
キャリア未来プロジェクトオンラインサロン利用規約

株式会社ディーフォーエル（以下、「当社」といいます。）は、「キャリア未来プロジェクトオン

ラインサロン利用規約」（以下「本規約」といいます。）を定め、本規約に従い、オンラインサ

ロンを運営します。

第１条（はじめに）

本規約は当社が運営し、提供するオンラインサロンに関わる全てのサービス（以下、「本

サービス」という。）を、会員が利用する場合の全ての行為に関して適用されます。会員は、

本サービスを利用することにより、本規約の全ての記載内容について同意したものとみなし

ます。本規約の規定とその他の利用条件に齟齬が生じたときは、本規約を優先するものと

します。

第２条（定義）

本規約において、用語の定義は、以下のとおりとします。

1. オンラインサロンとは、ZOOMなどのビデオ会議ツールおよびFacebookなどの

SNSを用いて、当社と会員、または会員同士が、情報または意見交換等のコミュニ

ケーションを行う会員制のサービスのことをいいます。

2. オフ会とは、オンラインサロンの会員同士が実際に集まるイベントのことをいいま

す。

3. 会員とは、第５条に従って会員登録を行った者をいいます。

4. コンテンツとは、当社が本サービスにおいて会員に対し配信する文章、画像及び動

画等をいいます。なお、コンテンツの著作権については、当社に帰属します。

5. 会員投稿情報とは、会員が本サービスに投稿する文章、画像等を含む一切の情報

をいいます。なお、会員投稿情報の著作権については、会員投稿情報を投稿した

会員又は当該メンバーに利用を許諾した第三者に帰属します。

第３条（個人情報の取り扱い）

1. 当社は、申込者及び会員が本サービスを利用する際に当社に対して提供する個人

情報を、「個人情報保護に関する法律」に則って取り扱い、本サービスの提供を行う

目的のために利用します。

2. 当社は、下記の目的で会員の個人情報を取得するものとし、下記の目的で利用す

るために第三者に個人情報を提供することがあります。

a. 本サービスの提供を行う目的

b. 本サービスの利用料金の決済を行う目的

c. その他の本サービスの提供、利用にあたり必要な範囲で使用する目的



3. 会員は、前項の目的で会員の個人情報を第三者に提供することに同意します。

第４条（会員資格）

本サービスは、以下の要件を全て満たす方が会員になり、利用することができます。会員

になるにあたり、以下の要件を満たしていることを当社に対し保証するものとします。

1. 本規約に同意すること

2. 反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員その他これに準ずる者を意

味し、以下同様とします。）でないこと、かつ資金提供その他を通じて反社会的勢力

等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等と何らかの

交流もしくは関与を行っていないこと

3. 本サービスを利用するための機器の準備・保守・管理や、本サービスを利用してな

された一切の行為及びその結果の全てについて自己責任とすること

4. 本サービスを利用してコンテンツを提供する会員は、当社に対し、そのコンテンツが

第三者の権利を侵害するものでないことを保証すること

5. 本サービスを退会した場合においても、会員投稿情報については、他の会員にお

いて閲覧可能な状態であることを了承すること

6. 本規約に基づく全ての契約について、その契約上の地位及びこれにより生じる権

利義務の全部又は一部を、当社の書面による事前の承諾なく第三者に対し譲渡、

移転、担保設定その他の処分をしないこと

第５条（会員登録）

1. 申込者は当社に対し、当社が定める方法により入会申込みを行うものとします。な

お、所定の審査により入会申込みをお断りする場合があります。

2. 申込者は、当社が申込者からの入会申込みについて、承諾しない場合があること

を予め同意するものとします。なお、当社は申込者に対し、不承諾の理由を説明す

る義務を負わないものとします。

第６条（利用料金）

1. 本サービス利用の対価は、会員種別ごとに以下の通りとします。

a. 学生会員：無料

b. 企業人会員：月額3,000円（消費税別途）

c. 教員会員：月額3,000円（消費税別途）

d. 法人会員：月額10,000円（消費税別途）

2. 会員は、毎年または毎月、当社に対し、更新月の末日に当年1年分または当月１ヶ

月分の利用料金に消費税を付加して支払うものとします。

3. 利用料金の支払い方法は、クレジットカードによる自動引き落としまたは銀行振込

に限るものとします。

4. イベントなどの開催においては別途参加費が必要な場合があります。



5. 当社は、会員が支払った利用料金については、返金を行わないものとします。

第７条（会員資格の失効）

当社は、会員について以下の事由が生じた場合、当該会員の資格を失効させ、当該会員

が本サービスを利用することを停止できます。

1. 当社に提供した登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れが

あった場合

2. 反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意

味します。以下同じ。）である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の

維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交

流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合

3. 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

4. 第４条に定める会員資格を喪失した場合

5. 第８条に定める措置を受けたことがある場合

6. 第８条に定める場合

7. 第１１条に定める禁止行為を行った場合

8. その他、登録を適当でないと当社が判断した場合

第８条規約違反行為等に対する措置

当社は、本サービスを適正に運営するため、以下に定める場合には、あらかじめ会員に通

知することなく、会員投稿情報の削除、本サービスの利用停止、会員資格の失効等、必要

な措置を講じることができるものとします。

1. 会員が本規約に定められている事項もしくは規則等に記載する事項に違反した場

合、又はそのおそれがあると当社が判断した場合

2. 会員と当社との間の信頼関係が失われた場合や当社が会員による本サービスの

利用を不適当であると判断した場合

第９条（会員のデータ及び会員投稿情報等の取扱い）

1. 当社は、本サービスの保守や改良等の必要が生じた場合には、会員投稿情報につ

き、サービスの保守や改良等に必要な範囲で複製等を行えるものとします。

2. 会員は、会員投稿情報について、当社に対し著作者人格権を行使しないものとしま

す。

第１０条（コンテンツに関する権利）

1. 会員は、当社の書面（電磁的記録による方法を含む。）による許諾を得ない限り、

本サービスにコンテンツを投稿してはならないものとします。



2. 前項の許諾に基づき本サービスを利用してコンテンツを投稿する会員は、当社に対

し、当該コンテンツが第三者の権利を侵害するものでないことを保証するものとしま

す。

3. 本サービスを利用して投稿されたコンテンツの著作権その他一切の権利（なお、著

作権法第２７条及び第２８条に規定する権利を含む。）は、当社に帰属します。

4. 会員は、前項のコンテンツに関する著作者人格権を行使しないものとします。

5. 当社は、会員が投稿するコンテンツを、本サービスの円滑な提供、当社システムの

構築、保守、メンテナンスに必要な範囲内で、使用及び改変することができるものと

します。

6. 会員が退会した場合、当該サロンを利用する権利は、退会時に即時喪失するもの

とします。

7. サロンに提供されるコンテンツに関して、転載・引用する行為は、当社の書面（電磁

的記録による方法を含む。）による許諾がある場合を除いて、サービスの特性上強

く禁止します。

第１１条（禁止行為）

1. 会員は、本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事項を行ってはならな

いものとします。以下の禁止行為に違反した場合には、当社からの強制退会、利用

停止などを含めたあらゆる措置をとることがあります。

a. 学生会員への他会員からのリクルート行為

b. 他の会員へのネットワークビジネスへの勧誘行為

c. 公序良俗、一般常識に反する行為

d. 第１０条に抵触する、オンラインサロン内コンテンツの無断投稿、無断転載・

引用行為

e. オンラインサロン外における、当社に対する誹謗中傷・嫌がらせなどの行為

f. 他の会員、当社又は第三者の名誉、社会的信用、著作権、商標権、特許

権、実用新案権、プライバシー権、肖像権、パブリシティ権その他の権利を

侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為

g. 他の会員、当社又は第三者を誹謗中傷し、又は名誉もしくは信用を傷つけ

る行為

h. 差別に繋がる民族、宗教、人種、性別又は年齢等に関する表現行為

i. 自傷、自殺、違法薬物使用又は脱法薬物使用等を勧誘・誘発・助長するよ

うな行為

j. 他の会員、当社又は第三者に不利益を与える行為

k. 法令に違反する行為又は犯罪に結びつく行為及び当該行為を勧誘・幇助・

強制・助長する行為

l. 本サービスにより得た情報を転載又は引用及び他メディアへの掲載等第三

者に開示する行為



m. 反社会的勢力に利益を提供し、又は便宜を供与する行為

n. 他の会員の情報収集目的、宗教や政治活動への勧誘目的で本サービスを

利用する行為

o. 事実に反する情報を他の会員に流布する行為

p. 本サービスを通じて取得した個人情報を第三者に提供する行為

q. 本サービスにより提供される情報を改ざん・消去する行為

r. 本サービスの他、当社の運営するサービスを妨害する行為

s. 性的、わいせつ的、暴力的な表現行為

t. 他人に過度の不快感を及ぼすおそれのある、あるいは誘導する行為

u. 他の利用者への中傷、脅迫、いやがらせに該当する行為

v. 差別につながる民族・宗教・人種・性別・年齢等に関する表現行為

2. 前項各号の禁止事項に該当するか否かの判断は、当社の裁量により行うものとし

ます。

第１２条（免責事項）

1. 当社は、本サービスを利用したこと又は利用ができないこと、本サービスからのリン

ク先を利用したこと又は利用ができないことによって引き起こされた損害について、

直接的又は間接的な損害を問わず一切責任を負わないものとします。本規約の条

項のいずれかに会員が違反した場合も、会員は当社に対しての主張、訴訟その他

全ての法的措置から当社を免責するものとします。本サービス利用により発生した

通信料については当該会員が負担するものとし、利用者と争いが生じた場合も、当

社は免責されるものとします。

2. 当社は、本規約又はその他の利用条件等に違反する行為又はその恐れのある行

為が行われたと判断した場合には、警告ののち、会員を本サービスからの退会処

分を含めたあらゆる処置をとります。特に悪質な場合については、警告なしで当該

処置を行うこともあります。それによって生じたいかなる損害についても責任を負い

ません。

3. 当社は以下に掲げる事項について、一切保証しません。本サービスのご利用に際

しては、会員が、本サービスにより提供される情報の有用性等を判断し、自らの責

任でご利用ください。

a. （１）本サービスで提供される全ての情報（本サービスから提供される情報

及び本サービス上に表示される第三者が管理又は運営するリンク先に含ま

れる一切の情報等を含みます。以下、本項において同様とします。）に関す

る、有用性、適合性、完全性、正確性、信頼性、安全性、合法性、道徳性、

最新性。

b. （２）会員間のやりとりに関する一切の事項

c. （３）本サービス上における発信情報及びコンテンツが第三者の権利を侵害

しないこと



d. （４）本サービス及び各オンラインサロンの存続又は同一性が維持されるこ

と

4. 会員は、自ら責任において本サービスを利用するものとし、他の会員との間で紛争

が生じた場合には、当事者間においてこれを解決するものとします。

5. 会員による本サービスの利用に伴い、当社の債務不履行又は不法行為に基づき

会員に損害が発生した場合、当社は会員に対し、当該債務不履行又は不法行為

が生じた月の利用料金の額を上限として、損害賠償責任を負います。

第１３条（損害賠償）

会員は、本サービスを利用するにあたり、当社に対し、損害を生じさせた場合には、当社に

生じた一切の損害（逸失利益、弁護士費用等を含む。）を賠償しなければならない。

第１４条（本サービスの変更、終了等)

1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、いつでも、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。

a. 本サービスに係るシステムの点検又は保守作業等を行う場合

b. システム、通信回線等が停止した場合

c. 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変等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

d. 各種SNSのサービスが停止した場合

e. その他、当社が停止を必要と判断した場合

2. 当社は、当社の都合により、本サービスの内容を変更し、又は本サービスの提供を

終了することができるものとします。なお、当社が本サービスを変更、終了等をする

場合、会員に対して可能な限り事前に通知するよう努めますが、緊急な場合等、事

前に通知ができないこともあります。

3. 当社は、本サービスの停止等によって会員が被った損害を賠償する責任を負わな

いものとします。

第１５条（規約の変更）

1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、民法第５４８条の４の規定

に基づき本規約等を会員に対する事前の通知なく随時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後は、変更後の本規約が適用されるものとします。

a. 本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき

b. 本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後

の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的

なものであるとき



2. 当社は、本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の効力発生時期を定め、効

力発生時期までに変更後の本規約の内容及び効力発生時期を本サービス上への

表示その他当社所定の方法により会員に周知するものとします。

3. 前二項の規定にかかわらず、変更後の本規約については、本サービス上に表示し

た時点で効力を生じるものとし、本規約変更後に、申込者及び会員が本サービスを

利用した場合には、会員は変更後の本規約の内容を承諾したものとみなします。

第１６条（本規約及びその他の利用規約等の有効性）

本規約及びその他の利用条件等の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本

規約及びその他の利用条件等のその他の規定は有効とします。

第１７条（準拠法及び管轄裁判所）

1. 本規約は、日本法に準拠して解釈されるものとします。

2. 当社、及び会員は、本規約に関し、当社と会員との間で生じた紛争の解決につい

て、神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることをあらかじめ合

意するものとします。

附則  本規約は、２０２１年7月１日から適用する。


