旧
第 3 条 本規約等の変更

当社は以下の場合に、当社の裁量により、本規約を変更す

1.

新
第 3 条 本規約等の変更

当社は以下の場合に、当社の裁量により、本規約を変更す

1.

ることができます。

ることができます。

本規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合すると

i.

本規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合すると

i.

き。
ii.

2.

3.

本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更

ii.

本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更

の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の

の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の

変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき。

当社は、前項に基づき本規約を変更する場合には、変更後

2.

当社は、前項に基づき本規約を変更する場合には、変更後

の本規約の効力発生日の 2 週間前までに、本規約を変更す

の本規約の効力発生日の 2 週間前までに、本規約を変更す

る旨、変更後の本規約の内容及びその効力発生日を当社ウ

る旨、変更後の本規約の内容及びその効力発生日を当社ウ

ェブサイトに掲示し、又はユーザーに電子メールで通知す

ェブサイトに掲示し、又はユーザーに電子メールで通知す

る方法によりユーザーに当該変更内容を通知するものとし

る方法によりユーザーに当該変更内容を通知するものとし

ます。

ます。

第 1 項の定めにかかわらず、法令その他の事由によって本

3.

第 1 項の定めにかかわらず、法令その他の事由によって本

規約の変更内容がユーザーの同意を要するものである場合

規約の変更内容がユーザーの同意を要するものである場合

であって、当社所定の方法によりユーザーの同意（ユーザ

であって、当社所定の方法によりユーザーの同意（ユーザ

ーに対する当該変更内容の通知後、ユーザーが本サービス

ーに対する当該変更内容の通知後、ユーザーが本サービス

の利用を継続した場合に変更された本規約の内容に同意し

の利用を継続した場合に変更された本規約の内容に同意し

たものとみなすことを含みます。）を得た場合には、本規

たものとみなすことを含みます。）を得た場合には、本規

約を変更することができるものとします。

約を変更することができるものとします。

第 4 条 利用の申込み
1.

き。

本サービスの利用をする者（以下「利用希望者」といいま

第 4 条 利用の申し込み
1.

本サービスの利用をする者（以下「利用希望者」といいま

す。）は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定

す。）は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定

める一定の情報（以下「ユーザー情報」といいます。）を

める一定の情報（以下「ユーザー情報」といいます。）を

備考

当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対

当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対

し、本サービスの利用を申込むことができます。

し、本サービスの利用を申込むことができます。

利用の申込みは必ず本サービスを利用する個人自身が行わ

2.

なければならず、原則として代理人による利用の申込みは

わなければならず、原則として代理人による利用の申し込

認められません。また、利用希望者は、利用の申込みにあ

みは認められません。また、利用希望者は、利用の申し込

たり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなければ

みにあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しな

なりません。

ければなりません。

当社は、第 1 項に基づき利用を申し込んだ者が、以下の各

3.

利用の申し込みは必ず本サービスを利用する個人自身が行

2.

当社は、第 1 項に基づき利用を申し込んだ者が、以下の各

3.

号のいずれかの事由に該当する場合は、利用を拒否するこ

号のいずれかの事由に該当する場合は、利用を拒否するこ

とがあります。また、その理由について当社は一切開示義

とがあります。また、その理由について当社は一切開示義

務を負いません。

務を負いません。

i.

本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合

i.

本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合

ii.

当社に提供されたユーザー情報の全部又は一部につき虚

ii.

当社に提供されたユーザー情報の全部又は一部につき虚

偽、誤記又は記載漏れがあった場合

偽、誤記又は記載漏れがあった場合

iii. 過去に本サービスの利用契約を解除された者である場合

iii. 過去に本サービスの利用契約を解除された者である場合

iv. 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいず

iv. 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

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

同意を得ていなかった場合

v.

第 15 条の表明保証に違反していると当社が判断した場

v.

合

合

vi. その他、当社が利用を適当でないと判断した場合
4.

ユーザーが当社にユーザー情報を提供し、本サービスの利

第 15 条の表明保証に違反していると当社が判断した場

vi. その他、当社が利用を適当でないと判断した場合
4.

ユーザーが当社にユーザー情報を提供し、本サービスの利

用を申し込み、当該ユーザーからの申し込みを受けて、当

用を申し込み、当該ユーザーからの申し込みを受けて、当

社が利用を認めた場合、本規約の諸規定に従った本サービ

社が利用を認めた場合、本規約の諸規定に従った本サービ

スの利用にかかる契約（以下「利用契約」と言います。）

スの利用にかかる契約（以下「利用契約」といいます。）

がユーザーと当社の間に成立します。

がユーザーと当社の間に成立します。

第 7 条 情報利用への同意

第 7 条 情報利用への同意

1.

2.

3.

4.

5.

ユーザーは、ユーザーに関する情報を充実させるため、ユ

1.

ユーザーは、ユーザーに関する情報を充実させるため、ユ

ーザーが外部サービスにて発信又は掲載している情報又は

ーザーが外部サービスにて発信又は掲載している情報又は

データ等を、当社又は当社のビジネスパートナーが、収集

データ等を、当社又は当社のビジネスパートナーが、収集

及び利用（複製、上映、公衆送信、展示、頒布、譲渡、貸

及び利用（複製、上映、公衆送信、展示、頒布、譲渡、貸

与、翻訳、翻案、出版を含みます。）し、ユーザーの情報

与、翻訳、翻案、出版を含みます。）し、ユーザーの情報

として掲載することに同意するものとし、これらの情報又

として掲載することに同意するものとし、これらの情報又

はデータ等について著作者人格権を行使しないことについ

はデータ等について著作者人格権を行使しないことについ

ても同意するものとします。

ても同意するものとします。

ユーザーは、本サービスの利用契約中、いつでも、ユーザ

2.

ユーザーは、本サービスの利用契約中、いつでも、ユーザ

ーの情報として、その連絡先その他追加の情報を登録する

ーの情報として、その連絡先その他追加の情報を登録する

ことができます。

ことができます。

ユーザーは、前項に基づき登録した情報（以下、「登録情

3.

ユーザーは、前項に基づき登録した情報（以下、「登録情

報」といいます。）及び第２項に基づき当社が本サービス

報」といいます。）及び第１項に基づき当社が本サービス

においてユーザーの情報として掲載した情報及びデータ等

においてユーザーの情報として掲載した情報及びデータ等

（以下、「掲載データ」といいます。）を、いつでも修正

（以下、「掲載データ」といいます。）を、いつでも修正

することができます。ただし、事実と異なる情報へ修正を

することができます。ただし、事実と異なる情報へ修正を

行うことは禁止します。

行うことは禁止します。

ユーザーが本サービスにおいて投稿その他送信を行った文

4.

ユーザーが本サービスにおいて投稿その他送信を行った文

章、画像又は動画その他のデータ（以下、「投稿データ」

章、画像又は動画その他のデータ（以下、「投稿データ」

といいます。）に対する権利は、ユーザーに帰属します。

といいます。）に対する権利は、ユーザーに帰属します。

ただし、当社がユーザーに代わって作成したコンテンツに

ただし、当社がユーザーに代わって作成したコンテンツに

対する権利は、当社に帰属します。

対する権利は、当社に帰属します。

ユーザーは、当社又は当社のビジネスパートナーが、登録

5.

ユーザーは、当社又は当社のビジネスパートナーが、登録

情報及び投稿データを利用（複製、上映、公衆送信、展

情報及び投稿データを利用（複製、上映、公衆送信、展

示、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、出版を含みます。）

示、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、出版を含みます。）

することに、同意するものとし、著作者人格権を行使しな

することに、同意するものとし、著作者人格権を行使しな

いことについても同意するものとします。

いことについても同意するものとします。

第 8 条 ユーザー情報等の取り扱い
1.

2.

当社は、ユーザー情報、掲載データ、登録情報及び投稿デ

当社は、ユーザー情報、掲載データ、登録情報及び投稿デ
ータ（以下、あわせて「ユーザー情報等」といいます。）

を集計‧分析し、個人を識別‧特定できないように加工した上

並びに本サービスの利用開始日、投稿データの投稿日、本

で統計情報等として何ら制限なく利用（市場の調査、新サ

サービスへの最終ログイン日及びユーザー情報等の最終更

ービスの開発を含みますがこれらに限られません。）でき

新日（以下、あわせて「最終更新日等」といいます。）を

るものとし、ユーザーは予めこれを承諾するものとしま

集計‧分析し、個人を識別‧特定できないように加工した上で

す。

統計情報等として何ら制限なく利用（市場の調査、新サー

ユーザーは、当社が、ユーザー情報等を、本サービス及び

ビスの開発を含みますがこれらに限られません。）できる

当社が提供する他のサービスである「LAPRAS」「LAPRAS

ものとし、ユーザーは予めこれを承諾するものとします。
2.

ユーザーは、当社が、ユーザー情報等及び最終更新日等

いて、第三者に提供することについて、予め承諾します。

を、本サービス及び当社が提供する他のサービスである

ユーザーは、当社がユーザー情報等のうち、年齢、性別、

「LAPRAS SCOUT」「LAPRAS Freelance」サービスに必要

職業又は居住地域など個人が特定できない属性情報（組み

な範囲において、第三者に提供することについて、予め承

合わさることによっても個人が特定できないものに限られ

諾します。

ます。以下、「属性情報」といいます。）及びユーザーの

3.

ユーザーは、ユーザーが応募した企業が当社との前項のサ

本サービスの利用履歴（アクセスした URL 又は利用したコ

ービス提供契約を終了した場合であっても、当社がユーザ

ンテンツなどを含みます。以下「行動履歴」といいま

ーの応募継続の意思を確認できる場合に限り、当社がユー

す。）を本サービスのシステムを利用して取得し、利用

ザー情報等を採用選考に必要な範囲で当該企業に提供する

（複製、上映、公衆送信、展示、頒布、譲渡、貸与、翻

ことについて、予め承諾します。

訳、翻案、出版を含みます。）することがあることについ
4.

1.

ータ（以下、あわせて「ユーザー情報等」といいます。）

SCOUT」「LAPRAS Freelance」サービスに必要な範囲にお
3.

第 8 条 ユーザー情報等の取り扱い

4.

ユーザーは、当社がユーザー情報等のうち、年齢、性別、

て、予め承諾するものとします。

職業又は居住地域など個人が特定できない属性情報（組み

ユーザーは、第 2 項に定める当社によるユーザー情報等の

合わさることによっても個人が特定できないものに限られ

提供に関する拒絶の意思表示は、本サービスを退会する形

ます。以下、「属性情報」といいます。）及びユーザーの

式でしか行えないことについて、予め承諾するものとしま

本サービスの利用履歴（アクセスした URL 又は利用したコ

す。

ンテンツなどを含みます。以下「行動履歴」といいま
す。）を本サービスのシステムを利用して取得し、利用
（複製、上映、公衆送信、展示、頒布、譲渡、貸与、翻

訳、翻案、出版を含みます。）することがあることについ
て、予め承諾するものとします。
ユーザーは、第 2 項に定める当社によるユーザー情報等の

5.

提供に関する拒絶の意思表示は、本サービスを退会する形
式でしか行えないことについて、予め承諾するものとしま
す。
本サービスの停止等

第 11 条

当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ユーザーに

1.

本サービスの停止等

第 11 条

当社は、以下のいずれかに該当する場合には、ユーザーに

1.

事前に通知することなく、本サービスの利用の全部又は一

事前に通知することなく、本サービスの利用の全部又は一

部を中止又は中断することができるものとします。

部を中止又は中断することができるものとします。

本サービスに係るコンピューター‧システムの点検又は保

i.

本サービスにかかるコンピューター‧システムの点検又は

i.

守作業を定期的又は緊急に行う場合
ii.

保守作業を定期的又は緊急に行う場合

コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合

ii.

iii. 火災、停電、天災地変などの不可抗力により本サービス

iii. 火災、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

の運営ができなくなった場合

iv. 外部サービスに、トラブル、サービス提供の中断又は停

iv. 外部サービスに、トラブル、サービス提供の中断又は停

止、本サービスとの連携の停止、仕様変更等が生じた場

止、本サービスとの連携の停止、仕様変更等が生じた場

合

合

v.
2.

その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合

当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づきユーザー

v.
2.

に生じた損害について一切の責任を負いません。
第 17 条
1.

コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合

保証の否認及び免責
当社は、ユーザーにとって有用な情報を提供するよう努め

その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合

当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づきユーザー
に生じた損害について一切の責任を負いません。

第 17 条
1.

保証の否認及び免責
当社は、ユーザーにとって有用な情報を提供するよう努め

ますが、本サービスで提供される情報につき如何なる保証

ますが、本サービスで提供される情報につきいかなる保証

も行うものではなく、ユーザーは、自己の責任において本

も行うものではなく、ユーザーは、自己の責任において本

サービスを利用するものとします。本サービスは現状有姿

サービスを利用するものとします。本サービスは現状有姿

2.

3.

4.

5.

6.

で提供されるものであり、当社は本サービスについて、特

で提供されるものであり、当社は本サービスについて、特

定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を

定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を

含め、一切保証を致しません。

含め、一切保証を致しません。

当社は、ユーザーが本サービスを利用することにより、ユ

2.

当社は、ユーザーが本サービスを利用することにより、ユ

ーザーの希望に沿ったスカウトを受けたり、ユーザーの希

ーザーの希望に沿ったスカウトを受けたり、ユーザーの希

望に沿った就職‧転職等が実現できることを保証するもので

望に沿った就職‧転職等が実現できることを保証するもので

はありません。

はありません。

ユーザーが当社から直接又は間接に、本サービス、当社ウ

3.

ユーザーが当社から直接又は間接に、本サービス、当社ウ

ェブサイト、本サービスの他のユーザーその他の事項に関

ェブサイト、本サービスの他のユーザーその他の事項に関

する何らかの情報を得た場合であっても、当社はユーザー

する何らかの情報を得た場合であっても、当社はユーザー

に対し本規約において規定されている内容を超えて如何な

に対し本規約において規定されている内容を超えていかな

る保証も行うものではありません。

る保証も行うものではありません。

本サービスは、外部サービスと連携することがあります

4.

本サービスは、外部サービスと連携することがあります

が、かかる連携を保証するものではなく、本サービスにお

が、かかる連携を保証するものではなく、本サービスにお

いて外部サービスと連携できなかった場合でも、当社は、

いて外部サービスと連携できなかった場合でも、当社は、

一切の責任を負いません。

一切の責任を負いません。

本サービスが外部サービスと連携している場合において、

5.

本サービスが外部サービスと連携している場合において、

ユーザーは外部サービス利用規約を自己の費用と責任で遵

ユーザーは外部サービス利用規約を自己の費用と責任で遵

守するものとし、ユーザーと外部サービス事業者との間で

守するものとし、ユーザーと外部サービス事業者との間で

紛争等が生じた場合でも、当社は当該紛争等について一切

紛争等が生じた場合でも、当社は当該紛争等について一切

の責任を負いません。

の責任を負いません。

ユーザーは、本サービスを利用することが、ユーザーに適

6.

ユーザーは、本サービスを利用することが、ユーザーに適

用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを

用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか否かを

自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、

自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、

ユーザーによる本サービスの利用が、ユーザーに適用のあ

ユーザーによる本サービスの利用が、ユーザーに適用のあ

る法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証

る法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証

するものではありません。

するものではありません。

7.

8.

9.

10.

11.

本サービス又は当社ウェブサイトに関連してユーザーと他

7.

本サービス又は当社ウェブサイトに関連してユーザーと他

のユーザー、外部サービス事業者その他の第三者との間に

のユーザー、外部サービス事業者その他の第三者との間に

おいて生じた取引、連絡、紛争等については、ユーザーの

おいて生じた取引、連絡、紛争等については、ユーザーの

責任において処理及び解決するものとし、当社はかかる事

責任において処理及び解決するものとし、当社はかかる事

項について一切責任を負いません。

項について一切責任を負いません。

当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終

8.

当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終

了、利用不能又は変更、ユーザーのメッセージ又は情報の

了、利用不能又は変更、ユーザーのメッセージ又は情報の

削除又は消失、利用契約の解除、本サービスの利用による

削除又は消失、利用契約の解除、本サービスの利用による

データの消失又は機器の故障若しくは損傷、に関連しユー

データの消失又は機器の故障若しくは損傷、に関連しユー

ザーが被った損害につき、賠償する責任を一切負わないも

ザーが被った損害につき、賠償する責任を一切負わないも

のとします。

のとします。

当社ウェブサイトから他のウェブサイトへのリンク又は他

9.

当社ウェブサイトから他のウェブサイトへのリンク又は他

のウェブサイトから当社ウェブサイトへのリンクが提供さ

のウェブサイトから当社ウェブサイトへのリンクが提供さ

れている場合でも、当社は、当社ウェブサイト以外のウェ

れている場合でも、当社は、当社ウェブサイト以外のウェ

ブサイト及びそこから得られる情報に関して如何なる理由

ブサイト及びそこから得られる情報に関していかなる理由

に基づいても一切の責任を負わないものとします。

に基づいても一切の責任を負わないものとします。

当社は、本サービスに関連してユーザーが被った損害につ

10.

当社は、本サービスに関連してユーザーが被った損害につ

いて、一切賠償の責任を負いません。何らかの理由により

いて、一切賠償の責任を負いません。何らかの理由により

当社がユーザーに対して損害賠償責任を負いうる場合にお

当社がユーザーに対して損害賠償責任を負いうる場合にお

いても、当社に故意又は重過失が認められる場合に限り、

いても、当社に故意又は重過失が認められる場合に限り、

現実に発生した直接かつ通常の範囲内の損害（逸失利益、

現実に発生した直接かつ通常の範囲内の損害（逸失利益、

間接損害、特別損害及び懲罰的損害を含みません。）につ

間接損害、特別損害及び懲罰的損害を含みません。）につ

いて賠償するものとします。

いて賠償するものとします。

前項の規定にかかわらず、利用契約が消費者契約法第 2 条

11.

前項の規定にかかわらず、利用契約が消費者契約法第 2 条

第 3 項に定義される「消費者契約」に該当する場合、当社

第 3 項に定義される「消費者契約」に該当する場合、当社

は、本サービスに関連してユーザーが被った損害（但し、

は、本サービスに関連してユーザーが被った損害（ただ

当社に故意又は重過失が認められる場合を除きます。）に

し、当社に故意又は重過失が認められる場合を除きま

ついて、現実に発生した直接かつ通常の範囲内の損害（逸

す。）について、現実に発生した直接かつ通常の範囲内の

失利益、間接損害、特別損害及び懲罰的損害を含みませ

損害（逸失利益、間接損害、特別損害及び懲罰的損害を含

ん。）について賠償するものとします。

みません。）について賠償するものとします。

秘密保持

第 18 条

本規約において「秘密情報」とは、利用契約又は本サービ

1.

秘密保持

第 18 条

本規約において「秘密情報」とは、利用契約又は本サービ

1.

スに関連して、当社及びユーザーが、相手方より書面、口

スに関連して、当社及びユーザーが、相手方より書面、口

頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、

頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、

又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、

又は知り得た、相手方の技術、営業、業務、財務、組織、

その他の事項に関する全ての情報を意味します。但し、次

その他の事項に関する全ての情報を意味します。ただし、

の各号に該当する場合は、秘密情報から除外するものとし

次の各号に該当する場合は、秘密情報から除外するものと

ます。

します。

相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得し

i.

ii.

相手方から提供若しくは開示がなされたとき又は知得し

i.

たときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得

たときに、既に一般に公知となっていた、又は既に知得

していたもの

していたもの

相手方から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責

ii.

めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となっ

めに帰せざる事由により刊行物その他により公知となっ

たもの

たもの

iii. 提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負

iii. 提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負

わされることなく適法に取得したもの

わされることなく適法に取得したもの

iv. 秘密情報によることなく単独で開発したもの
v.
2.

3.

相手方から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責

iv. 秘密情報によることなく単独で開発したもの

相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの

当社及びユーザーは、秘密情報を本サービスの提供又は利

v.
2.

相手方から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの

当社及びユーザーは、秘密情報を本サービスの提供又は利

用の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による承

用の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による承

諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩

諾なしに第三者に相手方の秘密情報を提供、開示又は漏洩

しないものとします。

しないものとします。

第 2 項の定めに拘わらず、当社及びユーザーは、法律、裁

3.

第 2 項の定めにかかわらず、当社及びユーザーは、法律、

判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密情

裁判所又は政府機関の命令、要求又は要請に基づき、秘密

報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は

情報を開示することができます。ただし、当該命令、要求

4.

5.

第 19 条
1.

2.

要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなけ

又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知し

ればなりません。

なければなりません。

当社及びユーザーは、秘密情報を記載した文書又は磁気記

当社及びユーザーは、秘密情報を記載した文書又は磁気記

録媒体等を複製する場合には、事前に相手方の書面による

録媒体等を複製する場合には、事前に相手方の書面による

承諾を得ることとし、複製物の管理については第 2 項に準

承諾を得ることとし、複製物の管理については第 2 項に準

じて厳重に行うものとします。

じて厳重に行うものとします。

当社及びユーザーは、相手方から求められた場合にはいつ

5.

当社及びユーザーは、相手方から求められた場合にはいつ

でも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報並びに秘

でも、遅滞なく、相手方の指示に従い、秘密情報並びに秘

密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びそ

密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びそ

の全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。

の全ての複製物を返却又は廃棄しなければなりません。

個人情報保護
当社は、ユーザーから取得した個人情報（個人情報保護法

第 19 条
1.

個人情報保護
当社は、ユーザーから取得した個人情報（個人情報保護法

に定義される個人情報をいいます。）を、当社プライバシ

に定義される個人情報をいいます。）を、当社プライバシ

ーポリシーにしたがって取り扱います。

ーポリシーにしたがって取り扱います。ただし、本規約の

ユーザーは、本サービスの利用にあたり、事前にプライバ

規定は当該プライバシーポリシーに優先して適用されるも

シーポリシーの内容を確認するものとし、本サービスへの

のとします。

利用申し込みにより、プライバシーポリシーのすべての内
3.

4.

2.

ユーザーは、本サービスの利用にあたり、事前にプライバ

容に同意したものとみなします。

シーポリシーの内容を確認するものとし、本サービスへの

当社は、本サービス上におけるユーザーの通信内容や通信

利用申し込みにより、プライバシーポリシーのすべての内

履歴（以下、「通信情報」といいます。）を本サービス運

容に同意したものとみなします。

営上の必要に応じ閲覧することがありますが、それらの通

3.

当社は、本サービス上におけるユーザーの通信内容や通信

信情報は前条の秘密情報と同様に取り扱うものとします。

履歴（以下、「通信情報」といいます。）を本サービス運

ただし、ユーザーの同意を得た場合又は法令により強制若

営上の必要に応じ閲覧することがありますが、それらの通

しくは許容される場合には、通信情報の削除、又は捜査機

信情報は前条の秘密情報と同様に取り扱うものとします。

関等の第三者への開示ができるものとします。

ただし、ユーザーの同意を得た場合又は法令により強制若
しくは許容される場合には、通信情報の削除、又は捜査機
関等の第三者への開示ができるものとします。

第 25 条

存続規定

第 25 条

存続規定

第 6 条第 4 項第 7 条、第 8 条、第 10 条第 2 項、第 11 条第 2 項、

第 6 条第 4 項第 7 条、第 8 条、第 10 条第 2 項、第 11 条第 2 項、

第 12 条、第 13 条、第 14 条第 2 項から第 4 項まで、第 15 条第 5

第 12 条、第 13 条、第 14 条第 2 項から第 4 項まで、第 15 条第 5

項、第 16 条第 2 項、第 17 条から第 19 条まで、並びに第 21 条か

項、第 16 条第 2 項、第 17 条から第 19 条まで、並びに第 21 条か

ら第 26 条までの規定は利用契約の終了後も有効に存続するもの

ら第 26 条までの規定は利用契約の終了後も有効に存続するもの

とします。但し第 18 条の規定は利用契約の終了後 5 年間に限り

とします。ただし第 18 条の規定は利用契約の終了後 5 年間に限

有効に存続するものとします。

り有効に存続するものとします。

【2019 年 4 月 10 日制定】

【2019 年 4 月 10 日制定】

【2019 年 10 月 24 日改定】

【2019 年 10 月 24 日改定】

【2021 年 6 月 21 日改定】

【2021 年 6 月 21 日改定】
【2022 年 4 月 1 日改定】

