
ローカルプレイス利用規約 
  
本サービス（第 1 号に定義する「本サービス」をいいます）のご利用には、ＳＧＳ株式会

社（以下「当社」といいます）が定める以下の約款（以下「本利用約款」といいます）が適用
されます。ご利用を希望される方は、本利用約款にご同意いただいたうえで、お申し込みいた
だく必要があります。また、お申し込みいただいた場合、当社は、申込者がご同意されたもの
とみなします。本利用約款はすべての利用者（第 3 号に定義する「利用者」をいいます）に適
用されます。また、当社が利用者に提供する本サービスおよび管理ツール（第 2 号に定義す
る「管理ツール」をいいます）の機能の具体的な内容は、利用者が選択した利用プラン（第 6 
号に定義する「利用プラン」をいいます）に定めるとおりとします。当社は、利用者に重大な
不利益を及ぼす場合を除き、利用者に事前の告知をすることなく、本利用約款または運用ガイ
ドライン（第 2 条に定義する「運用ガイドライン」をいいます）の内容を任意に変更または
廃止することができるものとします。なお、本利用約款全体において共通して使用する語句お
よび用語の定義は、以下のとおりとします。 
（1）「本サービス」とは、当社が「ローカル プレイス」という名称により提供する第 5 条第 
1 項各号を内容とするサービスをいいます。 
（2） 「管理ツール」とは、当社がプレイスページ（第 5 号に定義する「プレイスページ」
をいいます）の管理運営システムとして提供するローカルプレイス管理ツールをいいます。 
（3） 「利用者」とは、本利用約款に同意し、管理ツールを利用して、自らプレイスページの
開設および管理運営を行う者で、当社と本利用約款に基づき本サービスの利用に関する契約を
締結した者をいいます。 
（4）「対象店舗等」とは、利用者が事業主として経営する店舗・施設等をいいます。 
（5） 「プレイスページ」とは、対象店舗等の場所、連絡先ならびに対象店舗等で取り扱う商
品およびサービス等に関する情報（テキストおよび画像を含みます）等、対象店舗等のさまざ
まな情報を掲載するウェブページをいいます。 
（6） 「利用プラン」とは、当社が管理ツールにより提供する機能および本サービスの内容に
応じて定める無償または有償のプランをいいます。 
（7） 「プラン説明資料」とは、当社が利用プラン別に作成するそれぞれの本サービスの内容
および対価等の詳細を記載した資料をいい、管理ツール内の管理者ページ（第 12 条第 2 項
に定義する「管理者ページ」をいいます）等、適宜の場所において掲載するものをいいます。 
（8） 「ユーザー」とは、インターネットその他の通信手段または電磁的記録媒体を通じてプ
レイスページを閲覧する者をいい、個人か事業者であるかは問いません。 
（9） 「広告」とは、当社の定めるまたは有するウェブサービス上（動画または音声等の再生
領域を含みます）における広告において、広告主の名称、コマーシャルメッセージ等を掲載お
よび配信（テキスト、画像、音声、動画等形式を問いません）するものをいいます。 
第 1 条（目的） 
 当社は、利用者による本サービスの利用条件として、本利用約款を定めます。 
第 2 条（利用要件） 
 利用者は、本利用約款のほか、当社が本サービスの利用に関するマニュアルおよび掲載ガイ
ドライン等（以下、総称して「運用ガイドライン」といいます）を別途定めた場合は運用ガイ
ドラインに定める条件および手続きを順守しなければなりません。 
第 3 条（契約締結の手続き） 
1. 本サービスの利用を希望する者（以下「利用希望者」といいます）は、本利用約款および
運用ガイドラインならびにプラン説明資料の内容を確認および承諾したうえで、当社に対して、
対象店舗等の業種において選択可能な利用プランの中から 1 つの利用プランを選択して、当
社所定の方法により本サービスの利用を申し込むものとします。ただし、運用ガイドラインに
定める掲載禁止業種に該当する対象店舗等については申し込んではならないものとします。 
2. 利用希望者は、当社が特に認めた場合を除いて、対象店舗等ごとに本サービスの利用を申
し込まなければなりません。 
3. 当社は、利用希望者が指定する 1 つまたは複数の当社の発行する利用者 ID に管理ツー
ルへのアクセス権限を付与することによって、第 1 項の申込みに対する承諾を行うものとし
ます。なお、利用希望者は、当社が利用希望者の申込み内容が適当かを審査する義務を負わな
いこと、また、当社がその裁量により申込みを承諾しない場合があることをあらかじめ承諾す
るものとします。 
4. 当社が前項により承諾したときをもって、当社と利用希望者との間で、利用希望者の申し
込んだ利用プランに応じた本サービスの利用契約（以下「サービス利用契約」といいます）が
成立します。 
第 4 条（契約変更の手続き） 
1. 利用者は、当社が認める利用プランの変更のみ行うことができるものとします。 
2. 利用者は、利用プランの変更を希望する場合、変更後の利用プランのプラン説明資料の内
容を確認および承諾したうえで、当社に対して、当社所定の方法により変更後の利用プランに
よる本サービスの利用を新たに申し込むものとします。 
3. 当社は、前項の申込みに対して、利用プランの変更を認めるときはその申込みを承諾しま
す。 
4. 当社が前項により承諾したときをもって、変更前の利用プランに関するサービス利用契約
は終了し、当社と利用者との間で、変更後の利用プランに関するサービス利用契約が新たに成
立します。 
第 5 条（管理ツールの利用許諾および本サービスの内容） 
1. 当社は、利用者に対し、管理ツールを当社が提供する形式のまま利用することができる非
独占的な権利を許諾し、また、次の各号を内容とする本サービスの全部または一部を提供しま
す。 
 （1）管理ツールを利用できるサービス 
 （2）対象店舗等の利用予約等を受け付ける専用の電話番号（以下「PPC」といいます）を利
用することができるコール課金型サービス 
 （3）当社の問い合わせ窓口において受け付けたユーザーからの対象店舗等およびプレイス
ページに関する問い合わせに対して一次サポートを提供するサービス 
 （4）当社が有する広告上に、対象店舗等の詳細を掲載するためのプレイスページを掲載す
るサービス 
2. 当社は利用プラン別に本サービスの具体的な内容を定めるものとし、その詳細はプラン説
明資料に記載のとおりとします。 
3. 当社は、当社の責任と判断により、本サービスまたは本サービスの提供に関連する業務の
全部または一部を第三者に委託して実施することができるものとします。 
第 6 条（管理ツール） 
1. 管理ツールは、次の機能を有するものとします。 
 （1）利用者が入稿するメッセージ、テキストデータおよび画像（以下「本件店舗情報」と
いいます）によりプレイスページを作成および更新し、プレイスページ内に掲載する機能 
 （2）対象店舗等の利用に関する PPC の掲載など、プレイスページ上において対象店舗等の
販売促進施策を実施する機能 
 （3）プレイスページのアクセスログ、サービスレポート等、利用状況に関するデータの提
供を受ける機能 
2. 当社は、当社が提供する管理ツールの具体的な機能および当社が設定する機能制限を利用
プラン別に定めるものとし、その詳細はプラン説明資料に記載のとおりとします。 
3. 利用者は、本件店舗情報のプレイスページへの掲載または更新（変更または削除を含みま
す）に関して、管理ツールに入稿した内容が遅滞なくプレイスページ上に反映されるものでは
ないことを承諾するものとします。 
4. 利用者は、管理ツールの仕様に従い、入稿した画像の拡大もしくは縮小またはテキストの
末尾の切り捨てなどの編集または加工が行われることがあることを承諾するものとします。 
5. 利用者は、管理ツールにおけるアクセスログ、サービスレポート等、利用状況に関するデ
ータはシステムにより機械的に計測され、当社がその正確性について保証しないことを承諾す
るものとします。 
第 7 条（本サービスの利用料） 
1. 当社は、利用プラン別に本サービスの利用料を定めるものとし、利用者は当該利用料を当
社の指定する方法に従って支払うものとします。なお、当社は、当社の判断により利用料を変
更することができるものとします。ただし、当該利用料の変更は利用者が第 24 条第 2 項に基
づきサービス利用契約を自動更新したときから適用するものとします。 
2. 当社と利用者との間で有料の利用プランに関するサービス利用契約が成立した場合（第 3 
条第 1 項に反する申込みにより成立した場合を含みます）、当社の責めに帰すべき事由により
サービス利用契約が終了した場合を除き、利用者はいかなる場合も本サービスの利用料の支払
義務を免れることはできず、また、支払済みの利用料の返金を求めることはできません。 

第 8 条（利用料等の請求および支払） 
1. 利用者が選択した利用プランが有料の場合、利用者は本サービスの利用料を当社の指定す
る方法に従って支払うものとします。 
2. 当社は、本サービスの利用料のうち、コール課金型サービスの利用料に関して、当社が別
途定める場合を除き、毎月 20 日締めのうえ、前月 21 日から当月 20 日までの間のコール課
金型サービスの利用料（消費税および地方消費税別途加算）に、ユーザーが PPC に架電した
ことにより生じた通話料相当額（消費税および地方消費税別途加算）を加算して利用者に請求
するものとします。 
3. 前二項にかかわらず、当社は、本サービスの利用料のうち、コール課金型サービスの利用
料に関して、当社が別途定める場合を除き、毎月 20 日締めのうえ、前月 21 日から当月 20 日
までの間のコール課金型サービスの利用料（消費税および地方消費税別途加算）に、ユーザー
が PPC に架電したことにより生じた通話料相当額（消費税および地方消費税別途加算）を加
算して利用者に請求するものとします。 
4. 本サービスの利用料の決済方法については、以下の方法によるものとします。 
 （1）ライフカード株式会社が定める支払規約に基づく方法 
 （2）その他当社が別途定める方法 
5. 当社は利用者に対して有する債権について利用者に対する個別の通知や承諾なしに、第三
者にその請求を委託することができるものとします。 
6. 利用者が本サービスの利用料を期限までに支払わない場合、当社は当該利用者にかかる本
サービスの提供を事前通知なく一時的に停止することができます。その後一定期間未払いが継
続する場合は、当社は事前通知なくサービス利用契約を強制解約することができるものとしま
す。 
第 9 条（利用者の順守事項、表明保証等） 
1. 利用者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める事項を順守するものとします。 
 （1）本サービスを利用するのに必要な機器、ソフトウエアおよび人材を自らの費用で用意
し、維持すること 
 （2）特定商取引に関する法律、不当景品類および不当表示防止法、その他の法令（条約、
条例およびこれらの法令に基づく行政処分を含みます）、関係官庁の定める通達およびガイド
ライン、慣習、業界団体等の定める自主基準および規制ならびにその他商品およびサービス等
に関する諸基準（以下、総称して「法令等」といいます）を順守すること。また、商品および
サービス等を広告および販売するために必要な許認可や許諾を自らの責任と費用で取得する
こと 
 （3）本利用約款および運用ガイドラインに定める基準を満たしているか判断するために必
要な情報を、本利用約款および運用ガイドラインの定めまたは当社の求めに応じ、適時に提供
すること 
 （4）対象店舗等が運用ガイドラインに定める掲載禁止業種に該当しないよう運営すること 
 （5）プレイスページに常に最新かつ正確な本件店舗情報を掲載し、また、そのために適時
にプレイスページの更新を行うこと 
 （6）第三者の知的財産権、パブリシティ権、プライバシー権その他一切の権利を侵害する
情報をプレイスページ上に掲載しないこと 
 （7）ヌード、ポルノなどわいせつ、わい雑な内容を含むコンテンツ、法令等や公序良俗に
反するコンテンツ、品位を欠く内容および他人に不快感を与えるコンテンツ等、著しく性的感
情を刺激する行動描写、粗暴または残酷な行為の描写、反倫理的かつ反社会的な行為の描写を
含むものをプレイスページ上に掲載しないこと 
 （8）ユーザーからの対象店舗等およびプレイスページに関する連絡または問い合わせ（当
社が一次サポートとして受け付け、利用者に対応を求めた問い合わせを含みます）に誠実に対
応すること 
2. 利用者は、サービス利用契約の有効期間中、当社に対し、次の各号に定める事項を表明し、
保証するものとします。 
 （1）利用者が個人の場合、利用者が民法に定める成年の年齢に達していること 
 （2）対象店舗等が実在していること 
 （3）プレイスページに掲載する商品およびサービス等を広告および販売するために必要な
許認可や許諾を自らの責任と費用で取得していること 
 （4）法令等に従い、プレイスページにおいて必要な事項を正確に表示していること 
第 10 条（管理ツールの利用） 
1. 利用者は、管理ツールを本サービスの利用以外の目的に利用しないものとします。 
2. 利用者は、善良な管理者の注意をもって管理ツールを操作し、その操作および利用の結果
についてすべて責任を負うものとします。 
また、利用者の不適切な操作の結果、管理ツールが停止もしくは故障した場合または機能不全
に陥った場合、利用者は、当社に対してその被った損害を賠償するものとします。 
3. 利用者は、管理ツールのリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを
含む一切の解析行為を行ってはならないものとします。 
4. 利用者は、対象店舗等の運営に関連する業務に従事または担当する者（以下「担当者」と
いいます）に対して、当社の定める手続きにより利用者 ID を発行して管理ツールへのアクセ
ス権限を付与することができるものとします。利用者は、担当者による管理ツールの利用につ
いて一切の責任を負うとともに、担当者に本利用約款および運用ガイドラインを順守させなけ
ればならないものとします。 
第 11 条（対象店舗等の運営責任） 
 利用者は、対象店舗等の運営または利用者による本サービスの利用に起因して、当社が第三
者から知的財産権、パブリシティ権、プライバシー権、その他の権利を侵害するとしてクレー
ム（損害賠償の請求、使用差止の請求など、その内容を問わず、また訴訟の係属の有無を問い
ません）を受けた場合、サービス利用契約の有効期間中およびサービス利用契約終了後も、利
用者の責任と費用により解決し当社にいかなる迷惑もかけないものとするか、または、当社が
被った損害を賠償する責任を負うものとします。 
第 12 条（本サービスの内容変更等） 
1. 利用者は、当社が任意に利用プラン別に定める選択可能な業種、本サービスの内容または
管理ツールの機能の全部または一部を変更または廃止することがあることをあらかじめ承諾
します。 
2. 当社は、管理ツール内の管理者ページ（以下「管理者ページ」といいます）での表示また
は当社が適当と判断する方法により、前項の変更または廃止を利用者に告知します。また、当
該変更または廃止が利用者に重大な不利益を及ぼすと判断する場合に限り、事前に告知するも
のとします。 
3. 利用者が前項に基づき当社が告知した変更または廃止の実施日までに本利用約款に基づ
きサービス利用契約を解約しない場合、利用者が当該変更または廃止（これらに伴う本利用約
款および運用ガイドラインの変更または廃止を含みます）に同意したものとみなします。 
第 13 条（権利の帰属） 
1. 本件店舗情報に含まれる著作物の著作権は、利用者または利用者に対する権利許諾元に帰
属します。また、本サービスに関連して当社が提供する素材ならびに管理ツールおよびこれに
より作出される表示等の著作物（本件店舗情報に含まれる著作物は除きます）に関する権利は、
当社または当社に対する権利許諾元に帰属します。ただし、本条は、当社または利用者が従前
から保有していた権利の帰属を変更するものではありません。 
2. 利用者は、前項により当社または当社の権利許諾元に権利が帰属する著作物を本サービス
の利用に伴う範囲に限り使用し、第三者への提供等を含めてその他の目的に一切使用してはな
らないものとします。また、当社が求めたときは、直ちに当該著作物の使用を中止するものと
します。 
第 14 条（本件店舗情報の使用許諾等） 
1. 利用者は、当社に対し、サービス利用契約の有効期間中およびサービス利用契約終了後も、
次のとおり当社が本件店舗情報を使用することを許諾するものとします。また、利用者は、当
社が本条による許諾に基づいて本件店舗情報を使用することに対して、著作者人格権を行使せ
ず、また、著作者に行使させないものとします。 
 （1）本件店舗情報の全部または一部を任意に選択して複製・加工・編集し、またはほかの
情報素材などと組み合わせてプレイスページに掲載すること 
 （2）本件店舗情報の全部または一部をプレイスページまたは前号により本件店舗情報を掲
載するプレイスページに掲載商品の販売促進および宣伝（当社または第三者の検索サービスか
らプレイスページへの誘導を向上させるため、当該第三者に提供することを含みます）のため
に使用すること 
 （3）ユーザーが当該ユーザーのサービス（当該ユーザーが管理運営するウェブサイトや当
該ユーザーが開発したアプリケーションを含みますが、これらに限りません）または第三者が
行うサービスにおいて本件店舗情報を表示すること（当該ユーザーがその表示のために必要な



範囲に限り、本件店舗情報を複製し、公衆送信することを含みます）を再許諾すること 
 （4）前各号のほか、日本の国内外で無償かつ非独占的に利用（複製、上映、公衆送信、展
示、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案および出版ならびに第三者へサブライセンスすることを含
みます）すること 
2. 利用者から当社がサービス利用契約終了後に本件店舗情報を使用していることについて
支障が生じた旨の申し出があった場合、当社は、必要に応じて、本件店舗情報の使用の停止そ
の他適切と判断する措置を取るものとします。 
3. 利用者は、当社が本条第 1 項に基づき第三者に本件店舗情報の利用を再許諾することに
伴って当該第三者に対して PPC の掲載を委託または許諾することができること、また、当該
第三者により掲載された PPC への架電により生じるコール課金型サービスの利用料および通
話料相当額を負担することをあらかじめ承諾するものとします。 
第 15 条（免責） 
1. 利用者は、管理ツールは当社がその時点で保有している状態で提供するものであり、利用
者の所期の目的、要求および利用態様に適合すること、バグなどの不具合が一切ないことを当
社が保証するものではないことを承諾するものとします。利用者は、管理ツールが利用者の所
期の目的、要求および利用態様に沿った機能や適合性を有しているか、自らの責任で確認する
ものとします。 
2. 当社は、管理ツールにバグなどの不具合がある場合、その修正または改善等するよう努め
るものとします。ただし、当社は、当該不具合を完全に修正または改善等する義務は負いませ
ん。 
3. 当社は、利用者が本サービスを利用し、または利用できなかったことによって利用者に生
じた損害について、金銭的補償を含め一切賠償責任を負いません。 
4. 当社は、事由を問わず、当社が本サービスの全部または一部を変更または廃止したことに
より利用者に生じた損害について、一切責任を負いません。 
5. 前各項のほか、当社がサービス利用契約に基づき行った行為により利用者または第三者に
何らかの損害が生じたとしても当社は一切責任を負わないものとし、第三者に対する賠償等は
全て利用者の費用と責任において行うものとします。 
第 16 条（当社による本サービス提供の中止または停止） 
1. 当社は、次の各号のいずれか 1 つにでも該当すると判断した場合、利用者に何らの通知
をすることなく、本件店舗情報の一部を非表示にし、プレイスページへのリンクを削除し、ま
たは利用者の管理ツールのアクセス権限を停止するなど、本サービスの全部または一部の提供
を中止または停止することができるものとします。 
 （1）本件店舗情報その他プレイスページの内容または利用者による管理ツールの利用態様
が法令等または本利用約款もしくは運用ガイドラインに反する場合やそのおそれがある場合 
 （2）プレイスページのリンク先にふさわしくない当社が判断した場合 
 （3）利用者の法令等違反につき調査の必要が生じた場合 
 （4）利用者またはその代表者の所在または生死につき調査の必要が生じた場合 
 （5）利用者が当社またはユーザーに対して負う義務を履行しない場合またはそのおそれが
ある場合 
 （6）利用者の行為または対応がユーザーの生命、身体、名誉もしくは財産に被害を及ぼし
た場合またはそのおそれがある場合 
 （7）前各号のほか、第 25 条第 1 項各号に定める事由が発生した場合 
2. 当社は、次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、利用者に事前に通知のうえ、
本サービスの提供を中止または停止することができるものとします。ただし、緊急を要する場
合または事前に通知することが不可能な場合は、事前の通知は行わず、事後、速やかに管理者
ページへの表示または当社が適当と判断する方法で通知します。 
 （1）当社のシステムの保守または点検を行う場合 
 （2）火災、停電、通信回線の事故または天災地変などにより、本サービスの提供が不可能
となった場合 
 （3）前各号のほか、本サービスの運用上または技術上、当社が本サービスの中止または停
止が必要と判断した場合 
第 17 条（プレイスページ等での広告等の掲載） 
1. 利用者は、プレイスページに第三者の広告を掲載してはならないものとします。 
2. 当社は、一部の利用プランにおいて別途定める場合を除き、プレイスページその他本件店
舗情報が掲載された上に第三者（利用者の競合である場合も含みます）の広告を掲載および配
信することができるものとします。この場合、当社が当該広告掲載および配信のための販売活
動を行うものとし、当該広告販売から得られる収入等の一切を受け取る権利はすべて当社に帰
属します。 
第 18 条（当社による情報掲載） 
 前条に基づく広告の掲載のほか、当社は、一部の利用プランにおいて別途定める場合を除き、
当社の任意の判断により、ユーザーの利便性または本サービスの利用促進を考慮して、プレイ
スページに掲載される情報（ユーザーの口コミ情報を含みます）の全部もしくは一部を他の広
告へ掲載し、または本サービスもしくは当社の提携先のサービスに関するウェブサイトへのリ
ンクを設置することができるものとします。 
第 19 条（権利義務の譲渡制限） 
 利用者は、当社が別途認める場合を除き、サービス利用契約上の地位およびサービス利用契
約によって生じる権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または担保に供してはならな
いものとします。 
第 20 条（秘密保持） 
1. 利用者は、サービス利用契約の締結または履行の過程において知り得た当社の技術上また
は営業上の情報（以下「秘密情報」といいます）を秘密として保持しなければならず、当社の
事前の書面による承諾なしに第三者に開示、提供もしくは漏えいし、またはサービス利用契約
上の権利の行使もしくは義務の履行以外の目的で使用してはならないものとします。 
2. 前項の規定にかかわらず、利用者は、以下の各号の場合には、秘密情報を開示することが
できるものとします。 
 （1）法令等に基づく開示義務に従って公的機関からの請求に応じて開示する場合。ただし、
この場合、利用者は当社に対して開示請求がなされた旨を通知しなければならないものとしま
す。 
 （2）サービス利用契約に基づく権利の行使、義務の履行またはその目的遂行に必要な範囲
において、自らの責任において、サービス利用契約と同等の秘密保持義務を課することを条件
として、役員および従業員ならびに弁護士、税理士等職務上の守秘義務を負う専門家に開示す
る場合 
3. 第 1 項の規定に基づく秘密保持義務は、サービス利用契約の有効期間中はもとよりサー
ビス利用契約終了後 2 年間有効とします。 
第 21 条（個人情報の取扱い） 
 利用者は、プレイスページの管理運営および本サービスの利用に関連して、個人情報（氏名、
住所、生年月日、金融機関の口座情報、個人の身体、財産、社会的地位等に関する事実および
評価など、単独または複数の組み合わせにより特定の個人を識別することができる情報をいい、
パスワード、メールアドレス、通信ログ、クッキー情報を含みます）の取扱いが生じる場合、
個人のプライバシーの保護に十分注意し、個人情報の保護に関する法律および管轄官庁のガイ
ドラインの趣旨に従い、善良な管理者の注意義務をもって適切に取り扱うものとし、不正アク
セス、不正利用などの防止に努めなければなりません。 
第 22 条（賠償責任の制限） 
1. 本利用約款の定めにより当社の損害賠償責任が免責されている場合を除いて、当社の故意
または重過失により利用者に損害が発生した場合、当社は、利用者に対し、当該損害を賠償し
ます。 
2. 前項に定める当社による損害賠償額は本サービスの利用料の 12 か月分相当額（無料の利
用プランの場合は金 36,000 円）を上限とします。 
3. 当社は、当社の選択により金銭的な補償に代えて当社のサービスの提供をもって利用者に
対する損害の賠償とすることができるものとします。 
第 23 条（中途解約） 
1. 当社は、1 か月前までの通知をもっていつでもサービス利用契約を解約することができる
ものとします。 
2. 利用者は、1 か月前までに当社所定の方式により当社に申し出ることにより、サービス利
用契約を解約することができるものとします。 
3. 前項の規定に基づいて利用者がサービス利用契約を解約した場合でも、利用者は次条に定
めるサービス利用契約の有効期間満了日までの本サービスの利用料全額の支払義務を免れる
ことはできず、また、支払済みの利用料の返金を求めることはできません。 
第 24 条（有効期間および残存条項） 

1. サービス利用契約は、第 3 条または第 4 条に定める契約成立日に発効し、当該契約成立
日の翌月から起算して 12 か月間を経過するときまで有効とします。 
2. 当社が別途定める場合を除いて、サービス利用契約の有効期間満了の 1 か月前までに当
社または利用者からサービス利用契約を終了する旨、当社所定の方式による通知がない場合、
サービス利用契約は各利用プランのまま 12 か月間、自動的に更新されるものとし、以後も同
様とします。ただし、当該利用プランが対象店舗等の業種において選択可能ではなくなった場
合、利用者はサービス利用契 
約を更新できないものとします。 
3. サービス利用契約終了時に、利用者に未履行の債務がある場合には、当該債務については
その履行が完了するまでサービス利用契約が適用されるものとします。 
4. サービス利用契約終了後においても、第 11 条（対象店舗等の運営責任）、第 13 条（権
利の帰属）、第 14 条（本件店舗情報の使用許諾等）、 
第 15 条（免責）、第 19 条（権利義務の譲渡制限）、第 20 条（秘密保持）、第 21 条（個人
情報の取扱い）、第 22 条（賠償責任の制限）、 
第 26 条（サービス利用契約終了後の措置）および第 27 条（合意管轄および準拠法）の規定
は有効に存続します。 
第 25 条（期限の利益の喪失および解除等） 
1. 利用者が次の各号のいずれか 1 つにでも該当する場合、利用者の当社に対するすべての
債務（サービス利用契約による債務に限定されません）は、当然に期限の利益を失い、利用者
は直ちに債務全額を現金にて当社に支払わなければなりません。 
 （1）利用者の本サービスの申込み内容が第 3 条第 1 項に反していたことが判明したとき 
 （2）対象店舗等が運用ガイドラインに定める掲載禁止業種に該当するとき 
 （3）対象店舗等が利用プラン別に定める選択可能な業種に該当しなくなったとき（ただし、
第 12 条に基づき当社が選択可能な業種を変更したことによる場合を除きます） 
 （4）利用者が当社の別途指定する方法により本サービスの利用料等を支払うことができな
くなったとき 
 （5）サービス利用契約に定める義務の全部または一部に違反したとき 
 （6）財産または信用状態の悪化等により、差押え、仮差押え、仮処分、強制執行もしくは
競売の申立てがなされ、または租税公課を滞納し督促を受けたとき 
 （7）監督官庁から営業停止または営業免許もしくは営業登録の取消の処分を受けたとき 
 （8）破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他法的倒産
手続開始の申立てがあったとき、または解散（法令に基づく解散も含みます）、清算もしくは
私的整理の手続に入ったとき 
 （9）資本減少、事業の廃止、休止、変更、または事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の
決議をしたとき 
 （10）手形または小切手を不渡りとしたとき、またはその他支払不能もしくは支払停止状態
に至ったとき 
 （11）主要な株主または経営陣の変更がなされ、当社がサービス利用契約を継続することを
不適当と判断したとき 
 （12）利用者、利用者の特別利害関係者（役員（役員持株会を含みます）、その配偶者およ
び二親等内の血族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社、ならびに関係会
社およびその役員をいいます。以下同じ）、利用者の重要な使用人、主要な株主もしくは取引
先等が反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運
動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、およびこれらに準じるものをいいます。
以下同じ）であることが判明したときまたは利用者、その特別利害関係者、その重要な使用人、
主要な株主もしくは取引先等と反社会的勢力との関与が明らかになったとき 
 （13）利用者が法令に違反し、その他利用者による本サービスの利用が不適当であると当社
が判断したとき 
2. 利用者が前項各号のいずれか 1 つにでも該当する場合、当社は、利用者に対する何らの
通知または催告なしに、直ちにサービス利用契約および当社と利用者との間の他の契約の全部
または一部につき、その履行を停止し、または契約を解除して、それによる損害の賠償を利用
者に請求することができるものとします。 
第 26 条（サービス利用契約終了後の措置） 
 当社は、サービス利用契約が終了した場合、利用者の管理ツールのアクセス権限を停止し、
また、プレイスページ、その他利用者が管理ツール上に記録した一切の情報を削除することが
できるものとします。 
第 27 条（準拠法および合意管轄） 
 サービス利用契約の成立、効力、履行および解釈については日本法に準拠し、サービス利用
契約に関する訴訟については、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審
の専属的合意管轄裁判所とします。 
 

以上 
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ＳＧＳコールネットワーク利用約款 
 
第１章 総則 
第１条（約款の適用） 
１． 「ＳＧＳコールネットワーク利用約款」（以下「本約款」といいます）は、ＳＧＳ株式会
社（以下「当社」といいます）が電話転送等にかかるサービス（以下「本サービス」といい、
次条に定義します）の利用契約（以下「本契約」といいます）を締結した契約者（以下「登録
店舗等」といいます）に対して適用されるものとします。 
２．当社は、本契約及び本約款に基づき本サービスを提供するものとし、登録店舗等は、本契
約及び本約款に定める義務を誠実に履行するものとします。 
第２条（定義） 
 本約款における各用語の定義は、次のとおりとします。 
①「本サービス」とは、当社が、本契約及び本約款に基づき提供する転送電話サービスをいい、
次の各号に定めるサービスを総称したものをいいます。 
 Ａ 電話番号発番サービス：当社が、登録店舗等に対して専用電話番号を発番するサービス
をいいます。 
 Ｂ 転送サービス：登録店舗等が、当社が取扱う情報掲載サイト（以下「情報サイト」とい
い、ウェブサービスを含みますがこれに限らない）にてＡのサービスにて発番した電話番号を
利用し、ユーザーから登録店舗等の利用にかかる予約の受け付けを行うことができるサービス
をいいます（Ａのサービスの利用が前提となります）。但し、別途当社が指定する情報サイト
においては、登録店舗における固有の電話番号への着信の場合でも、本サービスを利用したこ
ととみなすものとします。 
 Ｃ 管理ツール提供サービス：当社が本サービスを提供するにあたり、任意の登録店舗に対
して非独占的に利用を許諾する本サービスを管理するためのシステム（以下「コールネットワ
ークシステム」といいます）を提供するサービスいいます。 
②「店舗情報」とは、本契約及び本約款に基づき、当社の定める様式により登録店舗等が別途
当社に提供した当該登録店舗等に関する情報をいます。 
③「ユーザー」とは、情報サイトの利用者一般をいいます。 
④「予約者」とは、コールネットワークシステムを通じて登録店舗等の利用にかかる予約を行
ったユーザーをいいます。 
⑤「予約契約」とは、予約サービスにかかる登録店舗等と予約者との間の契約をいいます。 
⑥「予約サービス」とは、予約者に対して本サービスによる予約契約に従った役務を提供する
サービス及びこれに附帯関連するサービスをいいます。 
⑦「予約確保義務」とは、予約契約に基づく登録店舗等の債務等を誠実に履行する義務をいい
ます。 
第３条（本サービス利用申込み） 
１．登録店舗等は、本サービスにかかる申込みを行う場合には、本契約、本約款及び本サービ
スの仕組みを理解・承諾の上、当社の定める方法及び様式により申込むものとします。 
２．登録店舗等は、前項規定の申込みにあたっては、当社に対し、次の各号に定める書類（以
下「必要書類」といいます）を提出するものとします。 
  ① 利用申込書 
  ② 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 
  ③ その他当社が別途指定した書類 
３．前項の定めに関わらず、当社と登録店舗等との間に他の取引及び契約等がすでにある場合
には、別途当社の定めにより、本条の申込みとみなす場合があります。 
第４条（契約の成立等） 
１．第３条の登録店舗等による本サービスにかかる申込みがなされ、当社が当社の定めるの基
準に基づく審査により適格と判断した場合において、当社による承諾の意思表示を登録店舗等
に発信した時をもって、当社と登録店舗等の間に本契約が成立するものとします。 
２．登録店舗等は、本サービスを利用するために必要なハードウェア、ネットワーク及び電話
回線等の設備を、自己の責任と負担により調達しなければならないものとします。 
第５条（登録店舗等の基本的遵守事項） 
１．登録店舗等は、本サービスの利用にあたっては、本契約、本約款、その他関係諸法令・諸
規則を遵守しなければならないものとします。 
２．登録店舗等は、本サービスを通じてユーザーに店舗情報を提供する際は、虚偽の情報を提
供する行為及び第三者の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。 
３．前項のほか、登録店舗等は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当し、又は該当す
るおそれのある行為をしてはならないものとします。 
  ① 当社に虚偽の事項を届け出る行為 
  ② 法令の定めに違反する行為 
  ③ 犯罪に結びつく行為及びその可能性のある行為 
  ④ 公序良俗に反する行為 
  ⑤ 誤認・混同等ユーザーの判断又は意思決定に瑕疵を与えるおそれのある行為 
  ⑥ 当社又は第三者（他の登録店舗等を含みます）に対して、知的財産権を含む財産権の
侵害、プライバシーの侵害、誹謗中傷その他の不利益を与える行為又はそのおそれのある行為 
  ⑦ 当社と同種又は類似のサービスを提供する行為 
  ⑧ 当社の事業（本サービスを含みますがこれに限りません）の運営・維持を妨げる行為 
  ⑨ 有害なコンピュータープログラム等を送信し又は書き込む行為 
  ⑩ その他当社が本サービスの利用に不適当と認める行為 
第６条（ＩＤ及びパスワード） 
１．当社は、コールネットワークシステムを利用する登録店舗等に対してコールネットワーク
システム利用のために必要なＩＤ及びパスワードを発行することがあります。 
２．登録店舗等は、前項の規定により発行されたＩＤ及びパスワードについて、第三者に知ら
れないよう厳重に管理し、定期的にパスワードの変更を行うなど、ＩＤ及びパスワードの盗用
を防止する措置を自己の責任において行うものとします。ＩＤ及びパスワードの盗用、不正使
用その他の事故があっても、当社は一切責任を負いません。 
３．登録店舗等は、自己のＩＤ及びパスワードによりコールネットワークシステムへのアクセ
ス又は利用があったときは、これを登録店舗等自身による正当なアクセス又は利用とみなされ
ることに同意するものとします。但し、当社の故意又は重過失によりＩＤ等が第三者に利用さ
れた場合はこの限りではありません。 
第７条（予約サービスの提供） 
１．登録店舗等は、予約者に対し、予約サービスをその責任において提供するものとし、当社
はこれに一切関与しません。 
２．登録店舗等は、前項の規定に基づき予約者に提供される予約サービスが、予約時において
予約者に提供されている情報と同一であることを保証します。万一、当該情報と同内容の予約
サービスを予約者に提供することができない場合、登録店舗等は、当該情報と同程度であると
当社が合理的に判断できる内容の予約サービス（以下「代替サービス」といいます）を予約者
に提供しなければなりま 
せん。 
第８条（本サービスに関する登録店舗等の遵守事項） 
１．登録店舗等は、法令その他の諸規則等を遵守の上、予約者に対し予約サービスを提供する
ものとします。 
２．登録店舗等は、登録店舗等の他の顧客と比較して予約者を不利な条件で取扱う行為その他
当社の信用を損なう行為を行わないものとします。 
３．登録店舗等は、予約サービスにつき、予約者からの苦情（登録店舗等内に関する苦情を含
みます）等を受けた場合には、当該苦情等につき誠実に対応するものとします。なお、当社を
通じて予約者の苦情等の報告を受けた場合も同様とします。 
４．登録店舗等は、予約確保義務の不履行等により、登録店舗等が予約サービスを提供できな
い場合には、自己の責任と負担において、予約者に対し誠実かつ妥当な対応を行い、予約契約
の不履行にかかる紛争等の解決をするものとし、当社を予約者との紛争等から一切免責及び防
御するものとします。 
５．前項の規定は、当社が必要と認めた場合、当社が登録店舗等に代わって予約者に対応する
ことを妨げるものではありません。なお、当社が登録店舗等に代わって対応を行った場合、当
社は対応に要した費用を登録店舗等に請求することができるものとします。 
６．予約確保義務の不履行が生じ又は生じるおそれがある場合には、登録店舗等は、直ちにそ
の旨を当社に通知するものとします。 
７．天災地変等やむを得ない事由により、登録店舗等が予約サービスを提供できない場合には、
自己の責任において、直ちに予約者に対して予約サービスの履行が不可能である旨を通知した
上で、当社に対しても同様の通知をするものとします。 

８．登録店舗等は、本サービスの利用にあたり、次に掲げる行為をしてはならないものとしま
す。 
  ① 本サービスに関し利用しうる情報を改竄する行為 
  ② 本サービスの仕様を第三者に漏洩する行為 
  ③ その他当社が別途定める行為 
第９条（解除・利用停止等） 
１．第７条第２項にかかる代替サービスが提供されなかった場合、当社は、本契約の全部又は
一部の解除その他の措置（情報掲載サービスにかかる店舗情報の全部又は一部の掲載保留、店
舗情報の削除、コールネットワークシステムの一定期間の利用停止措置を含むものとし、以下
総称して「解除措置等」といいます）をとることができるものとします。 
２．当社が、予約者等からの苦情又は登録店舗等による予約サービスにかかるトラブル等（登
録店舗等の予約確保義務の不履行によるものを含みますが、これに限りません）から、当該登
録店舗等による本サービスの利用が、本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると合理
的に判断した場合、当社は、即時に、本契約の解除措置等をとることができるものとします。 
３．登録店舗等は、当社が前項の規定に基づいて本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性が
あると判断した根拠を、予約者及びユーザーに対して開示することを承諾し、当該開示に対し
て、何らの異議申し立て、主張、請求も行わないものとします。 
４．第 1 項及び第 2 項のほか、本契約を締結してから 1 年間本サービスの利用がない場合
や本サービスを明らかに利用していないと当社が確認できた場合、当社は、本契約を解除する
ことができるものとします。 
第１０条（本契約の終了時又は「管理ツール提供サービス」の利用終了時の措置） 
１．本契約終了日において、予約者に対して予約サービスが提供されていない等、債務の履行
が完了していない予約契約が存在している場合、登録店舗等は、自己の責任において、予約サ
ービスの提供その他債務の履行をするものとします。 
２．本契約の終了原因を問わず、登録店舗等は、本契約終了日の翌日以降ＩＤを使用すること
ができません。 
第１１条（本サービスの利用料金及び支払方法） 
１．登録店舗等は、当社に対し、本サービスの利用料を当社の定める方法により支払うものと
します。 
２．当社は、毎月末日締めにて、前月度の本サービス利用料（消費税及び地方消費税別途加算）
を登録店舗等に請求するものとします。 
３．本サービスの利用料の決済方法は、以下のいずれかによるものとします。 
  ① ライフカード株式会社が定めるライフペイメント会員決済支払規約に基づく方法 
  ② その他当社が別途定める方法 
４．登録店舗等は、当社が登録店舗等に対する債権について、登録店舗等への個別の通知や承
諾なしに、第三者にその請求・回収を委託する場合があることをあらかじめ承諾するものとし
ます。 
５．当社が、本サービス利用料を当社の定める方法で当該登録店舗等から徴収できなかった場
合は、翌月請求時に未徴収分を合わせて請求することができるものとします。 
第１２条（遅延損害金） 
 登録店舗等が、支払期日までに本サービスにかかる利用料金の支払いその他本契約に基づく
債務の履行を行わなかった場合、登録店舗等は、当該支払期日の翌日から支払うべき金額に対
し、年 14.5％の遅延損害金を当社に対して支払うものとします。 
第１３条（機密保持） 
１．登録店舗等は、当社の事前の承諾なく、本サービス又は本契約に関して知り得た情報（以
下「機密情報」といいます）を、本契約の遂行の目的以外のために使用せず、かつ、第三者に
開示又は漏洩しないものとします。但し、以下の各号の情報は、「機密情報」に該当しないも
のとします。 
  ① 当社から開示された時点で、公知である情報 
  ② 当社から開示された後、登録店舗等の責によらず公知となった情報 
  ③ 第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報 
  ④ 当社から開示された情報によることなく独自に開発した情報 
２．登録店舗等は、当社から要求があった場合又は本契約が終了した場合、直ちにすべての機
密情報を当社に返却し、又は当社の指示に従って廃棄するものとします。 
第１４条（個人情報） 
１．個人情報とは、本サービスに付随してユーザーから開示された情報で、個人の氏名、住所、
電話番号、メールアドレスその他個人を特定しうる一切の情報をいいます。 
２．登録店舗等は、本サービスの利用を通じて入手した個人情報を適切に扱い、以下の行為を
してはなりません。 
  ① 第三者に開示又は漏洩すること 
  ② 個人情報を本人の同意を得ることなく、予約契約に基づく予約サービスの提供及びこ
れに付随する範囲を超えて、複写、紙媒体への出力、フロッピーディスク等の記録媒体への格
納、ダイレクトメールの作成・発送及び個人情報を利用した記録・資料等の作成を行うこと 
  ③ 破壊又は改ざんすること 
  ④ 第三者に対して自己のために営業活動・営利活動を行うこと 
３．登録店舗等は、個人情報への不当・不正なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改竄、漏
洩等の危険に対して、最善の安全対策を講じなければならないものとします。 
４．登録店舗等は、自己が「個人情報の保護に関する法律」上の個人情報取扱事業者に該当す
るか否かを問わず、同法に定める個人情報取扱事業者としての義務その他関連法令・諸規則等
を遵守するものとします。 
５．本条の定めは、本契約終了後も期間の定めなく有効に存続するものとします。 
第１５条（契約期間及び解除等） 
１． 本契約の有効期間は、本契約の成立日から開始し、本契約の成立日の翌月１日
から１年間を経過する日の前日に満了するものとします。但し、本契約期間満了日の１ヶ月前
までに当社又は登録店舗等のいずれからも別段の意思表示が為されない場合には、同一条件で
１年間延長されるものとし、以後も同様とします。 
 
２．当社及び登録店舗等は、理由の如何を問わず、本契約期間中いつでも、１ヶ月以上の予告
期間をもって相手方に書面で通知することにより、本契約を解約することができます。なお、
本項に基づく本契約の解約の期日は、相手方に対して当該通知が到着した日の属する月の翌月
末日とします。 
３．前項にかかわらず、登録店舗等が次の各号の一に該当する場合、当社は、即時に、解除措
置等をとることができるものとします。 
  ① 本契約又は本約款の規定に違反し是正を求めたにもかかわらず是正しないとき、又は
是正できないことが明らかなとき 
  ② 当社の名誉、信用、評判を毀損したと当社が判断したとき 
  ③ 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、又は破産、民事再生、特別清算、
会社更生を自ら申し立て若しくは申し立てを受けたとき 
  ④ 手形・小切手の不渡処分を受け、又はその他支払い不能となったとき 
  ⑤ 事業の全部又は重要な部分を他に譲渡したとき 
  ⑥ 合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき 
  ⑦ 解散決議をしたとき 
  ⑧ 財産状況に重大な不安が生じたとき 
  ⑨ 営業を廃止したとき、又は清算に入ったとき 
  ⑩ 当社に不利益をもたらしたとき、又は不利益をもたらすおそれがある行為をしたとき 
  ⑪ 当社との間の信頼関係が破壊された又はそのおそれがあると、当社が合理的に判断し
たとき 
  ⑫ 本サービスの利用料を一定期間支払わなかったとき 
  ⑬ その他本契約又は本約款に定める事項を遂行できる見込みのなくなったとき 
第１６条（使用許諾） 
１．本サービスに関する著作権その他の知的財産権はすべて当社に帰属します。但し、当社は、
コールネットワークシステムを含む本サービス及びこの利用が、第三者の権利を侵害しないこ
とを保証するものではありません。 
２．前項の定めにかかわらず、本サービスの登録画像の著作権は、当該登録店舗等に帰属する
とします。但し、登録店舗等は、当社に対し、当該登録画像の加工・公開その他本契約及び本
約款の目的を遂行するための使用を予め無償で許諾するものとします。 
３．当社は、コールネットワークシステムについて、当社の裁量により自由にその仕様を変更
し、バージョンアップすることができるものとし、登録店舗等は、これに対して異議を述べな
いものとします。 



４．登録店舗等は、コールネットワークシステム及びこれに関連するファイル、データ、資料
その他本サービスにかかる一切のファイル、データ若しくは資料を、改造、改変又は複製して
はなりません。 
５．本契約が事由の如何を問わず終了した場合においても、当社は、当社の任意の判断により、
本契約終了前の本サービス上に掲載された登録店舗等に関する一切の情報（登録店舗等が作成、
提供した情報に限らずクチコミ等の情報を含む）の掲載を無償で継続することができるものと
し、この点につき、登録店舗等は一切異議を述べないものとします。 
第１７条（登録店舗等利用促進のための利用許諾） 
１．登録店舗等は、本契約期間中、当社が、登録店舗等の利用促進及び情報提供の多元化等を
目的として、当社の定める媒体（以下、総称して「ガイドブック等」といいます）において、
当社が店舗情報を利用することを、当社に対して予め許諾します。なお、当社の関連会社（資
本関係を問わず、業務提携先等も含みます。以下同じ。）による店舗情報の利用も予め許諾し
ます。 
２．前項の店舗情報の利用許諾は、当社が、すべての店舗情報をガイドブック等に掲載するこ
とを意味しません。 
３．当社は、第１項に規定する店舗情報の利用許諾に基づき、当社の定める方法にて店舗情報
を利用する場合には、事前に当該登録店舗等にその内容を通知するものとします。 
第１８条（代行） 
 当社は、次に定める業務の全部又は一部を、それぞれ、当社の関連会社に委託することがで
きるものとします。 
① 本サービスを利用する登録店舗等の募集業務 
② 本サービスの利用料金の請求及び回収業務 
③ 登録店舗等との窓口対応業務 
④ コールネットワークシステムに関する業務 
⑤ その他前各号に附帯関連する業務 
第１９条（「コールネットワークシステム」の一時的な停止） 
 当社、次の各号に該当する場合には、登録店舗等へ事前に通知することなく、コールネット
ワークシステムを含む本サービスの一時的な運営の停止を行うことがあります。 
① コールネットワークシステムの保守又は仕様の変更を行う場合その他本サービス全般の
保守又は変更を行う場合 
② 天災地変その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがあり、本サービスの運営ができ
なくなった場合 
③ 当社が、やむを得ない事由によりコールネットワークシステムを含む本サービスの運営上
一時的な停止が必要と判断した場合 
第２０条（免責） 
１．本サービスの利用を通じて締結される予約契約は、登録店舗等と予約者との間において直
接締結されるものであり、予約サービスの提供に関してはすべて登録店舗等と予約者の間で決
定されるものとし、これに関係する予約者及びその他の第三者に対する一切の責任は、登録店
舗等が負うものとします。また、当社は本サービスの利用により登録店舗等の予約者の増加を
保証するものではありません。 
２．当社は、天災地変その他不可抗力、回線の輻輳、機器の障害又は前条の規定に基づく本サ
ービスを含む情報サイトの運営の停止、店舗情報の消去、店舗情報提供の遅延、誤送及び商機
の損失等につき、一切責任を負わないものとし、登録店舗等は、これらの事情を理由として、
利用料金の返還又は減額、損害の賠償等の請求その他の主張を当社に対して一切行わないこと
とします。 
３．当社は、登録店舗等に対し、登録店舗等に対する顧客の誘引及び予約について、何らの保
証も行わないものとします。 
４．当社は、予約者が提供する情報の真偽・正確性（予約に基づく予約者の来店を含みます）
等、その他予約者につき何ら保証も行わないものとします。また、当該情報に基づいて登録店
舗等が被った損害等一切責任を負わないものとします。 
５．当社は、登録店舗等につき生じた損害について、当社の責に帰すべき明白な事由がある場
合を除き、何らの賠償義務を負わないものとします。 
第２１条（約款の変更） 
１．当社は、本約款について変更内容・条件等（以下「変更条件」といいます）の適用開始日
の１ヶ月前までに、当社は、当社の WEB サイトに掲載、登録店舗等の電子メール等に送信する
方法等により、変更条件を通知するものとします。なお、登録店舗等が、変更条件の適用開始
後に本サービスを利用した場合、当社は、登録店舗等が変更条件を承諾したものとみなします。 
２．登録店舗等は、変更条件を承諾しない場合には、当社が登録店舗等に対し変更通知を発信
した日より１０日以内に、書面にて当社に対して異議申し立てをするものとします。 
３．前項の規定により登録店舗等より異議申し立てがあった場合には、当該変更条件適用開始
日の前日をもって、当該登録店舗等との間の本契約は終了するものとします。 
第２２条（権利義務譲渡の禁止） 
１．登録店舗等は、本契約上の地位及び当該地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書
面による承諾なく、任意で、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。 
２．登録店舗等は、当社が実質的に当社の事業の全部又は一部を関連会社その他の者に承継さ
せることに伴い、本契約を承継させることにつき承諾するものとします。 
第２３条（合意管轄） 
 本契約に関して生じる一切の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審
の専属的合意管轄裁判所とします。 
第２４条（条項の独立性） 
 本約款の一部の条項が法令への不適合その他の理由によりその全部又はその一部が無効又
は執行不能とされた場合であっても、本約款の残りの条項及び一部が無効又は執行不能と判断
された条項の残りの部分の効力には何らの影響を及ぼしません。 
第２５条（誠実協議） 
 本約款に定めのない事項又は本約款の各条項の解釈に疑義が生じた場合、当社と登録店舗等
は、誠意をもって協議し解決するものとします。 
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