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「まちカレンダー」 サービス利用規約 

第1条. 目的 

「まちカレンダー」 サービス利用規約（以下、「本規約」という。）は、株式会

社サービス・エクスチェンジ（以下、「当社」という。）がWEBサーバ上で

ASPサービスとして、サービス利用者（以下、「利用者」という。）に提供す

る、イベント情報掲載並びに予約支援サービス「まちカレンダー」（以下、

「本サービス」という。）の利用について定める物とします。 

本サービスの仕様、機能といったサービス要件は、別紙に定められ、本規

約に含まれないものとします。 

第2条. 利用契約の締結 

1. 利用申込みの方法 

本サービスの利用希望者は、本規約に記載された内容を承諾の上、当社

所定のサービス利用申込書もしくはウェブサイトに必要事項を記入し、書

面あるいはオンライン上で提出することで、本サービスの申込みを行うも

のとします。 

利用契約は利用希望者からの前項の利用契約の申込みを、当社が審査

のうえ、承諾したときに成立するものとします。 

2. 利用申込みの拒絶 

当社は利用契約者が以下のいずれかに該当する場合、利用契約の申込

みを承諾しないことがあります。 

(ア) 利用希望者が実在しない場合 

(イ) 利用契約の申込みに虚偽の内容があった場合 

(ウ) 利用希望者が本規約の第５条（契約者の義務）に違反するおそれ

があると当社が判断した場合 

(エ) 利用希望者の経済的信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると

認められる相当の事由がある場合 

(オ) 反社会的勢力である場合、又はそのおそれがある場合 

(カ) その他当社が利用契約の申込みを拒絶することが相当と判断する

場合 

3. 届け出事項の変更 

利用者の名称（指名）、所在地（住所）、その他申込み手続きの記載事項

について変更があった場合は、利用者はすみやかにその旨を当社所定

の方法により当社に届け出るものとします。 

4. 利用契約の解除 

利用者が利用契約を解除したい場合、利用者はすみやかにその旨を当

社所定の方法により当社に届け出るものとします。 

第3条. サービスの開始 

1. サービスの利用開始予定日の通知 

当社は申込み受領確認通知後、5営業日以内に、サービス開始予定日

を、本サービス申込者（以下、「契約者」という。）に通知するものとします。

サービス開始予定日までにサービス開始の目処が立たない場合、当社

は契約者に対し、サービス開始予定日の変更をサービス開始予定日の３

営業日前以前に通知するものとします。 

2. サービスの利用開始日の通知 

当社は本サービス提供開始日の決定後、サービス開始予定日前に、本

サービス提供開始日時と本サービスへのアクセスに必要な情報をすみや

かに契約者に通知するものとします。 

第4条. 料金の支払い 

1. 消費税 

契約者は、別紙に規定する初期費用、月額サービス利用料およびその他

の費用に消費税相当額を加えた金額を、当社指定の方法で支払うものと

します。 

2. 支払い方法 

請求書は請求月の10営業日以内に発行し、郵送され、契約者は請求月

月末までに、請求書に記載された当社指定の銀行口座へ請求料金を振

り込みで支払うものとします。 

振り込み手数料は、契約者負担とします。 

入金が確認された場合、請求月翌月の 10営業日以内に領収書を発行し、

郵送いたします。領収書の再発行はいたしかねます。 

3. 初期費用の支払 

初期費用は、初回の月額費用発生月の月額費用と同時にこれを支払うも

のとします。 

4. オプショナルサービス追加時の月額サービス料金の支払 

月途中でオプショナルサービス利用を開始した場合、翌月より加算された

サービス料金を請求するものとします。 

5. 料金の改定 

本サービスの初期費用、月額サービス利用料およびオプショナルサービ

ス料金は、当社の都合により改定できるものとします。料金の改定は契約

更新時に実施され、改定日の３ヶ月前までに、当社が適当であると判断し

た方法で通知するものとします。 

改定後料金に不服の場合は、本規約第5条3. 利用契約の解除に定めら

れた方法で、契約者より契約の解除を行うものとします。 
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第5条. 契約者の義務 

1. 禁止行為 

契約者は本サービスの利用に当たって、以下の行為を行わないものとし

ます。 

(キ) 有害なコンピュータプログラム等を送信または書き込む行為 

(ク) 他の契約者または利用者のログイン IDを不正に使用する行為 

(ケ) 他の契約者、利用者、当社または第三者の著作権その他の知的

財産権を侵害する行為 

(コ) 他の契約者、利用者、当社または第三者を誹謗中傷し、またはそ

の名誉もしくは信用を傷つけるような行為 

(サ) 他の契約者、利用者、当社または第三者の財産またはプライバシ

ー等を侵害する行為 

(シ) 詐欺等の犯罪に結びつく行為 

(ス) 無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為 

(セ) 他の契約者、利用者もしくは第三者に対し無断で広告、宣伝、勧誘

等のメッセージを送信する行為、または他の契約者もしくは第三者

が嫌悪感を抱くメッセージを送信する行為 

(ソ) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待または若年層にとって不適

当な内容の画像、文書等を送信または掲載する行為、またはインタ

ーネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に

関する法律（平成15 年法律第83 号）に違反する行為 

(タ) 本サービスの利用または運営に支障を与える行為 

(チ) 本サービスを提供するサーバ等に不正にアクセスする行為 

(ツ) スパムメールを送信する行為 

(テ) 選挙運動またはこれに類似する行為 

(ト) 事実に反する情報、意味の無い情報を書き込む行為 

(ナ) 性的、民族的、人種的その他の差別を助長するような情報を送信

する行為 

(ニ) その他法令に違反し、または公序良俗に反する行為 

(ヌ) その他前各号に該当するおそれのある行為、またはこれに類する

行為 

2. 契約者の義務 

契約者は本サービスの利用に当たって、以下の義務を負うものとします。 

(ア) 利用者に本規約に定められた事項を周知徹底すること 

(イ) 本サービスの契約者が管理する利用グループに属さない第三者に、

本サービスを利用させないこと 

(ウ) 本サービスを利用する権利の全部または一部を、所定の手続きを

踏まずに、第三者に譲渡、貸与、その他の方法で利用させないこと 

(エ) 管理者および利用者の利用状況を把握し、管理を徹底すること 

(オ) アクセス情報の漏えいなど、情報の管理に影響を与える事象が発

生した場合、すみやかに当社に通知すること 

(カ) 本サービスの契約者および利用者が提供した一切のデータおよび

情報について、契約者が管理規約を設け、利用者に周知徹底する

こと 

(キ) 本規約の禁止事項、利用者の義務等について、契約者が利用者

に周知徹底すること 

第6条. 提供の停止 

1. 利用の停止 

契約者が以下のいずれかに該当する場合、当社は契約者に書面による

通知後、契約者の合意なしに本サービスの提供を停止することができるも

のとします。 

(ア) 契約者がサービス利用料の支払を怠った場合 

(イ) 契約者が提出したサービス利用申込書に虚偽の事項があったこと

が判明した場合 

(ウ) 契約者が、本規約のいずれかの規定に違反した場合 

契約者は、サービス提供停止期間中においても、当該期間中のサービス

利用料金の支払い義務を負うものとします。 

2. サービスの解約 

前項の規定により、サービス利用が停止された契約者が、通知から30日

以内にその事由が解消されない場合は、なんらの催告なしに利用契約を

解約することができるものとします。 

この場合、契約期間満了日までの期間料金のうち、支払が残余している

額を、一括してただちに当社に支払うものとします。契約期間満了日まで

の利用料金がすでに支払い済みの場合、支払い済みのサービス利用料

金の返金は行わないものとします。 

第7条. 当社が行う解約 

1. 利用の即時停止・解約 

契約者に次の事由が発生した場合は、何らの催告なしにただちに利用を

停止し、契約を解約することができるものとします。 

(ア) 破産、特別清算、民事再生または会社更生の申立をなし、または

他からその申立をなされたとき 

(イ) 仮差押、仮処分、競売または滞納処分による差押を受けたとき 

(ウ) 手形、小切手の不渡処分を受け、または銀行取引停止処分を受け

たとき 

(エ) 暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社

会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その

他の反社会的勢力（以下、「反社会的勢力」という。）である場合、ま

たは反社会的勢力であった場合 

(オ) 自らまたは第三者を利用して、当社に対して、詐術、暴力的行為ま

たは脅迫的言辞を用いるなどした場合、当社に対して、自身が反社

会的勢力である旨を伝え、または、関係団体もしくは関係者が反社

会的勢力である旨を伝えるなどした場合 

(カ) 自らまたは第三者を利用して、当社の名誉や信用等を毀損し、また

は毀損するおそれのある行為をした場合 

(キ) 自らまたは第三者を利用して、当社の業務を妨害した場合、または

妨害するおそれのある行為をした場合 
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(ク) 第9条第1項におけるサービスの停止処理が2回以上実施され

た場合 

この場合、契約期間満了日までの期間料金のうち、支払が残余している

額を、一括してただちに当社に支払うものとします。契約期間満了日まで

の利用料金がすでに支払い済みの場合、支払い済みのサービス利用料

金の返金は行わないものとします。 

2. その他の利用解約 

契約者が以下のいずれかに該当する場合、当社は契約者に書面による

通知後、契約者の合意なしに本サービスの契約を解除することができるも

のとします 

(ア) １年以上イベントの登録がない場合 

3. 免責 

当社は、前項により利用契約を解約した場合には、契約者に損害が生じ

たとしても、一切の損害賠償を負担しないものとします。 

第8条. サービスの中断・制限 

1. システムメンテナンス 

当社は、管理上の都合により、システムの提供を一時的に中断すること

ができるものとします。 

中断の必要が生じた場合には、契約者にメールもしくはホームページ上で

事前通知するものとします。ただし緊急時などやむを得ない場合はこの限

りではありません。 

定期メンテナンスの必要が生じた場合には、契約者にメールもしくはホー

ムページ上で通知するものとします。 

2. システム障害 

当社は、本サービスの構成要素のやむを得ない不具合・障害の発生時に、

システムの提供を一時的に中断することができるものとします。 

システム障害が発生した場合、当社は契約者への随時状況報告、障害

事由の調査、障害事由の解消を実施することとします。 

当社が直接的・間接的に利用する、サードパーティーによるサービス構成

要素においてシステム障害の発生、もしくは悪意あるものの不正アクセス

等により、24時間以上継続してサービスの中断が生じた場合、サービス

料金の返金義務は免れるものとします。 

返金は次のサービス料金支払時に、金額調整の形で実施することとしま

す。 

契約更新を行わず、契約者による解約となった場合、サービス料金の返

金義務は免れるものとします。 

3. サービスの長期中断 

当社は、システムメンテナンス以外の事由により、サービスを全部、もしく

は一部を長期にわたり中断することができるものとします。 

サービスの長期中断を行う場合には、実施日の１週間前までに契約者に

書面もしくは当社が適当と判断する方法にて、その旨を通知することとし

ます。ただし緊急時などやむを得ない場合には、その限りではありません。 

 

4. サービス提供の制限 

当社は、電気通信事業法第８条（重要通信の確保）の規定により、天災事

変その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがある場合は、災

害の予防、救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維

持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する重要通信を

優先的に取り扱うため、本サービスの提供を制限または停止することがで

きるものとします。 

この場合、サービス料金の返金義務は免れるものとします。 

第9条. データ等の消失・削除 

当社は、本サービスを提供する機器の故障、トラブル、停電等ならびに通

信回線の異常等、当社の予測を超えた事由又はシステムの障害等により、

契約者並びに利用者の登録データ等の情報が消失した場合、これにより

発生した損害について一切責任を負わないものとします。 

第10条. サービスの廃止 

当社は、本サービスの全部、もしくは一部を廃止することができるものとし

ます。 

サービスの廃止を行う場合には、実施日の３ヶ月前までに契約者に書面

もしくは当社が適当と判断する方法にて、その旨を通知することとします。 

本サービスの終了によって発生した利用者の損害について、当社は一切

の責任を負いません。 

第11条. サービス仕様変更 

当社は、サービス仕様の全部、もしくは一部を、契約者の承諾なしに変更

することができるものとします。 

サービス仕様の変更に伴い、契約者および実際の利用者に提供される

ユーザーインターフェイス、機能仕様等が著しく変更される場合は、実施

日の３ヶ月前までに契約者に当社が適当と判断する方法にて、変更内容

を通知することとします。 

第12条. ソフトウェアに関する制限事項 

契約者は、本サービスに関する資料・ソフトウェアの複製、頒布、貸与、送

信、リース、担保設定等を行うことはできません。 

契約者は、使用する権利の譲渡、転売あるいは契約に含まれないサービ

スの利用を許諾することはできません。 

契約者は、本サービスの類似サービスや派生サービスを作製・提供する

ことはできません。 

第13条. 知的財産権 

本サービスおよびサービスに付随するドキュメント等に関する、著作権、

特許権、商標権その他一切の知的財産権は、当社に帰属します。 
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第14条. 責任の制限 

当社は本サービスの提供に関し、次に定める責任その他の一切の責任

を負担しないものとします。 

(ア) 本サービスにて利用するハードウェア、ソフトウェア及び通信回線に

関する責任 

(イ) 本サービスの機能についての保証責任 

(ウ) 本サービスがお客様の特定の目的・用途に適合することの保証責

任 

(エ) 本サービスを利用した通信が正常に行われることの保証責任 

(オ) 本サービスを通じて送受信されたデータが完全であること、正確で

あること、又は有効であることの保証責任 

(カ) 本サービスで発生するシステム的な問い合わせ又は処理要求に

対して、一定時間内に応答することの保証責任 

(キ) 本サービスを停止することなく提供する責任 

(ク) 本サービスのサーバデータに関する責任 

(ケ) 天災地変その他の不可抗力による本サービス停止に関する責任 

(コ) 契約者および利用者の事由による、情報漏えいに関する責任 

第15条. 規約の変更 

当社は、契約者の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することがで

きるものとします。 

本規約が変更された場合には、当社が適当であると判断する方法で契約

者に通知します。 

本規約の変更内容が、契約者に著しく不利益を及ぼす場合は、契約者の

合意をもって変更後の本規約を有効とするものとします。 

変更後の本規約に合意できない場合は、第5条第3項. 契約の解除 に

定められた方法に基づき、契約を解除するものとします。 

第16条. 秘密情報の取扱 

当社は、本サービスの利用に伴って知り得た一切の情報（以下「秘密情

報」といいます。）について、電気通信事業法第4条（秘密の保護）を遵守

した取扱を行うものとします。 

当社は、契約者の同意がある場合、本サービスの提供のために必要か

つ正当な業務行為である場合、ならびに法令の定めに基づき許容される

場合に限り、前項に定める通信の秘密を知得、利用、第三者に開示する

場合があり、契約者はあらかじめこれらについて同意するものとします。 

第17条. 機密保持 

当社は本サービスの提供に関連して契約者より開示された情報のうち、

適切な表示（「CONFIDENTIAL」「秘」など）により機密である旨明示された情

報について、本サービス遂行の目的以外では使用せず、契約者の事前

の同意なくして第三者に対して開示しないものとします。ただし、以下の情

報については除外するものとします。 

(ア) 契約者から開示を受ける前に、当社が正当に保有していた情報 

(イ) 契約者から開示を受ける前に、公知となっていた情報 

(ウ) 契約者から開示を受けた後に、当社の責に帰すべからざる事由に

より公知となった情報 

(エ) 当社が、正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うこと

なく正当に入手した情報 

(オ) 当社が、開示された機密情報によらず独自に開発し、これを客観的

に立証しうる情報 

(カ) 法令または裁判所の命令に基づき開示が義務付けられた情報 

第18条. 個人情報の保護 

1. 個人情報の取扱 

当社は、本サービスの提供に際し契約書より取得した個人情報を法令に

基づき適切に保護するものとします。 

2. 個人情報の利用 

当社は、契約者および利用者の個人情報を下記の目的で使用いたしま

す。 

(ア) ＩＳＰサービス、ＡＳＰサービス等の各種サービスの提供のため 

(イ) 契約、解約、変更・更新、停止、解除、追加等の契約者および利用

者管理のため 

(ウ) 請求処理、入金確認、支払の督促等の業務のため 

(エ) サービス提供する上で必要な情報等を契約者および利用者にお届

けするため 

(オ) 当社にお問い合わせいただいた際の本人確認のため 

(カ) 現在ご提供中のサービス、新サービス開発に対するご意見の聴取

のため 

(キ) ウェブサイトの利用状況を把握し、当社サービスを改良するため 

(ク) 営業活動において、お打ち合わせ、商品ご紹介などでご訪問させ

ていただくため 

(ケ) 当社及び第三者の商品等（旅行、保険その他の金融商品を含む。）

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

含む。）のため 

(コ) 当社の広告宣伝に対してご興味を持っていただいた方に、更に詳

しい資料、商品情報をご提供するため 

3. 業務委託先への個人情報開示 

当社は、前項の使用範囲内で業務委託先に契約者の個人情報を開示す

ることがあります。 

4. 第三者への個人情報開示 

当社は、以下のいずれかに該当する場合には契約者の個人情報を第三

者に開示することができるものとします。 

(ア) あらかじめ契約者の同意が得られている場合 

(イ) 法令にもとづき開示しなければならない場合 

(ウ) 人の生命、身体または財産の保護に必要があり、本人の同意を得

ることが困難な場合 
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(エ) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進に特に必要であ

って、本人の同意を得ることが困難な場合 

(オ) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法

令の定める事務を遂行することに対して協力の必要がある場合で

あって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼ

すおそれがある場合 

第19条. 管轄裁判所 

本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第

一審の管轄裁判所とします。 

第20条. 発行期日 

この規約は２０１３年１１月22日より効力を発するものとします。 

第21条. 附 則 

 

 

 

以上 

株式会社サービス・エクスチェンジ  

 

 


