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利用規約 
 
第１条（総則） 
この利用規約（以下「本規約」といいます）は、東京カレンダー株式会社（以下｢当社｣といいま

す）が運営・提供するオンライン対面占いサービス「Forche（フォーチェ）」（理由の如何を問わ
ずサービスの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含み、以下「本サー
ビス」といいます）の利用及び、利用者と当社の間のすべての連絡（電子メール、電話、その他連
絡手段を問いません）に関して生ずる全ての関係に適用されます。 
 
第２条（本規約への同意及び規約の変更） 
1. 利用者は、本規約を遵守することに同意の上で本サービスをご利用することができ、本サー

ビスを実際に利用することによって本規約に同意をしたものとします。 
2. 本規約の内容は、必要と判断した場合、予告なく改定することがあります｡変更後の本規約に

ついては、当社が別途定める場合を除き、本サービス上または当社が運営するウェブサイト
上に掲示した時点で効力を生じるものとし、利用者は自らの責任において確認するものとし
ます。本規約の変更後に利用者が本サービスを利用した場合には、利用者は、本規約の変更
に同意したものとみなします。 

 
第 3条（通知及び連絡） 
1. 当社は、本サービス上での掲示や電子メールの送付、その他当社が適当と判断する方法によ

り、利用者に対して随時必要な事項を通知します。また、利用者は本サービスに登録した時
点より、当社から電子メール等による通知を受けることを承諾したものとします。なお、当
該通知は本サービス上に掲示した時点、または電子メール等を送信した時点より効力を発す
るものとします。 

2. 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または通知は、当社の定
める方法にて行うものとします。 

3. 利用者から本サービスに対する連絡は、本利用規約に別段の定めがある場合を除き、お問い
合わせから行うものとし、当社または占い師に対する電話または来訪による連絡は行わない
ものとします。 

 
第 4条（入会資格） 
 以下の方に対しては、本サービスへの入会をお断わり、または入会いただいた場合であっても
本サービスの利用をお断りする場合があります。 
なお、本規約の定めるところによるアカウントを削除または登録が抹消されない限り、利用者

資格は自動的に継続します。 
（1） 20 歳未満の方 
（2） 本サービスを正当に利用する意思及び占い鑑定利用の目的がないと認められる方 
（3） 過去に本サービス、またはその他のサービスにおいて不正行為、迷惑行為、クレジット

カードの不正利用その他問題のある行為をしたことがある方 
（4） 飲酒による泥酔状態、向精神薬などの服用により本サービスの利用に支障があると認

められる方 
（5） 占い師への勧誘、または情報収集などを目的とした本サービスの利用をされていると

みなされた場合 
（6） 本規約または法令等の定めることのほか、当社及び占い師が合理的理由により本サー

ビスに入会及び利用をすることが不適切と判断した場合 
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第 5条（アカウント、登録情報の作成） 
1. 利用者は、本サービスを利用したい場合、本規約に同意した上でアカウントを作成し、登録

する必要があります。 
2. 本サービスでアカウントが作成できるのは個人のみとし、法人はアカウントを作成すること

ができません。なお、当社が法人によって作成されたアカウントであると判断した場合には、
当社が当該アカウントを利用停止にすることができるものとします。 

3. アカウントは、メールアドレス、パスワード等の所定事項を本サービス上で登録することに
よって作成されます。 

4. 登録情報に不備等がある場合、アカウントの作成を行えないことがあります。 
5. 当社は、利用者のアカウントを使用した者を真正な利用者とみなします。このため、利用者

は、自己責任においてアカウント情報を第三者に知られないよう適切に保管管理し、使用パ
スワードを定期的に変更する等、本サービスを利用する情報端末の管理も含めて十分な注意
を払うものとします。登録情報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
用等による損害及び不利益についての責任は利用者自身が負うものとし、当社は一切の責任
を負いません。 

6. 当社は、利用者自身が登録した登録情報を前提として本サービスを提供します。登録情報の
内容に虚偽、誤りまたは記載漏れがあったことにより利用者に生じた損害については、当社
は一切の責任を負いません。また、利用者は、アカウントの作成及び登録に際して当社に対
して提供する一切の情報について、登録時及び本サービスの各利用時において、その内容が
正確であることを保証したものとみなされます。 

7. 利用者の登録情報に変更があった場合、速やかに当社が本サービスサイト上で定める手続き
に従って変更内容を通知するものとします。 

 
第 6条（鑑定コイン及びサービス利用料金） 
1. サービスの利用には、サービス利用料に利用できるコイン（以下「鑑定コイン」といいます）

が必要です。 
2. 鑑定コインは以下の場合に利用者に対して付与されます。 
（1） 本サービスサイト内で鑑定コインを購入した場合 
（2） 別途、運営より付与された場合 

3. 鑑定コインの料金及びサービス利用に必要なコイン数（総称して「サービス利用料」といい
ます）は､本サービスサイト内に掲載します｡但し、料金は諸般の事情により随時、変更する
場合があります。 

4. 鑑定コインは１コイン 1 円相当にてサービス利用料に利用することができます。鑑定コイン
には有効期限（最大 180 日間）があり、有効期限前のコインを用いて鑑定の予約を行うこと
ができます。付与された鑑定コインの有効期限はマイページよりご確認いただけます。 

5. サービス利用に必要な鑑定コインは、鑑定の予約が成立した時点で自動的に保有コインから
消費されます。 

6. 予約が成立した鑑定については、使用した鑑定コインの有効期限によらず、サービスを利用
することができます。 

7. 予約をキャンセルした場合には、予約時に消費した鑑定コインが保有コインに返還されます。
但し、鑑定開始時刻の 2 時間前を経過した場合にはキャンセルはできず、鑑定コインの返還
も認められません。 

8. サービス利用料のお支払いに関して、利用者は、保有中の鑑定コインのうち有効期限の近い
ものから優先的に消費されることについて、予め承諾するものとします。 

9. サービス利用料についての請求書及び領収書は発行しません。 
10. サービス利用料は、クレジットカード決済など、当社が本サービスサイト内にて指定した方
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法でお支払いいただきます｡当社が指定した以外でのお支払い方法については一切お受けで
きません｡ 

11. クレジットカード決済の場合に、利用者とクレジットカード会社の間で料金その他の債務を
めぐって紛争が発生した場合は､当該当事者間で解決するものとし､当社は一切の責任を負わ
ないものとします｡ 

12. 購入された鑑定コインについて、有効期限までの残存期間の有無に係わらず、ご返金に応じ
ることはできません。 

13. 占い師による対応、鑑定の内容及び結果等が利用者に不服と感じられた場合でも、サービス
利用料のご返金に応じることはできません。 

14. 本サービスの利用に生じる通話料、パケット通信料、通信環境の整備に要する費用、その他
本サービスに要する一切の費用は利用者の負担となります。 

 
第 7条（動作環境について） 
1. 当社は、本サービスが、全てのスマートフォン、タブレット端末等および OS に対応するこ

とを保証しておりません。 
2. 当社は、利用者が本サービスを利用するための環境（パソコン等の端末機器、ソフトウェア

及び通信回線等のすべてを含む。）に関して一切の責任を持たないとともに、接続環境整備の
ための助言、サポート行為を行う責任を負わないものとします。 

3. 本サービスサイト上にて提供される環境チェックのためのサポート機能は、利用不可となる
環境の検知を補助するためのものであり、本サービスの利用環境として問題ないことを保証
するものではありません。 

4. 当社は、利用者の環境により本サービスを利用できなかったことに基づき利用者に生じた損
害について、一切の責任を負いません。 

 
第 8条（ご利用上の注意点） 
1. 本サービスは、経験豊富な占い師による質の高いサービスの提供を目指しておりますが、あ

くまで効果や鑑定結果を保証するものではなく、占いの内容、品質、正確性、有用性、アド
バイスによる利用者の判断に対しての責任は一切負いかねます。また、参考にされる場合で
も、あくまで自己責任となります。 

2. 本サービスサイト内に掲載された占い師への評価や口コミ等は、占い鑑定を受けた利用者の
判断により記入された評価結果に基づいたものです。占い師の実力や品質、人格等を保証す
るものではありません。 

3. 占い鑑定内容につきましては、品質向上とトラブル防止のため録画や録音をさせて頂く場合
があります。予めご了承ください。 

4. 利用者は、占い師に対し、法律に関する相談、医療行為に繋がる相談、またはペットの診察
など、法令により有資格者への相談が義務付けられている内容及び違法行為や公序良俗に反
する行為に繋がる内容の相談をしないものとします。また、人の生死に関わる事、ギャンブ
ル・宝くじ・株・投資の予想、試験の合否、紛失物等の占いはお受けできません。その他本サ
ービスに適さないと占い師または当社が判断する相談内容に関してもお受けできない場合が
あります。 

5. 利用者は、占い師に対して指定した日時の鑑定を個別に要望する機能（以下、「リクエスト機
能」といいます）を利用して、予約可否を確認することができます。但し、リクエスト機能
を利用した結果として、予約可能の通知を受け取った時点では予約は成立しておらず、利用
者による予約の申し込みが必要となります。 

6. 占い鑑定の延長について、本サービスサイト上の占い師の予定に関して鑑定終了予定時刻以
降も空きがある場合においても、延長できない場合があります。 
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7. 予定の鑑定開始時間から所定の時間が経過した場合、入室することができなくなります。 
8. 利用者は、当社が提供するツールを用いてのみ占い鑑定を利用できるものとし、指定のツー

ル以外の手段で占い鑑定を受けてはいけないものとします。 
9. 当社は本サービスの障害、または本サービスの操作もしくは通信に関するエラー、省略、中

断、消去、欠陥、運営や送信の遅延、通信回線障害等がないことを保証いたしません。 
10. 利用者を特定する所定の認証方法（メールアドレスとパスワードの組み合わせによる認証を

含みますが、これらに限りません）によりログインされた場合には、当社は、当該利用者に
よる利用であるとみなします。 

11. 利用者は、占い鑑定の途中で映像・音声の配信が中断・切断された場合、その理由を問わず
当社が利用料金を請求できることについて、予め承諾するものとします。 

12. 料金が確定したものについて通信回線障害等の発生を理由に料金の減額のお申し出があって
も、料金の減額はいたしません。また、お支払が完了したものについて後日通信回線障害等
の発生を理由に料金返還のお申し出があっても、料金の返還はいたしません。 

13. 利用者及び占い師が双方合意の上、予定時間よりも前に占い鑑定が終了した場合においても、
料金の減額はいたしません。 

14. 本サービスの利用や商品の購入などによって料金や代金（当社の本サービスのご利用にかか
る代金、利用料、会費その他名目は問いません。また当社が第三者から回収を受託した利用
者の債務を含みます。）が発生した場合には、当該利用者に課金いたします。 

15. 利用者の申込時までの言動または相談内容が本規約等に違反していると当社が判断した場合、
当社は、利用者が選択できる占い師を制限、または特定の占い師による鑑定をお断りする場
合があります｡ 

16. 利用者による占い師への評価コメント（以下、「評価コメント」といいます）の本サービスサ
イトへの掲載は当社の裁量により行われ、投稿しても掲載されない場合があります。また、
当該評価コメントの掲載に関して、当社は説明の義務を負わないものとします。 

17. 本サービス上の掲載内容や機能は、日本国内においてのみ閲覧・使用されることを想定して
おり、当社は、日本国外において本サービスの利用ができることを保証しないものとします。
また、当社は、日本国外における本サービスの利用について、一切のサポートを提供する義
務を負わないものとします。 

 
第 9条（禁止事項） 
利用者は､本サービスを利用するにあたり､以下の行為を禁止します。 
（1） 占い師を別の占いサイト及び、占い館への勧誘及び引き抜き行為 
（2） 占い師を誹謗・中傷等行う行為 
（3） 占い師への卑猥な発言及び、行為 
（4） 占い師へのストーキング行為､またはその他の身体､生命､自由､名誉､財産等に対して

害悪を加えようとする行為 
（5） 占い師に本サービスサイト以外での直接の占い鑑定を依頼する行為（本サービスサイ

トからご案内する場合を除く） 
（6） 占い師への利用者自身の個人情報の伝達や連絡先の交換 
（7） 占い師自身の個人情報を求める様な行為 
（8） 占い師への物品セールス等､営利目的の情報提供活動及び営業活動 
（9） 占い師を宗教・思想・政治活動等､及び特定の団体に勧誘する行為 
（10） 占い師のプライバシー権､肖像権､またはその他一切の権利を侵害する行為 
（11） 占い師または本サービスサイト、当社の信用や名誉を毀損する行為 
（12） 利用者本人以外の第三者に利用者自身のアカウントを使用させる行為 
（13） 法律・税務等の相談、病気の診断、またはペットの診察等の法令上有資格者に相談する
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ことが義務付けられていることの相談 
（14） 具体的な就職先・転職先の紹介または斡旋の依頼相談 
（15） 生死に関わることの相談 
（16） 占い鑑定中の動画及び画像の撮影、録音・録画、インターネットへのアップロード 
（17） 本サービスの利用に関し、自らまたは第三者のために不正な利益を得ようとする行為 
（18） 当社が、本サービスの運営を妨げるおそれがあると判断する量のデータ転送、サーバに

負担をかける行為（不正な連続アクセスなど） 
（19） 当社の設備への不正アクセス､本サービスに関する情報の改ざんや消去。コンピュータ

ウィルス等の有害プログラムを使用もしくは提供する行為､またはその恐れのある行
為 

（20） 本サービス上で特定の操作を自動で行うプログラムを制作、または利用する行為 
（21） 本サービスの運営・提供､または他の利用者による本サービスの利用を妨害する行為､

もしくはそれらに支障をきたす行為 
（22） リクエスト機能を利用した予約可否の確認のみを多頻度に行い、予約申込を行わない

行為 
（23） 犯罪行為、もしくは助長するような行為 
（24） 他人を故意に陥れる､またはプライバシー侵害にあたる占い鑑定の相談 
（25） 法令､または公序良俗に違反する様な行為 
（26） 自らまたは第三者を利用してする次の各号に該当する行為 

①暴力的な要求行為 
②法的な責任を超えた不当な要求行為 
③風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社及び占い師の信用を毀損、また
は当社及び占い師の業務を妨害する行為 
④その他前各号に準ずる行為 

（27） その他当社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為 
 
第 10条（本サービス及び占いコンテンツの利用権） 
1. 当社は、利用者に対し、本規約、本サービス内に掲載される利用規約に従って本サービス及

び本サービスにおいて提供される占い等のコンテンツ（以下、「占いコンテンツ」といい、オ
ンライン対面鑑定によるアドバイスまたはカウンセリング、本サービスサイト上や電子メー
ルの記載内容を含みますが、これに限定されません。）を利用する権利を非独占的に許諾しま
す。 

2. 利用者は、本サービス及び占いコンテンツの利用権を第三者に譲渡、貸与、再許諾その他の
処分または相続させることはできず、本サービス内での利用を唯一の目的とする本サービス
及び占いコンテンツの利用権のみが付与されます。 

3. 利用者は、占いコンテンツを本サービスが予定している利用態様を超えて利用（複製、送信、
録音、転載、改変を含みます。）してはなりません。 

 
第 11条（権利帰属） 
1. 本サービスに関する所有権及び知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾している

者に帰属しており、本規約に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、本規約において
明示されているものを除き、本サービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾している
者の知的財産権の譲渡又は使用許諾を意味するものではありません。利用者は、いかなる理
由によっても当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれの
ある行為（逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これに
限定されません。）をしないものとします。 
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2. 利用者が著作したコンテンツ（評価コメントなどを含みますが、これに限定されません。）は
当該コンテンツを著作した利用者に著作権が発生するものとします。但し、利用者は、当社
に対し、宣伝、利用促進、出版、マーケティング等を目的としコンテンツを無償利用するこ
とを期間無制限で非独占的に許諾し、かつ当社及び当社の指定する者に対し著作者人格権を
行使しないものとします。 

 
第 12条（本サービスの変更及び中断） 
1. 当社は、当社が必要と判断する場合、予め利用者に通知することなく、いつでも本サービス

の全部または一部の内容を変更することができるものとします。 
2. 当社は、以下のいずれかに該当する場合、予め利用者に通知することなく、いつでも本サー

ビスの全部または一部の提供を中断することができるものとします。 
（1） 本サービス用設備及びシステム等のメンテナンスまたは更新を行う場合 
（2） 火災・停電等の事故、天災、戦争、暴動、労働争議等の不可抗力により、本サービスの

提供ができなくなった場合 
（3） システムの障害が発生した場合またはシステムに負荷が集中した場合 
（4） 電気通信事業者の役務が提供されない場合 
（5） 利用者または第三者の安全を確保する場合または公共の利益のために緊急を要する場

合 
（6） ①から⑤までに定めるもののほか、当社が必要と合理的に判断した場合 

 
第 13条（本サービスの終了） 
1. 当社は、利用者に通知の上、本サービスの全部又は一部を終了することができるものとしま

す。 
2. 前項の通知は、本サービスサイト上への掲示又は利用者への電子メール等の送付によるもの

とし、その通知の効力は第 3条の定めによります。 
3. 当社は前項の方法による利用者に対する通知の後、本サービスを終了した場合には、利用者

に対して本サービスの終了に伴い生じる損害、損失、若しくはその他の費用の賠償又は補償
を免れるものとします。 

 
第 14条（アカウント、登録情報の削除） 
1. 当社は、利用者が、以下の各号のいずれかの事由に該当するものと合理的に認められる場合

は、事前に通知または催告することなく、評価コメント等の投稿データを削除もしくは非表
示にし、当該利用者について本サービスの利用を一時的に停止、または当該利用者のアカウ
ントを削除することができるものとします。但し、当社は、当該データ等を削除または非表
示にする義務を負うものではなく、データの削除及びアカウントの一時停止・削除等の処分
に関して当社は説明の義務を負わないものとします。 
（1） 本規約等のいずれかの条項に違反した場合 
（2） 登録事項に虚偽があることまたは不正確であることが判明した場合 
（3） 当社及び第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本サービスを利用し

た、又は利用しようとした場合 
（4） 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合 
（5） 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 
（6） 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴ

ロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者（以下、総称して「反社会的勢力
等」といいます。）に該当する、または資金提供その他により反社会的勢力等の維持、
運営に協力もしくは関与していると当社が判断する場合 
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（7） その他、当社が本サービスの利用または利用者としての登録の継続を適当でないと判
断した場合 

2. 当社は、保守管理等の理由から、利用者の利用が一定の期間無かった場合、その登録情報を
削除・抹消することがあります。 

3. 同一利用者による重複による登録が発覚した際は、 新たに登録された利用者登録は無効とな
り削除となります。当社は情報削除の結果、利用者に生じた損害につき責任は負わないもの
とします。 

4. 前項のいずれかの事由に該当した場合、当該利用者は、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を行わなければな
りません。また、利用者が有していたコインは返還されず、返金にも応じられません。 

5. 利用者がアカウントの削除を希望する場合は、本サービスサイトで定める所定の手続きにて
当社に対し削除の依頼を行うものとします。 

6. アカウントが削除された場合、鑑定履歴を含めた全ての利用者登録情報が一定期間経過後に
削除されます。また、削除されたアカウント及びデータの復旧はできません。 

 
第 15条（通信の秘密及び個人情報の開示） 
1. 当社は、電気通信事業法第 4 条に基づき、利用者の通信の秘密を守るものとします。 但し、

以下のいずれかに該当する場合には、必要な範囲で利用者の通信の内容の確認、開示その他
の処分を行うことができるものとし、利用者はこれに同意するものとします。 
（1） 法令に基づき当該秘密の開示を要求された場合 
（2） 第 3項に定める請求があった場合 
（3） 当社又は第三者の生命、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 
（4） その他当社が合理的な必要があると判断した場合 

2. 当社は、本サービスの提供を通して知り得た利用者の個人情報を以下に掲げる各号の場合を
除き、第三者に開示又は漏洩しないものとします。 
（1） 本サービスのサービス向上等を目的として行った個人情報の集計及び分析等により得

られたものを、個人を識別又は特定できない態様にて提携先等第三者に開示又は提供
する場合 

（2） 本サービスに関わる部分の事業譲渡が行われる場合 
（3） その他任意に利用者等の同意を得た上で個人情報を開示又は利用する場合 
（4） 裁判所の発する令状、その他裁判所の決定、命令又は法令に基づき開示する場合 
（5） 検察・警察・監督官庁からの適法・適式な情報の照会があった場合 
（6） その他法令により開示が認められる場合 

3. 当社は、プロバイダー責任制限法（正称：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 条に該当する請求があった場合、当該請求の範囲内
で情報を開示する場合があります。当社は、かかる開示により利用者が被った損害について
一切の責任を負わないものとします。 

4. 当社は、個人情報の保護に関する法令及びその他の規範を遵守し、個人情報を適正に取り扱
います。個人情報を取得する際には利用目的を明確化するよう努力し、適法かつ公正な手段
によって、個人情報を取得します。 

 
第 16条（プライバシーポリシーの遵守） 
当社は、個人情報を適切に保護し、別途サービス上に掲示する「個人情報の取り扱いについて」

を遵守します。利用者は、当社が個人情報の取り扱いについての記載事項に従って個人情報を取
り扱うことに同意するものとします。 
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第 17条（反社会的勢力の排除） 
1. 利用者は、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過しない者、暴力団準

構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等、その
他これらに準ずる者（以下「反社会的勢力等」といいます。）に該当しないこと、暴力団等の
支配・影響を受けていないこと、暴力団等を利用しないこと、暴力団等を名乗るなどして相
手方の名誉・信用を毀損もしくは業務の妨害を行い、または不当要求させないこと、及び自
己の主要な出資者または役職員が暴力団等の構成員ではないこと、並びに暴力団等の排除に
関して各都道府県が制定する条例を遵守することを表明し、保証するものとします。 

2. 利用者が前項に定める表明保証義務に違反した場合には、何ら催告することなく直ちに第 14
条第１項に定める本サービスの利用を一時的に停止、または当該利用者のアカウントを削除
することができるものとします。 

 
第 18条（損害賠償） 
1. 利用者が本規約等に違反することによって他の利用者、当社や第三者に損害を与えた場合に

は、損害を与えた利用者自身によって当該損害を賠償するものとします。 
2. 当社は利用者に生じた以下の損害につきその責を負わないものとします｡ 
（1） 本サービスに関連して他の利用者その他の第三者と利用者との間に生じた争いによる

損害 
（2） 第 12 条及び第 13 条に定める事由により本サービスの全部または一部が変更、中断ま

たは終了したことによる損害 
（3） 本規約にて当社が明確に負担する義務または当社が明確に保証した事項に起因するも

のを除き、本サービスの利用に起因関連して利用者に生じた損害 
（4） その他の当社の責に帰さない事由による損害 

3. 前項に定める場合を除き、当社が本規約等の違反その他当社の責めに帰すべき事由により利
用者に損害を与えた場合、当社はその損害を賠償いたします。但し、当社の故意または重過
失による場合を除き、当該賠償の範囲は、付随的損害、間接損害、特別損害、逸失利益、及び
将来に発生する利益を除外し、利用者に現実に生じた通常且つ直接の損害に限るものとしま
す。 

 
第 19条（本規約の譲渡等） 
1. 利用者は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約に基づく契約上の地位又は本規約に基

づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をする
ことはできません。 

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本規約に基
づく契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに利用者の登録情報その他の顧客情報
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、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 20条（準拠法） 
本規約は、日本国法に準拠し、日本国法に従って解釈されるものとします。 

 
第 21条（管轄裁判所） 
本規約に関する一切の訴訟その他の紛争については、訴額に応じて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します。 
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2022年 3 月 21 日 施行 
 
 


