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会員規約

本規約は，姫路コンピュータサービス（以下「HCPS」という）が運営する「宅配笑店街」
（以下「本サイト」という）において提供される各種会員向けサービス（以下「本サービ
ス」という）をご利用いただく際の，本サービス利用者（以下「会員」という）と HCPS
との間の一切の関係に適用されます。 HCPS は，ユーザー登録フォームに必要な事項の
入力が完了し「会員規約に同意して登録」ボタンをクリックすると，本規約の全ての条項
に同意したものとみなします。
なお、HCPS との間でソフトウェア等に関する保守契約等を締結している利用者の方は、
「無料会員向け申込フォーム」より登録手続きを行ってください。

第１章 会員
第１条（会員登録）
1.

本サービスへの登録を希望する者（以下「希望者」という）は，本規約及び本サイト
上の「宅配笑店街 WEB サイト利用規約」（以下「利用規約」という）のすべての条項
に同意しなければなりません。

2.

希望者は，HCPS が定める様式によって，申込手続きを行うものとします。

なお，

HCPS は，希望者に対して，添付書類等の提出を求めることができるものとします。
3.

前項の申込手続きを行った希望者は，HCPS が承諾した時点で正式に会員となります。

4.

希望者は，登録申込の際，真実の情報を記入しなければなりません。

5.

HCPS は，希望者が以下の項目に該当する場合，当該登録の申込を拒否することがで
き，会員登録承認後であっても会員登録を抹消することができるものとします。
(1)

本規約及び利用規約のすべての条項に同意しない場合。

(2)

過去に HCPS より何らかの処分を受けたことがある場合。

(3)

登録内容等に虚偽，誤記又は記入もれがあった場合。

(4)

登録申込に際し，HCPS からの指示に従わない場合。

(5)

その他，HCPS が不適当と判断した場合。

第２条（ID・パスワード）
1.

HCPS は，会員に対して，ログイン ID 及びパスワード（以下「ID 等」という）を発
行します。

2.

会員は，ID 等を厳重に管理しなければなりません。

3.

HCPS は，会員が入力した ID 等と第１項の登録された ID 等との一致をもって，当該
利用が会員によるものとみなします。

4.

会員は， ID 等の管理不十分，使用上の過失又は錯誤に起因する一切の損害を賠償する
義務を負うものとします。

5.

会員は， ID 等を失念した場合，第三者に使用されていることを知った場合若しくはそ
の他の事由により ID 等の変更の必要性が生じた場合，直ちに HCPS にその旨を連絡
しなければなりません。 なお，当該会員は，HCPS からの指示に従わなければなり
ません。

第３条（権利譲渡の禁止）
1.

会員は，ID 等を第三者に譲渡，貸与，名義変更，販売又は質入等をしてはなりません。
また，会員は，ID 等を第三者に使用させてはなりません。

2.

会員は，本規約に定める会員の権利のすべて又は一部を第三者に譲渡又は使用許諾，
売買，名義変更，又は質権の設定その他の担保に供する等の行為をしてはなりません。

3.

HCPS は，自己が保有する ID 等の第三者使用によって当該会員が被る損害に対して，一
切責任を負いません。

4.

会員は，自己が保有する ID 等の第三者使用に起因して生じる HCPS 又は第三者の損
害を賠償する義務を負うものとします。

第４条（登録内容の変更、修正）
1.

会員は，本店移動，名称変更，合併又は事業承継等により登録情報を変更する必要が
生じた場合，HCPS が定める様式に従って速やかに登録情報を変更しなければなりま
せん。

2.

前項の登録情報の修正及び変更は，会員本人又は法人の代表者若しくは所属する担当
者が行わなければなりません。

3.

HCPS は，会員の登録情報の修正及び変更が事業承継又は合併等に基づく場合で当該
会員が第１条５項に該当すると HCPS が判断する場合、当該会員による本サービスの
利用を拒否できるものとします。

第５条（有効期間・更新）
1.

本サービスの有効期間は，会員又は HCPS からの特段の申し出がない限り１ヶ月間と
します。 なお、同期間は，１ヶ月前までに HCPS 若しくは出店者からの特段の申し
出がない限り自動更新されるものとします。

2.

本サービスの有効期間は，理由の如何を問わず，中断されないものとします。

3.

本サービス利用期間中に会員が以下に該当する場合、会員は、当該契約日より無料会
員として本サービスを利用することができるものとします。
(1)

HCPS が販売・提供するソフトウェアを購入した場合。

(2)

HCPS との間でソフトウェアのレンタル契約又はサポート契約を締結した場合。

第６条（利用料金・支払）

1.

会員は，HCPS に対して，本サービスの利用に際して、月額利用料金（以下「利用料
金」という）を支払わなければなりません。

なお、利用料金は、本サイト上に表示

される金額とします。
2.

前項の利用料金の支払いは、HCPS が指定する手段にて行われるものとします。 な
お，同支払いに手数料等が発生する場合，同手数料等は，会員が負担するものとしま
す。

3.

会員は，利用料金の支払いに際して，HCPS からの指示等に従わなければなりません。

4.

HCPS は，理由の如何を問わず，会員がすでに支払った利用料金等の払い戻しの義務
を負わないものとします。

5.

HCPS は，理由の如何を問わず、利用料金の日割り計算を行わないものとします。

第７条（退会）
1.

本サービスからの退会を希望する会員は，HCPS が定める様式によって退会手続きを
行うものとします。

2.

HCPS は，退会手続きに起因して当該会員に損害が生じた場合でも一切責任を負わな
いものとします。

3.

退会手続きを行った会員は，当該会員の行為等に起因して HCPS，出店者又は第三者
に損害が生じた場合，会員資格を喪失した後であっても，すべての法的責任を負うも
のとし，いかなる場合も HCPS を免責するものとします。

4.

退会手続きを行った会員は，HCPS 又は出店者に対する債務がある場合、退会完了後
速やかに同債務を弁済しなければなりません。

5.

HCPS は，退会手続きを行った会員の本サービス利用の履歴情報又はその他当該会員
に関するデータを退会手続き完了時に削除することができるものとします。

第２章 本サービス
第８条（本サービスの内容）
1.

HCPS が会員に対して提供する本サービスの種類及び内容等は，別途定めるとおりと
します。

2.

HCPS は，会員に対して事前に通知することなく，本サービスに新しいサービスを追
加又は本サービスの変更及び削除を行うことができるものとします。

第９条（自己責任原則・免責）
1.

会員は，本サービスの利用をすべて自己の責任において行うものとします。

2.

HCPS は，会員が本サービスを利用することに起因して生じる会員の損害等に対して，
一切責任を負わないものとします。

3.

本サービスの利用に起因して HCPS，出店者，他の会員又は第三者に対して損害を与
えた会員は，自己の責任と費用において，当該問題を解決する義務を負うものとし，
いかなる場合も HCPS を免責するものとします。

4.

HCPS は，本サービスを提供するためにクッキー，アクセスログ等を使用し，会員の
プライバシーに関する情報等を収集する場合があります。

5.

会員は，本サービスを利用する際，クッキー及びＪＡＶＡスクリプトを有効にしなけ
ればなりません。

6.

HCPS は，会員が前項の義務の履行を怠ったことに起因して会員情報，履歴情報若し
くは入力した情報等が損なわれる等の損害が会員に生じた場合でも，一切の責任を負
わないものとします。

第１０条（出店者との契約）
1.

会員は，本サービスを介して，出店者が販売する商品等又は提供する役務への購入申
込等を行うことができます。

2.

本サービスを介して出店者と売買契約等を締結する場合の契約は，当該出店者と会員
との間で締結されるものとします。

3.

HCPS は，出店者が販売する商品等又は提供する役務に瑕疵等が存在した場合、商品
等が不達となった場合、その他出店者との契約が履行されなかった場合でも、一切責
任を負わないものとします。

4.

HCPS は，出店者が販売する商品等の購入又は提供する役務の利用に起因して会員に
生じる損害等に対して，一切責任を負わないものとします。

5.

会員は、第３項及び前項の事由により損害等が発生した場合、出店者に対して、当該
損害の賠償等を要求するものとします。

6.

出店者が販売する商品等の購入又は提供する役務の利用に関して HCPS，出店者又は
第三者に損害等を与えた会員は，同損害等のすべてを賠償する義務を負うものとし，
いかなる場合も HCPS を免責するものとします。

第３章 禁止事項・罰則規定
第１１条（禁止事項）
1

会員は，本サービスの利用に際して以下の行為を行ってはなりません。
(1)

ログインＩＤ等を不正に使用する行為。

(2)

本サービスに係る権利及びログイン ID 等の第三者への譲渡・貸与等。

(3)

HCPS、出店者又は第三者に損害を与える行為。

(4)

HCPS、出店者又は第三者の営業等を妨害する行為。

(5)

ハッキング行為・ウィルス送信・スパムメール送信等 HCPS、出店者及び第三者

に損害を与える可能性のある行為。
(6)

他の会員又は第三者のプライバシーを侵害する行為。

(7)

公序良俗に反する行為。

(8)

法令に違反する行為。

(9)

宗教・政治結社等への勧誘。

(10) 情報送信時の虚偽の申告。
(11) 本サービスの運営を妨害する行為。
(12) その他 HCPS が不適切と判断する行為。
2

前項に違反した会員は，同違反行為に起因して HCPS，出店者又は第三者に生じる損害
等に対して，本サービスの利用資格を喪失した後であっても，すべての法的責任を負う
ものとし，いかなる場合も HCPS を免責するものとします。

第１２条（罰則規定）
1

HCPS は，以下の各号のいずれかに該当する会員に対して，事前に通知することなく ID
等の利用停止若しくは会員資格の剥奪を行うものとします。
(1)

第１１条１項各号に違反する場合。

(2)

本規約及び本サイト内の各規約に違反する場合。

(3)

利用料金等，HCPS に対する債務の履行を遅滞又は怠った場合。

(4)

出店者より処分の要請を受けた場合で，HCPS が調査を行い、処分が適当である
と判断する場合。

(5)

本サービスの利用に関する重要事項について，HCPS からの指示等に従わない場
合。

(6)
2

その他，HCPS が会員として不適切と判断した場合。

会員資格を剥奪された会員に対する処置等は，第７条３項から５項の規定を準用するも
のとします。

第１３条（義務違反に関する定め）
1

会員は，本規約に定める各義務の履行を怠った場合又は遅滞した場合，当該不履行等に
起因して生じるすべての損害を賠償する義務を負うものとし，いかなる場合も HCPS
を免責するものとします。

2

前項の賠償責任は，当該会員が会員資格を喪失した後も存続するものとします。

第４章 全般
第１４条（会員情報の取り扱い）
1

HCPS は，会員が登録申込の際に入力した会員に関する情報(以下「会員情報」という)

を本サービスの運営及び提供の目的のみに利用するものとします。
2

HCPS は，会員情報を第三者に開示又は提供しないものとします。 ただし，以下に該
当する場合は，この限りではありません。
(1)

出店者が販売又は提供する商品又は役務の購入に関連して当該出店者に情報を
提供する場合。

(2)

会員が許諾した場合。

(3)

会員を特定できない方法にて開示・提供する場合。

(4)

法令にて開示又は提供が認められる場合。

(5)

公的機関より開示又は提供を求められた場合。

(6)

本サービスの提供の目的のため本サービスの一部又は全部を第三者に委託する
場合。

3

HCPS は，会員情報のうち，個人情報保護法の「個人情報」に該当する情報について，
本サイト上のプライバシーポリシーに基づき管理及び使用するものとします。 ただし，
HCPS は，個人情報の漏洩・消失又は改ざん等が完全に防止されることについての保証
を一切行わないものとします。

4

HCPS は，会員に対して，収集した個人情報及び嗜好情報等を利用して HCPS が提供
する各サービスに関する案内等を送信することができ，会員は，同利用に予め了承する
ものとします。

第１５条（通知手段）
1

HCPS から会員への通知方法は，別段に定めのある場合を除き HCPS からの電子メー
ルの送信，本サイト上での掲示又はその他 HCPS が適当と認める方法によって行われ
るものとします。

2

会員は，指定した PC 又は携帯電話端末等の電子メール受信設定等を変更し，HCPS か
らの電子メールの受信を許可しなければなりません。 HCPS は，設定を変更しなかっ
た会員に生じる損害に対して，一切責任を負わないものとします。

3

HCPS は，本サービスの重要な情報等を送信する場合，HCPS からのメール通知等の受
信をすべて拒否する設定をしている会員を含むすべての会員に対して，電子メール又は
メールマガジン等の送信を行うことができるものとします。

4

電子メールによって行われる通知は，会員が指定した電子メールアドレス宛への発信を
もって完了するものとします。

5

本サイト上での一般掲示にて行われる通知は，本サイト上に掲示された時点をもって完
了するものとします。

6

HCPS は，上記のいずれかの方法により会員に通知を行った場合，異議申し立てがない
限り，通知日をもって会員が同通知の内容に同意したものとみなします。

7

HCPS は，連絡先メールアドレスの不備，誤記があったこと又は変更を怠ったこと等会

員の故意又は過失に起因して HCPS からの通知が不到達となった場合，同通知につい
て同会員が異議なく同意したとみなします。

第１６条（本規約と本規約以外の規定等との関係）
1

HCPS が本サービス上において提示する利用上のガイドライン，諸注意等（以下｢ガイ
ドライン等｣という）は，それぞれ本規約の一部を構成及び補完するものとします。 た
だし，ガイドライン等が本規約に違反する場合又は瑕疵が存在する場合は，この限りで
はありません。

2

ガイドライン等と本規約との間に矛盾する条項が存在する場合は，本規約の条項が優先
されるものとします。

第１７条（合意管轄等）
1

本規約は，日本国法に準拠して解釈されるものとします。

2

会員は，本規約に関連して紛争等が発生した場合，神戸地方裁判所において第一審の裁
判を行うことに予め同意するものとします。

第１８条（本規約の変更）
1.

HCPS は，会員に対して，事前に何らの通知を行うことなく，本規約を変更することが
できるものとします。

2.

会員は，本サービスを利用するごとに本規約を確認するものとします。 HCPS は，本
規約の変更後，会員が本サービスを利用したことをもって，当該会員が本規約の変更を
確認し，同意したものとみなすことができるものとします。
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