情報を本条に定めるとおりに利用することに

ついて、あらかじめ同意するものとします。 



(2) ビジネス会員は、本サービスに登録した個人情報について、開示、削除、訂正または

利用停止の請求ができるものとし、本人からの請求であることが確認できる場合に限

り、当社はこれに速やかに対応するものとします。当社の本サービスにおける、本件

問合せ窓口は次のとおりです。 

 

株式会社サイバーエージェント VILECT by Amebaサポートセンター お問い合わせ先 

furugiya_support@amebame.com 

※ビジネス会員の皆様からのお問い合わせについては、問い合わせの件数や内容によ

り、回答に時間がかかる場合もございますのであらかじめご了承くださいますようお

願いいたします。 

 

(3) ビジネス会員は、取引の際に取得した購入希望者や購入者の個人情報その他購入履歴

情報等のプライバシーに関する情報の一切について、配送・振込等必要な作業が完了

した後、直ちに削除するものとします。 

 

第10条 (cookie情報等の取扱い) 

当社は、cookie情報等（ユニークユーザーID/IDFA/AndroidAdId等ビジネス会員自らがオ

プトアウト可能な識別情報）を、次の各号の目的で利用します。 

(1) 円滑なログイン環境の提供 

(2) 当社がビジネス会員にとって有益だと判断するコンテンツ、広告の表示 

(3) ビジネス会員動向の分析、よりよいサービスの企画、提供 

(4) 前各号に付帯関連する利用のうち、必要最小限の目的での利用 

 

第11条 (知的財産権等) 

1. 本サービスを構成する素材(文字、写真、映像、音声等を指し、以下、「コンテンツ素

材」といいます)に関する一切の権利(所有権、知的財産権、肖像権、パブリシティー

権等)は当社または当該権利を有する第三者（出店者等を含むがこれに限らない）に帰

属しています。ただし、出店者により投稿された商品の情報（文章、イラスト、写真

等）については、本サービスを宣伝・広告・特集による紹介を目的として、当社が自

由に利用することにつきあらかじめ了承するものとします。 

mailto:furugiya_support@amebame.com


2. ビジネス会員は、コンテンツ素材について、一切の権利を取得することはないものと

し、権利者の許可なく、所有権、著作権を含む一切の知的財産権、肖像権、パブリシ

ティー権等、コンテンツ素材に関するすべての権利を侵害する一切の行為をしてはな

らないものとします。 

3. 本条の規定に違反して問題が発生した場合、ビジネス会員は、自己の費用と責任にお

いてかかる問題を解決するとともに、当社に何等の迷惑または損害を与えないものと

します。 

 

第12条 (禁止事項及び退会) 

1. ビジネス会員は、本サービスの利用にあたって、次の行為またはそのおそれがある行

為を行ってはならないものとします。 

(1) 第 5条に定める禁止された商品の出品または説明文の掲載をすること 

(2) 本サービスを通して知り合った購入者と本サービスを通さずに直接取引を行うこと 

(3) 当社または第三者の所有権、著作権を含む一切の知的財産権、肖像権、パブリシティ

ー権等の正当な権利を侵害する行為 

(4) 他のビジネス会員または当社もしくは第三者に不利益、損害を与える行為 

(5) 公序良俗に反する行為  

(6) 法律、法令等・本規約に違反する行為 

(7) 本サービスの運営を妨害する行為 

(8) 本サービス外における商業目的で利用する行為 

(9) 本サービスの信用を失墜、毀損させる行為 

(10)虚偽の情報を登録する行為 

(11) 不正に本サービスを利用する行為 

(12) マネーロンダリングを目的とした行為または当該行為と見受けられる行為 

(13) 出会いを希望もしくは誘導することを目的とするもの、またはそのおそれのある行為、

表現・内容の送信等 

(14) 異性との交際または性交渉を目的として本サービスを利用する行為 

(15) 反社会勢力との取引や自ら経営・出資する法人の役員に反社会的勢力を就任させる行

為またはそれに類似する行為 

(16) その他、当社が不適切と判断する行為 

(17) 「ステルスマーケティング等」商品・サービスを提供する事業者が顧客を誘因する手

段として、消費者に宣伝と気付かずに行う宣伝行為、または、その幇助をする行為 

(18) ステルスマーケティング等に該当する行為、または、ステルスマーケティング等に利

用する行為 

(19) 本サービスの利用または本サービスを利用した商品の売買（以下、「本サービスの利



用目的」といいます）によって知り得た本サービス及び当社の業務上、技術上、その

他一切の情報（個人を特定することができる個人情報を含むものとし、以下、「秘密

情報」といいます）を公表もしくは第三者へ開示し、本サービスの利用目的以外で使

用すること 

2. 当社は、ビジネス会員が前項に定める禁止行為に抵触した場合やそのおそれがある場

合、理由を開示することなく当該ビジネス会員に対し、警告を行うことや強制退会さ

せることができるものとします。 

3. 本条第 1項に定める禁止行為に抵触した場合において、当社が何らかの損害を被った

場合、ビジネス会員は当社に対して損害の賠償をしなければならないものとします。 

4. ビジネス会員が掲載した商品の写真・説明文・コメント等の情報（以下、「掲載情報」

といいます）は、退会後も一定期間、本サービスに掲載される場合があります。ビジ

ネス会員は、本サービスから退会する場合、その退会手続の前に掲載情報を確認し、

自己の責任により削除その他必要な措置をとるものとします。 

 

第13条 (決済手段の提供) 

1. 当社は、本サービスを利用して販売する商品代金の決済手段を提供します。（ただし、

代金引換は出店者と宅配業者との直接契約が必要となります）この場合、銀行振込手

数料その他支払いに必要な費用はビジネス会員の負担となります。 

2. ビジネス会員と購入者との間での商品の購入に関する契約が解除、取消し、無効等の

理由により効力を失った場合、当該返金の額を、ビジネス会員に対して支払われるべ

き金額から控除することができるものとします。 

3. 決済手続きにおいて、ビジネス会員と購入者が共謀している等、当社が当該ビジネス

会員の取引を不当と判断した場合には、当社は、支払いの拒否、ビジネス会員資格の

停止、除名等の措置をとる場合があるものとし、ビジネス会員はあらかじめこれに同

意するものとします。この場合、ビジネス会員は当該取引が不当でないことを示す資

料を当社が認める内容で提出しない限り、本条に定める支払いを受けることができな

いものとします。当社は、本項に定める措置によりビジネス会員に生じた損害には一

切責任を負いません。 

4. 当社からビジネス会員に対しての支払いを行う場合、当社は、ビジネス会員から指定

があり、かつ、ビジネス会員に対する支払を行う口座として適切であると当社が認め

た口座（以下、「指定口座」といいます）に対して支払いを行うものとします。 



5. ビジネス会員は、自らの名義以外の口座を指定口座として指定することはできないも

のとします。また、当社から指定口座に対して支払いを行うことにより、当社のビジ

ネス会員に対する支払債務は消滅するものとし、ビジネス会員が指定口座を誤って指

定した場合でも同様とします。 

6. ビジネス会員が指定口座を誤って指定したことによりビジネス会員に発生した損害

について当社は一切の責任を負わず、ビジネス会員が指定口座を誤って指定したこと

により発生する振込組戻手数料その他一切の費用は、ビジネス会員が負担するものと

します。 

 

第14条  (不正利用防止義務) 

ビジネス会員は、購入希望者または購入者のクレジットカード利用にあたり、不正利用が

発生しないよう必要かつ適切な予防措置を講ずる義務を負う。これらの義務を怠った結果、

ビジネス会員と購入者との間での商品の購入に関する契約が解除、取消し、無効等の理由

により効力を失ったと当社が判断した場合、ビジネス会員は、速やかに当該購入に関連し

て当社がビジネス会員に対して支払った金額を返金しなければなりません。この場合、当

社は、当社の裁量で当該返金の額を、ビジネス会員に対して支払われるべき金額から控除

することができるものとします。 

 

なお、不正利用が発生しないよう必要かつ適切な予防措置とは、例えば次の対応を含むも

のとする。 

 購入希望者の氏名または住所が不自然である際には注文を処理しないこと 

 カード会社または決済代行会社より、不正利用の懸念を指摘されていた決済には注文を

処理しないこと 

 

第15条 (本サービスの停止) 

1. 当社は、次の事由に起因する場合、本サービスの全部または一部を停止することがで

き、当該事由に起因してビジネス会員または第三者に損害が発生した場合、一切の責

任を負わないものとします。 

(1) 定期的または緊急に本サービス提供のためのコンピューターシステムの保守・点検を

行う場合  



(2) 火災・停電、天災地変等の非常事態により本サービスの運営が不能となった場合 

(3) 戦争、内乱、暴動、騒擾、労働争議等により、本サービスの運営が不能となった場合 

(4) 本サービス提供のためのコンピューターシステムの不良及び第三者からの不正アクセ

ス、コンピューターウイルスの感染等により本サービスを提供できない場合 

(5) 法律、法令等に基づく措置により本サービスが提供できない場合 

(6) その他、当社が止むを得ないと判断した場合 

2. 当社は、前項により本サービスの運用を停止する場合、事前に電子メール等によりビ

ジネス会員及び第三者にその旨を通知するものとします。ただし、緊急の場合は、こ

の限りではありません。 

 

第16条 (本サービスの変更・廃止) 

1. 当社は、本サービスの内容や機能・利用料金等を変更し、追加し、削除することがで

きるものとします。 

2. 当社は、当社の判断によって廃止の 2ヶ月前に通知することにより、いつでも本サー

ビスを廃止できるものとします。 

3. 当社は、本サービスの内容や機能・利用料金等を変更・廃止し、または、本サービス

を廃止する場合、事前に電子メールまたは本サービスサイト等によりビジネス会員に

その旨を通知するよう努めるものとします。 

 

第17条 (免責) 

1. 当社は、本サービス内容のうち情報の提供に関して発生あるいは誘発された損害、情

報の利用により得た成果、またはその情報自体の合法性、正確性、適切性、妥当性、

道徳性、権利許諾の有無を保証しないものとし、売買契約者間における売買契約を含

むすべての契約について、責任を負わないものとします。 

2. 当社は、本サービス提供のためのコンピューターシステムの障害等による本サービス

の一時停止、本サービスの機能の一部または全部の停止、電子メールの遅配、未配、

本サービスページ上の誤表示(価格・数量の誤表示等含みます)や非表示及びそれ以外

のいかなる原因に基づき生じた損害について、賠償する義務及びそれらに基づく売買

契約の履行義務を一切負わないものとします。 

3. 当社は、ビジネス会員が使用するコンピューター、回線、ソフトウェア等の環境等に

基づき生じた損害について、賠償する義務を一切負わないものとします。なお、当社

は別途定める方法により、ビジネス会員に対して当該環境等について告知することが

あります。 



4. 本サービスは日本国内からアクセスをするビジネス会員にのみ提供されるものとし、

当社は、日本国外からアクセスしようとするビジネス会員に対しては、本サービスを

提供する義務を負いません。本サービスにおける取引の途中で、ビジネス会員の一方

が海外に渡航する等して、本サービスへのアクセスができなくなったことにより、本

サービスの利用が妨げられたり、売買の不成立や購入者とのトラブルが生じた場合で

も、当社では一切責任を負わないものとします。 

5. 当社は、本サービスの停止または中止、サービス内容の変更によって受ける損害につ

いて、賠償する義務を一切負わないものとします。 

6. 当社は、本サービス及びパートナーメディア（当社と提携した第三者の運営するメデ

ィア）ならびに広告主を含む第三者の本サービスサイトからのダウンロードやコンピ

ューターウイルス感染等により発生した、コンピューター、回線、ソフトウェア等の

損害について、賠償する義務を一切負わないものとします。 

7. 当社は、本サービスを通じて行われた第三者とビジネス会員との取引について、一切

の責任を負わないものとし、すべての取引は当該第三者とビジネス会員の責任におい

てなされるものとします。 

8. 当社は、本サービスに関し、遅滞、変更、停止、中止、廃止、及び本サービスを通じ

て提供される情報等の消失、その他本サービスに関連して発生した損害について、一

切の責任を負わないものとします。 

9. なお、前各項にかかわらず、当社の故意または重大な過失に起因して生じた損害につ

いては、この限りではありません。 

 

第18条 (本規約の変更) 

1. 当社は、随時本規約を改訂することができるものとします。 

2. 当社は、本規約を改訂しようとする場合、電子メールまたは本サービスに関する本サ

ービスの管理サイト等を通じて随時、ビジネス会員に告知するものとします。なお、

本規約の最新版は、本サービスの管理サイト上に掲載されているものを正とします。 

3. 前項に基づき、本規約改訂を告知した日から当社が定める期間(定めがない場合は告知

の日から 1週間)以内に退会しない場合、または本サービスの利用があった場合には、

当該ビジネス会員は本規約の改訂に同意したものとみなされ、当該ビジネス会員と当

社との間で改訂後の規約の効力が発生するものとします。 

4. ビジネス会員は、前項に定める効力発生の時点以降、当該内容の不知または不承諾を

申し立てることはできないものとします。 

 

第19条 (協議・管轄裁判所) 



1. 本サービスに関連してビジネス会員、当社、第三者（購入希望者または購入者等）と

の間で疑義、問題が生じた場合、都度誠意をもって協議し、解決を図るものとします。 

2. 前項の協議によっても疑義、問題が解決しない場合、東京簡易裁判所または東京地方

裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。 

 

第20条 (準拠法) 

本規約は日本法に準じて解釈されるものとします。 

  

2015年 3月 1日制定 

2015年 9月 30日改訂 

2015年 10月 28日改訂 

2016年 9月 21日改訂 

2016年 12月 7日改訂 

2017年 3月 1日改訂 

アプリを今すぐダウンロード 


