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自動発注サービス利用に係る基本規約 

 

株式会社 GesCalgo 

 

第 1条（総則） 

1. 本利用規約は、GesCalgo株式会社（以下「当社」といいます。）が利用者に提供・運営

する自動発注サービス（愛称：GesCalgo RoboServant）（以下、「本サービス」といいます。）

について、利用者と当社との間の本サービス利用に関する基本的な事項を規定します。 

 

2. 本サービスは、当社と投資助言契約を締結している方のうち、本サービスの利用を希望

される方に、無料でご利用いただけます。 

 

3. 本サービスは、当社の投資助言サービスが提供する売買シグナルのとおりに、利用者に

代わって、自動的に発注する機能等を提供します。 

 

4.本サービスは、スクレイピング方式を活用したサービスのため、証券会社のWEBサイト

の発注画面等が改変された場合には、当該改変の影響を受けて、当社の自動発注システム

が機能しなくなり、当初お客様が意図したとおりの自動発注が行われない場合があり、こ

れにより利用者に生じた損害について、当社はその責任を負いません。 

 

第 2条（定義） 

1. 「利用者」とは、本利用規約を承認の上、当社と本サービス利用契約を締結した法人、

団体又は個人をいいます。 

 

2. 「口座」とは、本サービスにおいて利用者が登録することのできる証券口座をいいます。 

 

3. 「口座情報」とは、口座の残高・取引等の情報をいいます。 

 

4. 「利用希望者」とは、本サービスの利用を希望する法人、団体又は個人をいいます。 

 

5. 「利用者登録」とは、本規約等に定める方法に従って、利用希望者が行う本サービスの

利用登録をいいます。 

 

6. 「利用者登録情報」とは、利用希望者及び利用者が利用者登録時に登録した当社が定め

る情報、本サービス利用中に当社が必要と判断して登録を求めた情報及びこれらの情報に

ついて利用者自身が追加、変更を行った場合の当該情報をいいます。 
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7. 「コンテンツサイト」とは、証券会社等の第三者が運営・管理する証券取引等に関する

サービスを提供するサイトのうち、当社が任意に指定するサイトをいいます。 

 

8. 「ユーザーID」とは、本サイト又は本アプリに関する、パスワードと組み合わせて、利

用者とその他の者とを識別するために用いられる符号をいいます。 

 

9. 「パスワード」とは、本サイト又は本アプリに関する、ユーザーIDと組み合わせて、利

用者とその他の者とを識別するために用いられる符号をいいます。 

 

10. 「本サイト」とは、当社が運営する本サービスを提供するサイトを指し、「当社の指定

するサイト」とは、本サイト以外の当社が任意に指定するサイトをいいます。 

 

11. 「本アプリ」とは、当社が運営する本サービスを提供するアプリケーション及び関連ソ

フトウェアをいいます。 

 

12. 「自動発注サービス」とは、利用者が本サイト又は本アプリを経由して各コンテンツサ

イトにアクセスして利用者自身の口座に注文を発注することができるサービスをいいます。 

 

13. 「コンテンツサイト ID」とは、コンテンツサイトパスワードと組み合わせて、利用者

とその他の者とを識別するために用いられる符号をいいます。 

 

14. 「コンテンツサイトパスワード」とは、コンテンツサイト IDと組み合わせて、利用者

とその他の者とを識別するために用いられる符号をいいます。 

 

15. 「コンテンツサイト取引パスワード」とは、コンテンツサイトを通じて発注される株式

取引又は先物取引等に係る注文が、利用者の権能のもとで行われたものであることを確認

するため等に用いられる符号をいいます。 

 

16. 「本サービス利用契約」とは、利用者が本サービスを利用するに際し、利用者及び当社

との間に発生する本サービスの利用に関する契約関係をいいます。 

 

第 3条（適用範囲） 

1. 本利用規約は、本サイト、本アプリ及び本サービスの利用に関し、当社及び利用者に対

して適用されます。 
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2. 当社が本サイト又は本アプリに個別規定や追加規定を掲載する場合、当該規定は本利用

規約の一部を構成するものとし、個別規定又は追加規定が本利用規約と抵触する場合には、

個別規定又は追加規定が優先するものとします。 

 

3. 当社からリンクされた他のサイトについては、当該他のサイトの利用規約等に同意のう

え、当該規約等に従ってご利用ください。 

 

第 4条（本アプリ使用権の許諾） 

当社は、利用者に対し、本利用規約に規定された条件の下で、非独占的に利用者の PC、ス

ーマートフォン等、本アプリに対応した携帯端末機器（以下「携帯端末」といいます。）に、

本アプリをダウンロードして使用することを許諾するものとします。なお、当社は、本ア

プリが全ての PC・携帯端末に対応することを一切保証しません。 

 

第 5条（本アプリ使用権の範囲） 

1. 本アプリは、利用者が個人で使用する目的でのみ利用することができ、販売、配布及び

開発目的など他の目的で使用することはできません。 

 

2. 利用者は、本アプリを、当社から提供された状態でのみ利用するものとし、本アプリの

複製、修正、変更、改変又は翻案を行ってはなりません。 

 

3. 利用者は、当社から許諾された本アプリに関するプログラム（オブジェクトコードであ

るとソースコードであるとを問いません。）の一部又は全部を複製、修正、変更、改変又は

翻案し、第三者に開示してはなりません。 

 

第 6条（本アプリについての使用許諾期間） 

本アプリの使用許諾期間は、本アプリ上に記載の有効期限が到来するまでとします。 

 

第 7条（本サービスによる情報提供の範囲） 

1. 当社は、利用者が本サービスを利用してアクセスできるコンテンツサイトの内容及びコ

ンテンツサイトを通じて発注した注文内容を公表することはありません。 

 

2. コンテンツサイトから取得する口座情報の内容がいつ時点のものであるかについては、

コンテンツサイト側で提供される情報等の内容によって異なります。 

 

第 8条（利用料金） 

本サービスの利用に関して利用者が支払うべき手数料、報酬若しくは費用の金額は、無
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料となります。 

 

第 9条（利用者登録） 

1. 本サービスは、利用者及び利用希望者が、本利用規約及びこれに関連する規約・通知等

を変更なく受け入れることを条件として、当社により提供・運営されるサービスです。 

 

2. 利用希望者は、本サービス利用申込みに際し、当社が別途定める方法に従い、本サイト

又は本アプリにて定める本サービスの利用に際して必要な登録方法を確認し、本利用規約

を承諾の後、利用者登録を行うものとします。なお、利用者登録を行った利用希望者は、

本利用規約及びこれに関連する規約・通知等の全てを変更なく受け入れることに同意した

ものとします。 

 

3. 当社は、前項の利用者登録に基づいて審査を行い、当社が当該利用希望者の本サービス

利用申込みを承認した時点で、当社から当該利用希望者に対して、本サービスに関する利

用資格を付与するものとし、その時点をもって当該利用者と当社との間に本サービス利用

契約が成立するものとします。 

 

4. 当社は、本サービス利用申込みの審査により、利用希望者が次の各号の何れか一つに該

当することが判明した場合、当該申込みを承認しないことができるものとします。ただし、

次の各号の何れか一つに該当しない場合においても、当社は本サービス利用申込みに対し

て承認の義務を負うものではありません。 

 

(1) 本サービス利用申込みに際して、故意過失の有無にかかわらず、他人名義や架空名義の

利用・虚偽記載・誤記等、事実と異なる記載がある場合又は記入漏れがある場合 

 

(2) 当該利用希望者が、本サービス利用に際して、本サービス利用契約成立後において利用

者登録抹消等のサービス利用停止措置を受けた又は受けている場合 

 

(3) 当該利用希望者が、過去に本サービスを利用し中傷行為を行った場合、本サービス利用

契約違反を繰り返した場合、又はこのような者であると合理的に疑われる場合 

 

(4) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団

その他これに準じる反社会的勢力（以下「反社会的勢力等」といいます。）であると判明し

た場合又は反社会的勢力等が経営に実質的に関与している法人等であると判明した場合 

 

(5) その他、当社が本サービスの提供を不適切又は不可能と判断した場合 
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5. 未成年者が本サービスの利用を希望する場合には、法定代理人の同意が必要になります。

未成年者が利用者となった場合には、本サービスの利用及び本利用規約の内容について、

法定代理人の同意があったものとみなします。また、利用者登録を行った時点で未成年者

であった利用者が、成年に達した後に本サービスを利用した場合、未成年者であった間の

利用行為を追認したものとみなします。 

 

第 10条（通信の秘密） 

1. 当社は、電気通信事業法に基づき、利用者の通信の秘密を守ります。ただし、本利用規

約に定める場合、本サービス提供の必要上やむを得ないと当社が判断した場合、又は利用

者から同意を取得した場合はこの限りではありません。 

 

2. 当社は、次の各号の何れか一つに該当する場合、当該各号に定める範囲内において前項

の守秘義務を負わないものとします。 

 

(1) 刑事訴訟法若しくは犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制処分

又は裁判所の命令が行われた場合 

 

(2) 法令に基づく行政処分が行われた場合 

 

(3) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第

４条に基づく開示請求の要件が満たされていると当社が判断した場合 

 

(4) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合 

 

(5) その他当社が必要と判断した場合 

 

第 11条（利用者の義務） 

1. 利用者は、本サービスを利用するための通信機器やソフトウェア、電話利用契約の締結、

携帯端末利用契約の締結、インターネットサービスプロバイダへの加入等を自己の費用と

責任において準備、実施するものとします。 

 

2. 利用者は利用者登録情報及びパスワードを自らの責任において管理しなければなりませ

ん。また、利用者は、利用者登録情報及びパスワードを貸与、譲渡、名義変更、売買又は

質入してはならず、また、方法の如何を問わず第三者に利用させてはならないものとしま

す。 
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3. 利用者は、本サービス内に利用者開示情報の開示・投稿・送信・掲載等を行う場合、当

該利用者開示情報が他の利用者に開示・閲覧・利用されることを予め異議無く承諾するも

のとします。 

 

4. 自動発注サービスを利用することによるコンテンツサイトへのアクセス、口座情報の取

得、一覧表示、蓄積、更新、加工・編集等を目的としたコンテンツサイト上でのコンテン

ツサイト ID、コンテンツサイトパスワード及びコンテンツサイト取引パスワードの自動入

力は、利用者自身が本サービスを利用することにより自らの意思で行う行為であり、利用

者は、これらの行為により生ずる結果全てについて責任を負うものとします。当社は、こ

れらの行為の当事者、使者、代理人又は仲立人等とならず、これらの行為により生ずる結

果について一切責任を負わないものとします。 

 

5. 利用者は、本サービスを利用してなされた一切の行為とその結果について、全ての責任

を負うものとします。また、利用者は、本サービスの利用に関して第三者から問い合わせ、

苦情を受けた場合には、自己の責任と費用をもって処理及び解決するものとします。 

 

6. 当社は、ユーザーID及び対応するパスワードその他の利用者登録情報が第三者に使用さ

れたことによって当該利用者が被る損害については、当該利用者の故意過失の有無にかか

わらず、一切責任を負いません。また、当該ユーザーID及び対応するパスワードその他の

利用者登録情報によりなされた本サービスの利用は、当該利用者によりなされたものとみ

なします。 

 

7. 利用者は、利用者登録情報に変更があった場合には、本サイト又は本アプリ所定の方法

により、変更があった日から１４日以内に当該利用者登録情報の変更を行わなければなり

ません。 

 

8. 利用者は、前項の変更を怠ったことにより当社からの通知が不到達となった場合、当該

通知は通常到達すべき時に到達したとみなされることを予め異議無く承諾するものとしま

す。 

 

9. 利用者が第７項の変更を怠ったことにより生じた損害について、当社は一切責任を負わ

ないものとします。 

 

10. 利用者は、本サービスの利用により、当社又は第三者に対して損害を与えた場合（利用

者が本利用規約に違反したことにより、当社又は第三者が損害を被った場合を含みます。）
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には、自己の責任と費用をもって処理及び解決するものとします。また、利用者の行為に

より第三者から当社が損害賠償請求を受けた場合には、当該利用者は当社に対し、当社に

生じた損害及び費用（合理的範囲内の弁護士費用等の間接的な損害及び費用を含みます。）

を補償するものとします。 

 

第 12条（利用者の退会） 

1. 利用者は、本サイト又は本アプリ所定の方法により本サービス利用契約を解約すること

ができます。なお、本サービス利用契約の解約は即時有効とし、当該利用者は本サービス

を利用することができなくなります。また、当該利用者は、本サービス利用契約解約後も

当社及びその他の第三者に対する本サービス利用契約上の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。）を免れるものではないことを、予め異議無く承諾する

ものとします。 

 

2. 前項の場合、当社は、当社の裁量により、当該利用者のユーザーIDを削除することがで

きるものとします。また、当社は、本条に基づく本サービス利用契約の解約により利用者、

当社及び第三者に生じた損害につき、一切責任を負いません。 

 

3. 利用者は、退会後に再度本サービスの利用を希望する際は、再度登録手続を行う必要が

あります。利用者は、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異

議無く承諾するものとします。 

 

第 12条（ユーザーIDの停止又は取消） 

1. 当社は、利用者が次に掲げる事項の何れか一つに該当することが判明した場合、当社の

裁量により、当該利用者のユーザーIDを停止し、かつ、利用者開示情報を削除することが

できるものとし、利用者は予め異議無くこれを承諾するものとします。 

 

(1) 本利用規約上の義務に違反した場合 

 

(2) 本サービスの運営・保守管理上、必要であると判断した場合 

 

(3) 未成年者が法定代理人の許諾なく、本サービスを利用した場合 

 

(4) 被後見人・被保佐人・被補助人が、後見人・保佐人・補助人等の許諾なく、本サービス

を利用した場合 

 

(5) 死亡した場合又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合 
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(6) その他前各号に類する事由があると当社が判断した場合 

 

2. 当社は、前項に基づき利用者資格の停止を受けた利用者が当社から期間を定めた催告を

受けたにもかかわらず、なおその事由が解消されない場合には、当社所定の方法により通

知することをもって、本サービス利用契約を解約することができるものとします。 

 

3. 前項にかかわらず、当社は、利用者が第１項所定の事由に該当し、かつ、当社の業務遂

行に支障を来たすと判断した場合には、事前の通知なしに直ちに本サービス利用契約を解

約することができるものとし、利用者は異議無くこれを承諾するものとします。 

 

4. 第２項及び第３項に基づき利用者との本サービス利用契約を解約した場合、当社は、当

社の裁量により、当該利用者のユーザーIDを削除することができるものとします。 

 

5. 利用者は、本サービス利用契約解約後も当社及びその他の第三者に対する一切の義務（損

害賠償義務を含みますが、これに限りません。）を免れるものではないことを、予め異議無

く承諾するものとします。 

 

6. 同一利用者が複数の利用者登録を行い、複数のユーザーIDを取得している場合において、

当該利用者のユーザーIDのうち何れかについて、第１項に基づきユーザーIDを停止又は本

サービス利用契約を解約された場合には、当社は、当該利用者が有する全ての本サービス

のユーザーID 及び当社が同一利用者であると判断した全ての本サービスのユーザーID に

ついて、直ちに利用を停止することができるものとします。 

 

7. 当社は、本条に基づく本サービス利用契約の解約及びそれに伴う行為により利用者及び

その他の第三者に生じた損害につき、一切責任を負いません。 

 

第 13条（個人情報等の取扱い） 

1. 当社は、個人情報、利用者登録情報、コンテンツサイト関連データその他利用者に関す

る情報を別途本サイト又は本アプリに掲示する「個人情報保護方針」（「個人情報の取扱に

ついて」を含みます。以下同じです。）に基づき、適切に取扱います。 

 

2. 当社は、「個人情報保護方針」に基づき、本サービス提供及びこれに付随する業務に必要

な範囲で個人情報、利用者登録情報、コンテンツサイト関連データその他利用者に関する

情報の取扱いを業務委託先に委託することができるものとします。 
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3. 自動発注サービスを利用することによる、コンテンツサイトへのアクセス、口座情報の

取得、注文の発注等を目的としたコンテンツサイト上でのコンテンツサイト ID、コンテン

ツサイトパスワード及びコンテンツサイト取引パスワードの自動入力は、利用者自身が本

サービスを利用することにより自らの意思で行う行為であり、利用者は、当該行為により

生ずる結果全てについて責任を負うものとします。当社は、当該行為により生ずる結果に

ついて一切責任を負わないものとします。 

 

4. 利用者は、本サービスを利用して行った注文の発注について、利用者自身の責任の下で

行うこと、及び当該判断により行われた取引等の一切の結果について当社、発注先の証券

会社いずれも責任を負わないこと、並びに本サービスの利用に関して利用者と証券会社又

は第三者との間で紛議が生じた場合、利用者は当社に対して一切責任を追及できないこと

を予め異議無く承諾するものとします。 

 

第 14条（本サービスの変更、中断、中止、追加及び廃止等） 

1. 当社は、利用者に事前の通知をすることなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更、

追加、廃止することができるものとします。 

 

2. 当社は、当社の判断により本サービスの全部又は一部の提供・運営を中止することがで

きます。また、当社は、当社の判断により本サービスの全部又は一部の提供・運営を中止

する場合、当社が適当と判断する方法で利用者にその旨を通知します。ただし、緊急の場

合は利用者への通知を行わない場合があります。 

 

3. 当社は、次の各号に掲げる事由が生じた場合には、利用者に事前に通知することなく、

本サービスの一部又は全部を一時的に中断することができます。 

 

(1) 本サービス用のハード・ソフト・通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的

又は緊急に行う場合 

 

(2) 電気通信事業者の役務が提供されない場合 

 

(3) 天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合 

 

(4) 火災、停電、その他の不慮の事故により本サービスの提供が困難な場合 

 

(5) 戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等により本サービスの提供が困難な場合 
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(6) その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合 

 

4. 当社は、本サービスの利用希望者、利用者又は第三者に対して、前 3項に定める変更、

追加、廃止、中止、中断等による損害について、損害賠償、原状回復その他一切の責任を

負担しないものとします。 

 

第 15条（著作権等の帰属） 

1. 本サービスにおいて、当社が利用者に提供するコンテンツに関する著作権その他一切の

知的財産権は当社又は当社に権利の使用を許諾したライセンサーに帰属し、利用者は、当

社及びライセンサーの許諾を得ずにコンテンツの翻訳、編集及び改変等を行い、又は第三

者に使用させ、公開することはできません。また、利用者は、著作権法に定める私的使用

の範囲を超えてコンテンツを複製することはできません。 

 

2. 利用者が本条の規定に違反して問題が生じた場合、利用者は、自己の費用と責任におい

て問題を解決するものとし、当社に迷惑や損害を与えてはなりません。 

 

3. 本サービスは日本国内をサービス提供対象とし、当社は日本国外における権利者の知的

財産権に対していかなる保証もせず、また一切の責任を負いません。 

 

4. 本サイト又は本アプリ上には商標、ロゴ及びサービスマーク等（以下、総称して「商標

等」といいます。）が表示される場合がありますが、当社は、本利用規約により利用者その

他の第三者に対し何ら当該商標等を譲渡し、又は使用を許諾するものではなく、利用者は、

本サイト又は本アプリ上の未登録商標に対し商標登録の出願をしてはならないものとしま

す。また、利用者は本サービスに関わる発明その他の知的財産に関し特許権、実用新案権、

意匠権、商標権を出願申請し、著作権に関する登録を申請してはならないものとします。 

 

第 16条（反社会的勢力等の排除） 

当社は、反社会的勢力等による本サービスの利用を禁止します。当社は、利用者が反社会

的勢力等に該当すると判断した場合、事前に利用者に通知することなく、本サービスの提

供を停止することができます。当社は、当該提供停止によって利用者に生じた損害や不利

益について、一切の責任を負いません。 

 

第 17条（連絡・通知） 

1. 本サービスに関する問い合わせその他利用者から当社に対する連絡又は通知、及び本利

用規約の変更に関する通知その他当社から利用者に対する連絡又は通知は、当社の定める

方法で行うものとします。 



11 

 

 

2. 当社は、利用者が登録したメールアドレスに、本サービスに関する広告・宣伝等のメー

ルを配信することがあります。 

 

第 18条（保証の否認及び免責） 

1. 前条までに規定する内容の他、本条に定める場合、当社は免責されるものとします。 

 

2. 当社は、利用者が本サービスを利用することにより知り得たコンテンツサイト関連デー

タに起因して損害を受けた場合でも、事由の如何を問わず、何らの責任を負わないものと

します。 

 

3. 当社は、利用者が本サービスの提供を受けられなかったときでも、何ら責任を負わない

ものとします。本項における「本サービスの提供を受けられなかったとき」には、通信回

線の障害その他事由の如何を問わず、利用者が本サービスの提供を受けることができなか

ったあらゆる場合を含むものとします。 

 

4. 当社は本サービスにおけるいかなるデータ、情報についてもウイルス等の不可抗力の要

因により消去・変更されないことを保証するものではありません。利用者は、かかるデー

タ、情報を自己の責任において適宜保存するものとします。 

 

5. 利用者が本サービスの利用に関して被った財産的損害、信用損害、その他一切の損害に

ついて、当社は、事由の如何を問わず何ら責任を負わないものとします。 

 

6. 利用者以外の第三者と利用者との間で紛争が起こった場合には、紛争の当事者である利

用者は自己の責任で解決するものとし、当社は一切関与する義務を負わないものとします。

また、当該第三者が損害を被った場合には、当該利用者が賠償するものとし、当社及び情

報提供者は一切の責任を負いません。 

 

7. 当社は、利用者が本サービスを利用することにより取得したコンテンツサイト関連デー

タその他の情報に関する問い合せについては、対応する義務を負わないものとします。 

 

8. 当社は、利用者が本サービスを利用することにより取得したコンテンツサイト関連デー

タその他の情報の完全性、正確性、確実性、有用性等について、何らの保証も行わず、責

任を負担しないものとします。 

 

9. 当社は、本サービスに関連して利用者が被った損害について、当社に故意又は重過失が
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あったときを除き、一切賠償の責任を負いません。なお、当社に故意又は重過失があった

場合、及び消費者契約法の適用その他の理由により、本項その他当社の損害賠償責任を免

責する規定にかかわらず当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合においても、当社

の損害賠償責任の範囲は、当社の責に帰すべき事由により現実に発生した直接かつ通常の

損害に限られるものとし、かつ、その賠償額は損害の事由が生じた時点から遡って過去 1

年間に当該利用者から現実に受領した本サービスの利用料金の総額を上限とします。 

 

第 19条（本サービス利用契約上の地位の譲渡等） 

1. 利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、本サービス利用契約上の地位又は本利用

規約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡（合併、会社分割等による包括承

継も含みます。）し、又は担保の目的に供することはできません。 

 

2. 当社が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本サー

ビス利用契約上の地位、本利用規約に基づく権利及び義務並びに利用者登録情報その他の

利用者に関する情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、利用者は、かかる譲

渡につき本項において予め同意したものとみなします。本項にいう事業譲渡には、当社が

消滅会社となる合併又は分割会社となる会社分割等による包括承継を含むものとします。 

 

第 20条（規約改定） 

当社は、当社が必要と判断した場合、利用者への事前の通知及び承諾を得ることなく、本

サイト又は本アプリ上に掲載することにより本利用規約及び本サービス利用契約の変更・

追加・削除等を行うことができるものとし、如何なる変更・追加・削除等も本サイト又は

本アプリ上に掲載されると同時にその効力が生じるものとします。また、利用者が、当社

が通知を掲載した時点以降、本サービスの利用を継続した場合は、利用者は、当該変更・

追加・削除等を異議無く受け入れることを表明したものとみなします。 

 

第 21条（完全合意） 

本利用規約は、本利用規約に含まれる事項に関する当社と利用者との完全な合意を構成し、

口頭又は書面を問わず、本利用規約に含まれる事項に関する当社と利用者との事前の合意、

表明及び了解に優先します。 

 

第 22条（分離可能性） 

本利用規約の何れかの条項又はその一部が、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、本利用規約の残りの規定、及びその一部が無効又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し、当社及び利用者は、当該無効若しく

は執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力をもたせるために必要な範囲で修正し、当
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該無効若しくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び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。 

 

第 23条（準拠法） 

本利用規約、本サービス利用契約、及びこれに関する一切の事項については、日本国法を

準拠法とし、本利用規約及び本サービス利用契約は、日本国法に従って解釈されるものと

します。 

 

第 24条（合意管轄） 

本サービスに関連して、利用者と当社の間で問題が生じた場合、両者は誠意を持って協議

するものとし、協議しても解決しない場合には東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一

審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

2019年 1月 4日制定 


