パノつく 利用約款
この利用規約（以下，「本規約」といいます。）は，株式会社モノつく（以下，「当社」といいます。）がこのウェブサイト上で提
供するサービス（以下，「本サービス」といいます。）の利用条件を定めるものです。登録ユーザーの皆さま（以下，「ユーザー」
といいます。）には，本規約に従って，本サービスをご利用いただきます。

第１条（適用）
本規約は，ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
第２条（利用登録）
１． 本サービスを申し込む場合には、申込フォームに必要事項を全て記入したうえ、当社に対して申込を行うものとします。
２． 本サービスの申込に際しては、本利用約款のすべての内容を確認してください。当社は、本サービスの申込があった場合に
は、本利用約款に同意したものとみなします。
３． 当社は，利用登録の申込者に以下の事由があると判断した場合，利用登録を承認しないことがあり，その理由については一切
の開示義務を負わないものとします。
（1） 利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
（2） 本規約に違反したことがある者からの申請である場合
（3） クレジットカードによる料金の支払を希望する場合であって、クレジットカード会社の承認が得られない場合。
（4） 申込の際に未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人であって、自らの行為によって確定的に本サービスの申込を
行う行為能力を欠き、法定代理人その他の同意権者の同意又は追認がない場合。
（5） 第１１条第１項に定める反社会的勢力に該当する場合。
（6） その他，当社が利用登録を相当でないと判断した場合
第３条（契約の成立）
１． 本サービスの利用契約（以下「利用契約」）は、当社がユーザーの申込に対して承諾の意思表示を行ったときに成立するもの
とします。
第４条（利用者の会員登録）
１． 本サービスにおいて、当社は利用者を限定して設定することができます。
２． 利用者は、本利用約款に定める各条項を遵守しなければならないものとします。
３． 利用者は、当社がその申込を承諾し、ＩＤ登録が完了した時点から本サービスを利用することができるものとします。
４． 当社は、利用希望者が次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、当社の判断により利用を拒否することができます。
（1） 利用希望者が、当社の定める方法によらず利用の申込を行った場合
（2） 利用希望者が、過去に本利用約款又は当社の定めるその他の規定等に違反したことを理由として退会処分を受けた者であ
る場合
（3） 利用希望者が、不正な手段をもって登録を行っていると当社が判断した場合
（4） 利用希望者が、本人以外の情報を登録している場合
（5） その他当社が不適切と判断した場合
第５条（登録情報の変更）
ユーザーは、利用者の登録情報に変更が発生した場合、速やかに変更の手続を行わなければなりません。これを怠ったことにより
ユーザーに不具合が発生しても、当社は一切責任 を負わないものとします。
第６条（利用料金および支払方法）
１． 本サービスの利用及びその料金の支払に際して生じる公租公課、その他の費用については、ユーザーがこれを負担するものと
します。
２． ユーザーは、本サービスの利用の対価として、当社が別途定め，本ウェブサイトに表示する利用料金を，当社が指定する方法
により支払うものとします。
（1） 自動引落し
銀行等の預貯金口座からの自動引落し
（2） クレジットカード払い
当社が承認したクレジットカード会社と利用者との契約に基づくクレジットカー ドによる支払い
３． 当社は、当社が利用者から提供を受けた利用者のクレジットカードに関する情報にクレジットカード会社との間で随時情報交
換を行うことができるものとし、当社が必要と認める場合は、当社は利用者に対して支払方法の変更等の措置をとるよう求め
ることができるものとします。
第７条（料金の支払時期）
１． ユーザーは、本サービスの利用を開始する場合には、本サービスの利用開始時までに、当社に対してサービス利用料金を支払
うものとします。
２． ユーザーは、本サービスを更新する場合には、更新日から１ヶ月以内に、当社に対してサービス利用料金を支払うものとしま
す。
３． ユーザーが、本サービスの更新を希望する場合でも、更新日から１ヶ月以内にサービス利用料金の支払いが確認できなかった
場合は、本サービスの提供を停止します。
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４． ユーザーが、本サービスの契約期間中に解約をされた場合でも、サービス利用料金は返金致しません。
５． 約款に特別に定めない限り、本サービスのオプションサービスの料金については、その基本サービスと同じ支払期限および支
払方法により支払うものとします。
第８条（利用期間及び更新）
１． 本サービスの利用期間は、ユーザーの利用開始日から１ヵ月間とします。
２． 利用期間の満了日の３日前（金融機関の休日は除いて数える。）までに当社又はユーザーが更新を拒絶する旨を通知しない限
り、利用契約は同一内容で前項と同一の利用期間をもって更新されるものとします。更新後の利用期間が満了する場合も同様
とします。
第９条（ＩＤ・パスワード管理）
１． ユーザーは，自己の責任において，本サービスのユーザーＩＤおよびパスワードを管理するものとします。
２． ユーザーは、登録したＩＤを利用して利用者が行ういかなることについても、当社に対して責任を負うことに同意するものと
します。
３． ＩＤ及びパスワードの不正利用の疑いがあると感じた場合、又は他人に使用されるおそれがある場合、ユーザーは、直ちに当
社に連絡しなければならないものとします。
４． ユーザーは，いかなる場合にも，ユーザーＩＤおよびパスワードを第三者に譲渡または貸与することはできません。当社は，
ユーザーＩＤとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には，そのユーザーＩＤを登録している
ユーザー自身による利用とみなします。
第１０条（ＩＤ返還・削除）
１． ユーザーは、利用者がＩＤの返還を希望する場合、当社が定める方法により手続を行うものとします。
２． 当社は、利用者が次の各号のいずれかの行為を行った場合、当社の判断により強制的にＩＤを削除することができるものとし
ます。ならびに将来にわたる利用禁止の措置を取ることができるものとします。
（1） 当社の定める方法によらずＩＤ登録を行ったことが明らかとなった場合
（2） 本利用約款又は当社の定めるその他の規定等に違反した場合
（3） ＩＤが反社会的勢力若しくはその構成員や関係者によって取得若しくは使用されたとき、又は使用されるおそれがあると
当社が判断したとき
（4） 登録情報が利用者のものでないと判明したとき
（5） 利用希望者が、当社の定める方法によらず利用の申込を行った場合、その他当社が不適切と判断した場合
３． ＩＤの削除又は利用禁止に関し、当社は、ユーザー及び第三者に対して一切責任を負わないものとします。
４． ユーザーの利用により、当社に被害が及ぶと判断した場合には、当社は、利用者に通知することなく、いつでもサービス内容
を変更、停止又は終了することができるものとします。
第１１条（反社会的勢力の排除）
１．
当社及びユーザーは、現在及び将来にわたって、自己又は自己の役職員が暴力団、暴力団の構成員、暴力団関係企業、その他
の反社会的勢力（本利用約款において、「反社会的勢力」という。）でないことを表明し、保証するものとします。
２． 当社及びユーザーは、暴力的又は脅迫的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為を行わ
ず、又は第三者をして行わせしめないことを表明し、保証するものとします。
３． 当社及びユーザーは、相手方が前２項に定める表明保証に反した場合は、将来に向か って直ちに利用契約を解除できるものと
します。
第１２条（解除）
１．
ユーザーは、本サービスの利用を終了する場合には、当社の定める方式に従って利用契約の解除手続を行うものとします。
２． 当社は、ユーザーに次の各号のいずれか一つに該当する事由が生じたときは、ユーザーに通知することなく利用契約を直ちに
解除することができるものとします。
（1） 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分、その他公権力の処分を受けたとき、会社更生手続及び民事再生手続の開始、
破産若しくは競売を申し立てられたとき、自ら会社更生手続、民事再生手続の開始若しくは破産申立てをしたとき、又は
第三者からこれらの申立てがなされたとき
（2） 資本減少、営業の廃止若しくは変更、又は解散の決議をしたとき
（3） 公租公課の滞納処分を受けたとき
（4） その他、クレジットカード利用の停止など前各号に準ずる信用の悪化と認められる事実が発生したとき
第１３条（バックアップ）
１． ユーザーは、本サービスにおいてサーバ上に伝送するデータ等について、自らの責任で同一のデータ等をバックアップとして
保存しておくものとします。
２． 当社は、データ等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。
第１４条（紛争の解決のための努力）
１． 本サービスに関して紛争が生じたときは、各当事者は、相互の協力の精神にもとづき誠実に解決のための努力をするものとし
ます。
２． クレジットカードでのお支払いの場合、利用者と当該クレジットカード会社等での間で紛争が生じたときは、当該当事者双方
で解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。
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第１５条（利用環境整備）
１． ユーザーは、本サービスを利用するために必要な機器、ソフトウェア、通信回線等を自らの責任と費用で整備しなければなら
ないものとします。
２． ユーザーは、コンピュータウィルスの感染防止等のセキュリティ対策を自己の責任と費用で講じるものとします。
第１６条（利用制限）
１． 当社は、ユーザー又は利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの利用の全部又は一部を制限することができ
るものとします。
（1） 利用者の本サイト利用により、コンピュータウィルスや大量送信メールの拡散等、当社又は第三者に被害が及ぶおそれが
あると当社が判断した場合
（2） ユーザーとの連絡が不能となった場合
（3） ユーザーが、行政処分その他公権力による処分を受けた場合
（4） その他、利用制限をする必要があると当社が判断した場合
２． 利用制限に関して発生した損害につき、当社は一切の責任を負わないものとします。
第１７条（非保証）
当社は、次の各号に掲げる事項その他一切の保証を行わないものとし、ユーザーはこれに同意するものとします。
（1） 本サービス利用に起因してユーザー又は利用者のＰＣに不具合や障害が生じないこと
（2） コンテンツの正確性及びシステムの完全性
（3） 本サービスが永続すること
（4） 本サービスの利用に中断又はエラーが発生しないこと
第１８条（不可抗力）
当社は、天災、疫病の蔓延、悪意の第三者による妨害行為又は本サービスの提供に際して当社が利用する第三者のソフトウェアの瑕
疵や機器の故障等、当社に責任のない事由により、ユーザーが本サービスを利用することができなくなった場合であっても、これに
より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１９条（禁止事項）
本サービスの利用に際し、当社はユーザーに対し、次に掲げる行為を禁止します。
ユーザーが禁止行為を行い、又は第三者に行わせているときは、即時解約、利用停止等、当社は必要な措置を取ることができるもの
とします。
（1） 当社若しくは第三者の著作物、肖像権若しくは財産を侵害する行為、又は侵害する恐れのある行為
（2） 当社又は第三者に経済的損害を与える行為
（3） 公序良俗に反することがあきらかな行為
（4） ＩＤを第三者に譲渡、質入、貸与する行為
（5） ＩＤの利用を停止された者に代わってＩＤを取得する行為
（6） 複数企業が 1つのＩＤを共同して保有する行為
（7） 本サービスの運営及びシステムに支障を与える行為
（8） 本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
（9） ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為
（10） 無断でデータベース記載の事業所に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為
（11） 本サービスの円滑な運営を妨げる行為、又はそのおそれのある行為
（12） 本サービスの利用により得た情報を再販売、又は二次利用すること
（13） 本サービスで得た情報をインターネット上で入手できる状態にすること
（14） 本利用約款又は当社の定めるその他の規定等に違反する行為
（15） 上記各号に掲げる他、当社が不適切と判断する行為
第２０条（ユーザーの責任）
１． ユーザーは、ユーザーご自身の責任において本サービスを利用するものとし、本サービスにおいて行った一切の行為およびそ
の結果について一切の責任を負うものとします。
２． 当社は、ユーザーが本規約に違反して本サービスを利用していると認めた場合、当社が必要かつ適切と判断する措置を講じま
す。ただし、当社は、かかる違反を防止または是正する義務を負いません。
３． ユーザーは、本サービスを利用したことに起因して（当社がかかる利用を原因とするクレームを第三者より受けた場合を含み
ます。）、当社が直接的もしくは間接的に何らかの損害（弁護士費用の負担を含みます。）を被った場合、当社の請求にした
がって直ちにこれを補償しなければなりません。
第２１条（コンテンツに関する責任）
本サービスを利用して掲載されたコンテンツに関する責任は、すべて利用者に帰属し、当社は一切責任を負わないものとします。
１． 当社は、本サービス（本コンテンツを含みます。）に事実上または法律上の瑕疵（安全性、信頼性、正確性、完全性、有効
性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。）がないことを明示
的にも黙示的にも保証しておりません。当社は、ユーザーに対して、かかる瑕疵を除去して本サービスを提供する義務を負い
ません。
２． 当社は、本サービスに起因してユーザーに生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、本サービスに関す
る当社とユーザーとの間の契約（本規約を含みます。）が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、この免責規定は適用
されません。
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３． 上記２.ただし書に定める場合であっても、当社は、当社の過失（重過失を除きます。）による債務不履行または不法行為によ
りユーザーに生じた損害のうち特別な事情から生じた損害（当社またはユーザーが損害発生につき予見し、または予見し得た
場合を含みます。）について一切の責任を負いません。また、当社の過失（重過失を除きます。）による債務不履行または不
法行為によりユーザーに生じた損害の賠償は、ユーザーから当該損害が発生した月に受領した利用料の額を上限とします。

第２２条（他の規定等との関係）
本サービスにおいて、本サイトその他に本利用約款以外の規定が存在する場合は、当該規定も適用されるものとし、本利用約款と相
反する記述がある場合は、当該規定を優先して適用するものとします。
第２３条（準拠法及び裁判管轄）
１． 本利用約款の準拠法は、日本国の法令とします。
２． 本利用約款に関する訴えについては、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第２４条（サービス内容の変更等）
当社は，ユーザーに通知することなく，本サービスの内容を変更ができるものとし，これによって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２５条（一時的な中断及び提供停止）
１． 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、ユーザーへ事前の連絡をすることなく、本サービスの提供を中断すること
ができるものとします。
（1） 緊急を要して、本サービスに必要な設備の保守作業を行う場合
（2） 本サービス運用上の理由で、やむを得ない場合
（3） 第２５条に定める不可抗力により、本サービスを提供できない場合
２． 当社は、ユーザーが本利用約款等に違反した場合、事前の通知を要することなく、本サービスの全部又は一部の提供を停止す
ることができるものとします。
３． 当社は、前２項に定める事由によりユーザーに対し本サービスを提供できなかったことに関してユーザー又は第三者に損害が
発生した場合でも、一切責任を負わないものとします。
第２６条（本サービスの廃止）
１．
当社は、業務上の都合により、ユーザーに対して現に提供している本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
２． 当社は、前項に定める本サービスの廃止を行う場合には、その１カ月前までにその旨 をユーザーに通知します。
第２７条（個人情報管理）
１． 当社は、本サービスの運営に必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つ努力をするものとします。
２．
当社は、個人情報の漏洩、滅失の防止その他個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずるものとします。
３．

当社は、個人情報の安全管理のために、個人情報を取り扱う従業者に対する必要かつ適切な監督を行うものとします。

４． 当社は、本サービスの運営に関し、保存する必要がなくなった個人情報を速やかに破棄又は削除するものとします。
５． 当社は、個人情報の取扱いの全部又は一部を当社以外の者に委託するときは、委託契約において、個人情報の安全管理につい
て受託者が講ずべき措置を明らかにし、受託者に対する必要かつ適切な監督を行うものとします。
６． 当社は、あらかじめユーザーの同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供しないものとします。但し、次の各号に掲げる
場合を除きます。
（1） 法令に基づく場合
（2） 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
（3） 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合
（4） 公的機関又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する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とき
第２８条（通知または連絡）
ユーザーと当社との間の通知または連絡は，当社の定める方法によって行うものとします。
第２９条（本利用約款の改定）
当社は，必要と判断した場合には，本利用約款の内容を改定することがあります。その場合には、本利用約款の内容は、その実施の
日から、改定された内容に従って変更されるものとします。
本利用約款は、２０１８年7月１日から実施します。
ver1.0
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