「モーリーフレンズプラス会員」規約
本利用規約（以下「本規約」といいます）は、株式会社イオンファンタジー（以下「当社」といいます）が提供する「モーリーフレンズプラス会
員」向けサービス（以下「本サービス」といいます）の利用条件、および当社と本サービスの利用者（以下「ユーザ」といいます）との間の権利
義務関係を定めたものです。本サービスの利用に際しては、本規約を十分に確認いただき、本規約の内容に同意いただく必要があります。

第1条（適用）
1. 本規約は、本サービスの提供条件および本サービスの利用に関する当社とユーザとの間の権利義務関係を定めることを目的とし、当社とユー
ザ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ます。
2. 「モーリーフレンズプラス会員」とは、第8条に定める利用料を支払うことにより、第6条に定めるサービスの提供を受けるユーザをいいます。
なお、「モーリーフレンズプラス会員」として登録を行った場合、当該登録日を会員登録日といいます。
3. ユーザは本サービスを本規約に従い利用するものとします。
4. 本規約のほか、当社が本サービスに関するルール、ガイドライン等を定めた場合、これらは本規約の一部を構成するものとします。
5. 本規約の内容と、前項のルール、ガイドライン等、その他の本規約外における本サービスの説明等が異なる場合は、本規約の規定が優先して
適用されるものとします。
第2条（登録）
1. ユーザは、本サービスへの加入申込みに際し、あらかじめ本規約を遵守することに同意したうえ、当社所定の手続に従い、本サービスに申込
み、当社が求める情報（以下「登録情報」といいます）を当社に通知し、ユーザ登録を行うものとします。
2. ユーザ登録をできる者は、個人または当社が認めた法人とします。
3. 第1項に定める登録情報を当社が審査し、ユーザ登録を承認した時点で、本規約を内容とする利用契約（以下「本利用契約」といいます）がユ
ーザと当社の間に成立するものとします。
4. 当社は、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、ユーザ登録および再登録を拒否することができるものとします。また、当社は、そ
の理由について一切開示義務を負わないものとします。
⑴ 当社に提供した登録情報の一部または全部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合
⑵未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていなかった
場合
⑶ 登録希望者が過去当社との契約に違反した者またはその関係者であると当社が判断した場合
⑷ 第18条に定める措置を受けたことがある場合
⑸ その他、当社が登録を適当でないと判断した場合
第3条（未成年者による利用）
1. 登録希望者が未成年者である場合、あらかじめ親権者等の法定代理人の同意を得て、本サービスを利用するものとします。
2. ユーザ登録した時点で未成年者であった者が、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4条（登録情報の変更）
ユーザは、登録情報に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。
第5条（認証情報の管理）
1. 本サービスを利用するにあたり、特定のウェブページへのアクセス等のため、認証情報が必要となることがあります。ユーザは、自己の責任
において、本サービスに関する認証情報を適切に管理および保管するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売
買等をしてはならないものとします。
2. 認証情報の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任はユーザ自らが負うものとし、当社は一切の責任を
負いません。
第6条（サービスの内容）
本サービスの内容は以下のとおりです。
⑴「ファンタジースキッズガーデン」の半額クーポンの付与
当社が運営する幼児向け施設「ファンタジースキッズガーデン」の利用料金が半額となるデジタルクーポンが付与されるサービスです。具体
的な内容は以下のとおりです。
・毎月1日に、当該クーポンが1枚付与されます。また、会員登録日においては、即日付与されます。
・当該クーポンは、「ファンタジースキッズガーデン」の各店舗で利用できます。
・当該クーポンの有効期間は、付与された月内のみとします。翌月に持ち越して利用することはできません。
・当該クーポンは、付与された月内といえども、本利用契約が終了した時点で利用できなくなります(第10条2項)
⑵「わいわいぱーく」の半額クーポンの付与
当社が運営するアミューズメント施設内の「わいわいぱーく」の利用料金が半額となるデジタルクーポンが付与されるサービスです。具体的
な内容は以下のとおりです。
・当該クーポンは、会員登録日に付与され、本利用契約が終了するまで繰り返し利用することができます。
・当該クーポンは「わいわいぱーく」の各店舗で利用できます。
・当該クーポンは、本利用契約が終了した時点で利用できなくなります(第10条2項)。
⑶メダル引換クーポンの付与
当社が運営するアミューズメント施設内のメダルゲームコーナーで利用できるメダルと引き換え可能なデジタルクーポンが付与されるサービ
スです。具体的な内容は以下のとおりです。
・毎月1日に、1,100円分（店舗により1,200円分）のメダルと引き換え可能なクーポンが1枚付与されます。また、会員登録日においては、即
日付与されます(ご利用にあたっては、第9条第5項をご確認ください)。
・1,100円分（店舗により1,200円分）に相当するメダル枚数は店舗によって異なります。
・当該クーポンは当社が運営するアミューズメント施設の各店舗で利用できます。ただし、引き換えたメダルは、引き換えた店舗以外では利
用できません。
・当該クーポンの有効期間は、付与された月内のみとします。翌月に持ち越してメダルと引き換えることはできません。
・当該クーポンは、付与された月内といえども、本利用契約が終了した時点で利用できなくなります(第10条2項)
⑷アプリ使い放題サービス
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当社が提携する株式会社スマートエデュケーション（以下「アプリ提供者」といいます）が提供する複数のアプリケーションが、使い放題に
なるサービスです。当社用にカスタマイズされており、アプリ提供者が一般に提供するアプリケーションとは一部異なることがあります。ま
た、ユーザのスマートフォン、タブレット端末等（以下「端末等」といいます）のOS（Android、iOS等）により、使い放題となるアプリケー
ションが異なります。
・当該サービスは、本利用契約が終了した時点で利用できなくなります。
・当該サービスを通じてインストールされたアプリケーションは本利用契約が終了した時点で利用できなくなります。
⑸来店スタンプ
当社が運営するアミューズメント施設に来店した際にデジタルスタンプを獲得できるサービスです。具体的な内容は以下のとおりです。
・来店スタンプは、次項のアプリケーションをインストールした端末等を当社指定の設備にかざすことにより1日1個獲得できます。
・来店スタンプが一定数に達すると、施設利用料金の割引などを内容とする当社指定デジタルクーポンと交換できます。
・次項のアプリケーションを起動することによりログインスタンプ（1日1回）が得られ、ログインスタンプが一定数に達した場合、来店スタ
ンプ1個と自動的に交換されます。
・デジタルクーポンと交換されなかった来店スタンプは、最終利用から1年間有効です。1年間ご利用がない場合、消滅します。
・端末によってはデジタルスタンプを受けられない可能性があります。その場合デジタルスタンプの付与はございません。
⑹参加型イベント
イベントの詳細は、その都度、ご案内いたします。
2.ユーザは、本サービスの提供を受けるため、当社が指定するアプリケーションを当社が指定する方法により、ユーザの端末等にインストールす
るものとします。なお、ユーザがインストールを遅滞している場合であっても、第9条の「お試し期間」は進行し、また、「お試し期間」経過後
は第8条に定める利用料が発生するものとします。
3.ユーザは、本利用契約の成立により、最大3台の端末等で本サービスを利用することができます。ただし、クーポンの発行枚数が増加するもので
はありません。
第7条（初回特典）
1. 初めて「モーリーフレンズプラス会員」となるユーザには、初回特典として以下のクーポンが会員登録日に付与されます。
⑴「ファンタジースキッズガーデン」の利用料金が1回無料となるクーポン1枚
⑵「わいわいぱーく」の利用料金が1回無料となるクーポン2枚
⑶「メダルゲームコーナーで利用できるメダル100枚と引換」となるクーポン1枚
2. 前項のクーポンには有効期間はありませんが、本利用契約が終了した時点で利用できなくなります(第10条2項)。
第8条（利用料）
1. 本サービスの利用料は、月額800円（消費税別）です。会員登録日が月中であっても、または本利用契約を月中に解約した場合であっても、日
割り計算による減額はいたしません。
2. 利用料のお支払い方法は、国内発行のクレジットカード、「ドコモ払い」・「auかんたん決済」・「ソフトバンクまとめて支払い」などの通信
キャリアを通じた支払い、その他当社が指定する決済会社を通じて行うものとします。支払のタイミングは、ユーザがお支払いに利用している
クレジットカード会社、通信キャリア、決済会社との契約に従うものとします。なお、一度設定したお支払い方法は変更することはできません。
3. 月額利用料は、毎月1日に発生するものとします。月額利用料は、当社所定の方法により、前月末日までに、ユーザが本利用契約を解約するか、
または当社が本利用契約を解除しない限り、毎月1日に発生するものとします（1日に解約手続きをされても当月の料金は発生いたします）。な
お、「ドコモ払い」については、 株式会社NTTドコモのシステムの仕様により、解約手続きの受付処理が翌日になる場合がありますのでご注意
ください（2018年2月時点では、月末の20:00以降に解約手続きを行うと翌月1日の受付処理となります。しかし、今後、変更される場合もあり
ます。また、20:00の直前に解約手続きを行った場合、通信状況等により解約手続きの受付処理が20:00以降になる可能性があります）。
4. 前項にかかわらず、本利用契約成立後最初の月額利用料については、会員登録日に発生するものとし、また、第9条第1項の「お試し期間」の適
用のあるユーザについては、同条第2項に定めるとおりとします。
5. ユーザは、お支払いに利用しているクレジットカードの会員番号、有効期限の変更等があった場合、遅滞なく当社にその旨連絡するものとしま
す。
6. ユーザは、前項の通知を怠ったことにより、当社へ支払がなされない場合、当社の指定する方法で直ちに支払を行うものとします。
7. 利用料のお支払い先は、当社に代わり、利用料の回収を代行している株式会社スマートエデュケーションとなります。
第9条（お試し期間）
1. 初めて「モーリーフレンズプラス会員」となるユーザには「お試し期間」があります。
2．「お試し期間」は、会員登録日から、会員登録日を含めて15日間とします（ただし、「ソフトバンクまとめて支払い」を選択された場合、「お
試し期間」が一部異なります。次項をご確認ください）。「お試し期間」中に本利用契約を解約する場合には前条の規定にかかわらず月額利用
料は発生しません。「お試し期間」内に解約しない場合には、「お試し期間」が終了した日の翌日から、月額利用料が発生します。当該月額利
用料の発生日が月中となる場合でも、日割り計算による減額はいたしません。
例1 会員登録日が2016年10月1日（土）の場合
お試し期間 ：2016年10月1日（土）〜同年10月15日（土）
利用料発生日：2016年10月16日（日）に10月分の月額利用料が発生。
例2 会員登録日が2016年10月25日（火）の場合
お試し期間 ：2016年10月25日（火）〜同年11月8日（火）
利用料発生日：2016年11月9日（水）に11月分の月額利用料が発生。
3.前項の「お試し期間」につき、「ソフトバンクまとめて支払い」を選択された場合、ソフトバンク株式会社側のシステムの仕様により、原則と
して会員登録日から、会員登録日を含めて15日間ですが、15日間が終了した翌日が会員登録した日と同じ月内の場合、当該月末日までお試し期
間となります。
例1 会員登録日が2016年10月22日（土）の場合
お試し期間 ：2016年10月22日（土）〜同年11月5日（土）
利用料発生日：2016年11月6日（日）に11月分の月額利用料が発生。
例2 会員登録日が2016年10月10日（月）の場合
お試し期間 ：2016年10月10日（月）〜同年10月31日（月）
※会員登録日を含めた15日間が終了した日が会員登録日と同じく10月内であるため。
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利用料発生日：2016年11月1日（火）に11月分の月額利用料が発生。
4.ユーザは、「お試し期間」中であっても、所定の手続きを行い、「お試し期間」を終了させることができます。この時点で、月額利用料が発生
します。
例 会員登録日が2016年10月1日（土）の場合
お試し期間 ：2016年10月1日（土）〜同年10月15日（土）
・2016年10月11日（火）に「お試し期間」を終了させた場合、2016年10月11日（火）に10月分の月額利用料が発生。
5.「メダル引換クーポン」については、「お試し期間」が経過して、月額利用料が発生した後でなければ、メダルと引き換えることはできません。
ただし、ユーザが、「お試し期間」中に、前項に従い、「お試し期間」を終了させた場合には、終了させた時点で月額利用料が発生し、当該ク
ーポンを利用してメダルと引き換えることができるようになります。なお、「お試し期間」中に、月が変わった場合には、当該クーポンは失効
し（第10条第2項をご確認ください）、翌月1日に当月分の「メダル引換クーポン」が新たに1枚付与されます。
例 会員登録日が2016年10月25日（火）の場合
お試し期間 ：2016年10月25日（火）〜同年11月8日（火）
・会員登録日である2016年10月25日（火）に、10月分の「メダル引換クーポン」が付与されますが、「お試し期間」中であるため、メダ
ルと引き換えることはできません。ただし、2016年10月25日（火）〜10月31日（月）の間に所定の手続きを行うことにより、「お試し
期間」を終了させた場合、その時点で10月分の月額利用料が発生しますが、10月分の「メダル引換クーポン」を利用してメダルと引き
換えることができるようになります。
・2016年11月1日（火）に、11月分の「メダル引換クーポン」が付与されますが、11月分の「メダル引換クーポン」は、「お試し期間」が
経過した後である11月9日以降にメダルと引き換えることができます（なお、「お試し期間」中に解約した場合、11月分の「メダル引換
クーポン」は引き換えできなくなります。第9条第6項をご確認ください。）
・2016年11月1日（火）〜11月8日（火）の間に所定の手続きを行うことにより、「お試し期間」を終了させた場合、その時点で11月分の
月額利用料が発生しますが、11月分の「メダル引換クーポン」を利用してメダルと引き換えることができるようになります。
6.「お試し期間」内に解約した場合、解約した時点で利用していない各クーポン及びアプリ使い放題サービスは利用できなくなります。
第10条（クーポン）
1.ユーザは、各店舗において、端末等の画面上にクーポンを表示させて提示することによりこれを利用できます。
2.各クーポンには利用可能な所定の有効期間があり、当該有効期間内のみ利用できるものとします（初回特典クーポンは除きます）。また、ユー
ザが本利用契約を解約するか、または当社が本利用契約を解除したことにより、本利用契約が終了した場合には、各クーポン（初回特典クーポ
ンを含みます）は利用できなくなります。
3.当社は、ユーザが利用していない各クーポンを買い取り、返金することはいたしません。また、各施設を利用された後に各クーポンを提示され
ても当該クーポンに相当する金銭を返金することもいたしません。
4.クーポンに関する情報は、インターネットを通じて更新されます。ユーザのインターネットの接続環境によっては、情報が更新されず、新たに
利用できるクーポン情報に更新されないことがあります。更新されていない場合、インターネットの接続環境の良い場所において、ブラウザを
再度読み込み、またはアプリを再起動することにより、更新されます。
5.ユーザは、本利用契約のほか、当社が定める当該クーポンに関する利用条件、利用規約等に従うものとします。
6.当社は、付与するクーポンの内容、利用条件、利用規約等をユーザへ通知を行うことなく随時変更することができるものとします。当社は、本
項に基づき、当社が行った行為によりユーザに生じた損害について、当社に故意または重過失のある場合を除き、一切の責任を負いません。
第11条（アプリ使い放題サービス）
1.ユーザは、当社またはアプリ提供者が定めた利用条件に従い、アプリケーションを利用するものとします。
2.ユーザが本利用契約を解約するか、または当社が本利用契約を解除したことにより、本利用契約が終了した場合には、アプリ使い放題サービス
は利用できなくなります。
第12条（アップデート情報・更新情報）
当社は、インターネットを通じて、本サービスの提供に必要なアップデート情報・更新情報を適宜ユーザに提供するものします。ユーザは、自己
の責任でインターネット環境を整備し、必要なアップデート情報・更新情報を受領してアプリケーションの更新を行うものとします。当社は、ユ
ーザがアプリケーションを更新しないことによって、本サービスの提供が不完全となったとしても、そのことによる責任を負わないものとします。
第13条（解約、再契約）
1.ユーザは、解約を希望する場合、当社所定の手続により解約を行うものとします。ただし、本利用契約は、会員登録日当日を含めて3日間は解約
することはできません。
2.本利用契約の解約後6ヵ月間、改めて本サービスに申し込むことはできません。
3.ユーザは、本利用契約を解約した時点で、モーリーフレンズ会員となり、本サービスの内第6条⑸号⑹号以外のサービスについては利用すること
ができなくなります。（別途モーリーフレンズ会員利用規約をご確認下さい）
第14条（禁止事項）
ユーザは、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当し、または該当すると当社が判断する行為をしてはなりません。
⑴ 法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為
⑵本規約に違反する行為
⑶ 公序良俗に反する行為
⑷ 当社、本サービスの他の利用者またはその他の第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他の知的財産権（それらの権利を
取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。以下まとめて「知的財産権」といいます）、肖像権、プライバシーの
権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為
⑸本サービスを営利目的で利用する行為
⑹虚偽の登録情報を当社に提供する行為
⑺ 本サービスのネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける行為
⑻ 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為
⑼ 当社のネットワークまたはシステム等に不正にアクセスし、または不正なアクセスを試みる行為
⑽ 第三者に成りすます行為
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⑾ 他の利用者の認証情報を利用する行為
⑿ 当社が事前に許諾しない本サービス上での宣伝、広告、勧誘、または営業行為
⒀ 本サービスの他の利用者の情報の収集
⒁ 当社、本サービスの他の利用者またはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
⒂ 反社会的勢力等への利益供与
⒃ 面識のない異性との出会いを目的とした行為
⒄ 前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為
⒅ その他、当社が不適切と判断する行為
第15条（本サービスの停止等）
1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、ユーザに事前に通知することなく、本サービスの一部または全部の提供を停止または中
断することができるものとします。
⑴ 本サービスに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に行う場合
⑵ コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
⑶ 地震、落雷、火災、風水害、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
⑷ その他、当社が停止または中断を必要と判断した場合
2. 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づきユーザに生じた損害について、当社に故意または重過失がある場合を除き、一切の責任を負
いません。
第16条（第三者サイトおよびリンク）
1. 本サービス上において、当社の管理するウェブサイト以外のウェブサイト（以下「第三者サイト」といいます）へのリンクが掲載される場合
があります。当社は、第三者サイトおよび当該サイトへのリンクに掲載される情報について完全性、正確性、有用性を有するものであること
の保証を行わないものとします。
2. ユーザは、第三者サイトおよび当該サイトへのリンクに掲載される情報を利用する場合、自己の責任と費用において、当該情報の内容、利用
規約等について確認したうえ、必要に応じてセキュリティ措置を講じるなどして利用するものとします。
第17条（権利帰属）
1. 本サービスにおいて当社がユーザに提供する、画像・映像・文章・プログラムその他一切の情報（以下「コンテンツ」といいます）に関する
知的財産権は、当社、アプリ提供者ならびに当社またはアプリ提供者にその利用を許諾した者に帰属します。
2. 本規約に基づく本サービスの利用許諾は、本サービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味
するものではなく、本規約で認められた範囲を超えて、コンテンツを複製、送信その他の態様で利用してはならず、第三者に利用させてはな
らないものとします。
3. ユーザは、本サービスに関する知的財産権について、その登録を出願し、移転を申請し、または行使してはならないものとします。
第18条（登録抹消等）
1. 当社は、ユーザが、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、本サービスの利用を一時的に停止
し、またはユーザとしての登録を抹消、もしくは本利用契約を解除することができます。
⑴ 本規約に違反した場合
⑵ 登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合
⑶ 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続
の開始の申立てがあった場合
⑷ 当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡をしても、7日間以上ユーザと連絡がとれない場合
⑸ 第2条第4項各号に該当する場合
⑹ その他、当社が本サービスの利用、ユーザとしての登録、または本利用契約の継続を適当でないと判断した場合
2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、ユーザは、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。
3. 当社は、本条に基づき当社が行った行為によりユーザに生じた損害について、当社に故意または重過失のある場合を除き、一切の責任を負い
ません。
第19条（本サービスの内容の変更、終了）
1. 当社は、当社の都合により、本サービスの内容を変更し、または提供を終了することができるものとします。当社が本サービスの提供を終了
する場合、当社はユーザに事前に通知するものとします。
2. 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づきユーザに生じた損害について、当社に故意または重過失のある場合を除き、一切の責任を負
いません。
第20条（保証の否認および免責）
1. 当社は、本サービスがユーザの特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、ユーザによる本サー
ビスの利用がユーザに適用のある法令または業界団体の内部規則等に適合すること、および不具合が生じないことについて、何ら保証しない
ものとします。
2. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能または変更、ユーザの登録の抹消、本サービスの利用による登録データ
の消失または機器の故障もしくは損傷、その他本サービスに関してユーザが被った損害につき、賠償する責任を一切負いません。
3. 当社は、全ての端末等において本サービスが利用できることについて、何ら保証しないものとします。また、当社は、全ての端末等において
本サービスを利用できるようにする義務を負わないものとします。
4. ユーザは、端末等のOSの更新等により、本サービスの一部が利用できなくなる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。当社は、
更新等により、利用できなくなったサービスを利用できるようにする義務は負わないものとします。
5. 何らかの理由により当社が責任を負う場合であっても、当社は、ユーザに生じた損害につき、当該損害が発生した月の利用料の額を超えて賠
償する責任を負わないものとし、また、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害については、賠償する責
任を負いません。
6. 本サービスに関連してユーザと他のユーザまたは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、当社は一切責任を負いません。
第21条（秘密保持）
ユーザは、本サービスに関連して当社がユーザに対して秘密に取り扱うべきことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面によ
る承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとします。
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第22条（ユーザ情報・個人情報の取扱い）
1.当社は、本サービスに関し、次に掲げる情報（個人情報および法人情報を含みます。以下「ユーザ情報」といいます）を取得することがありま
す。
⑴ユーザ個人に関する情報：ユーザが本サービスに登録し、当社に送信したアカウント名（ユーザの実名である場合を含みます）、パスワード、
メールアドレス、クレジットカード情報、電話番号、住所、ユーザおよびユーザが本サービスを利用させる子どもの氏名・生年月日・性別等
⑵ユーザが利用する端末等に関する情報：使用デバイス、OS、端末言語設定
⑶通信環境に関する情報：通信環境、アクセス地域等
⑷利用状況に関する情報：本サービスのバージョン、本サービスの利用履歴等
2. 当社は、ユーザ情報を保存・蓄積した場合、善良な管理者の注意をもって取り扱うとともに、以下の目的で使用します。
⑴本サービスの登録の受付、本人確認、利用料等の受領、お問い合わせ対応、メールの送付、その他当社からユーザに対する情報提供等、本サ
ービスの提供、維持、保護および改善のため
⑵ユーザに対する、本サービスの運営に著しく影響を及ぼす事項（本サービス内容の大幅な変更、一時停止を含みますが、これらに限られませ
ん）に関する連絡をするため
⑶ユーザに対する、ユーザ情報の取扱いに関する同意を求めるための連絡をするため
⑷本サービスの利用状況等に係る、個人を特定できない形での統計情報の作成、本サービスまたは当社ウェブサイト等における公表および第三
者への提供をするため
⑸前各号の利用目的に付随する利用目的のため
3. 当社は、アプリ使い放題サービスおよび料金の回収については、株式会社スマートエデュケーションに委託しております。当社は、前項の利用
目的の達成に必要な範囲において、ユーザ情報の一部または全部を、同社に開示するものとし、ユーザはあらかじめ同意するものとします。
4. 前項のほか、当社は、裁判所、検察庁、警察等の公的機関からユーザ情報の開示・提供を要求された場合には、ユーザの承諾を得ずにこれに応
じる場合があります。
第23条（反社会的勢力の排除）
1. ユーザは、自らが、現在、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、総会屋等、社会運動等標ぼ
うゴロもしくは特殊知能暴力集団等、またはこれらの共生者、その他これらに準ずる者（以下、これらを総称して「暴力団員等」といいます。）
に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
⑴自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または、第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認め
られる関係を有すること
⑵暴力団員等に対して資金等を提供し、または、便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑶暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2. ユーザは、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
⑴暴力的な要求行為
⑵法的な責任を超えた不当な要求行為
⑶取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
⑷風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて当社の信用を毀損し、また当社の業務を妨害する行為
⑸その他前各号に準ずる行為
3. ユーザは、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をした場合、またはユーザが第1
項の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、当社が本サービスを提供することが不適切であると判断した場合には、
当社は、当該ユーザに対する本サービスの利用を停止し、ユーザとしての登録を抹消、もしくは本利用契約を解除いたします。
4. 前項の規定により、ユーザに損害が生じた場合にも、ユーザは当社に何らの請求をしないものとします。また、当社に損害が生じたときは、
ユーザがその責任を負うものとします。
第24条（本サービスに関する情報）
1. 当社は、次の事項のいずれかに該当する場合、ユーザ情報を削除、移動その他一切の変更を行うことができます。
⑴本サービスの提供が終了した場合
⑵本サービスを当社または第三者により運営される他のサービスに引き継ぐ場合
⑶ユーザが本規約に違反したと当社が判断した場合
⑷当社が、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
⑸データサイズが所定の水準を超えるなど、技術的な理由により情報の維持が困難となった場合
⑹その他、当社が必要と判断した場合
2. 当社は、ユーザに対し、本サービスに関する情報の変更を行う義務を負いません。
3. 当社は、第1項に基づき情報の変更を実施し、または実施しなかったことによりユーザまたは第三者に生じた損害につき、当社に故意または重
過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
第25条（本規約等の変更）
当社は、本規約を変更できるものとします。当社は、本規約を変更した場合には、ユーザに当該変更内容を第26条2項に定める方法で通知するもの
とし、通知した時点から効力が生じるものとします。
第26条（連絡／通知）
1.本サービスに関する問い合わせその他ユーザから当社もしくは当社の委託先に対する連絡または通知は、電子メールにより下記のアドレス宛に
行うものとします。
support@af.ssegg.jp
2.本規約の変更に関する通知その他当社からユーザに対する連絡または通知は、電子メール、本サービス上における掲示その他当社の定める方法
で行うものとします。
第27条（本利用契約上の地位の譲渡等）
1. ユーザは、当社の書面による事前の承諾なく、本利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務につき、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利用契約上の地位、本規約に基づく権利および義務並びに
ユーザ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、ユーザは、かかる譲渡につき本項において予
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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28条（分離可能性）
本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残り
の規定および一部が無効また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するものとします。
第29条（準拠法および管轄裁判所）
1. 本規約および本利用契約の準拠法は、日本法とします。
2. 本規約または本利用契約に起因し、または関連する一切の紛争については、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。

【2017年3月21日制定】
【2018年3月31日改定】
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