
相談カルテ利用規約 

 

第１条（本規約の目的及び適用の範囲） 

１.本規約は、日本法規情報株式会社（以下「当社」とします）が運営する相談サービス並び

にそれに付帯するサービスについて、当該サービスを提供・運営する当社と、これを利用す

る一般利用者（法人及びその他団体も含みます。以下同様とします）との権利義務を定める

ことを目的とし、当該サービスの利用にかかる一切の取引・関係に適用されます。 

 

２.前項サービスの利用にあたって、当該サービスの利用を希望する一般利用者の方は、本

規約の内容を全てご承諾いただく必要があります。当該サービスを利用いただいた場合、本

規約の内容を理解し、かつ、本規約のすべての条項について承諾したものとみなされます。 

 

３.本相談サービス等は、一般利用者及び相談者（第 2 条において定義します）と当社サー

ビスに登録した専門家との間に相談の場及び金銭授受の場を提供するものに過ぎず、当社

は、一般利用者及び相談者と登録専門家間の問題に関して一切の責任を負わないものとし

ます。また、当社は、登録専門家が一般利用者及び相談者から相談及び依頼を受けること、

もしくはその報酬を授受することに関して、登録専門家並びに一般利用者及び相談者のい

ずれからも報酬、紹介料その他の対価を受領いたしません。但し、当社は、法令に違反しな

い範囲内で行われる有料サービスの利用料金を登録専門家から受領することがあります。 

 

４.当社は、一般利用者の承諾を得ることなく、当社が適当と判断する方法で一般利用者に

通知することにより、本規約及び当社が運営する相談サービス並びにそれに付帯するサー

ビスの全部または一部を当社の裁量で追加または変更できるものとします。 

 

５.当社は、一般利用者に通知の上、本規約及び当社が運営する相談サービス並びにそれに

付帯するサービスの全部または一部を中止または廃止することができるものとします。た

だし、緊急の必要性がある場合は、事前の通知を行うことなく中止または廃止することがで

きるものとします。 

 

６.当社は、当社が運営する相談サービス並びにそれに付帯するサービスを中止または廃止

したことにより生じた損害について、一切責任を負わないものとします。 

 

第２条（定義） 

１.本規約において使用する主要な用語の定義は、各々以下に定めるとおりとします。 

（１）「一般利用者」とは、本サービスを利用する専門家以外の方をいいます。 



（２）「相談者」とは、一般利用者のうち本規約第４条に従って会員登録を行い、本サービ

スを利用して登録専門家に対して相談を行う個人、法人及びその他団体のことをいいます。 

（３）「登録専門家」とは「相談カルテ専門家画面利用規約」に同意の上、本サービスに登

録している専門家をいいます。 

（４）「本サービス」とは、当社が運営する「相談カルテ」（「カルテ機能」「チャット相談」、

「専門家検索」、「決済機能」その他、当社がインターネットやスマートフォン用アプリ等に

おいて提供する登録・検索・コミュニケーション・支払い機能等）の仕組みを介して、相談

者から投稿された相談に対して登録専門家が回答することを目的としたサービス（本サー

ビスに追加・変更等が生じた場合は、当該変更等後のサービスも含みます）をいいます。オ

プションサービスも本サービスに含まれます。 

（５）「有料登録専門家」とは、登録専門家の中で当社が利用料支払いに応じて登録専門家

に対して提供する、当社有料サービスプランの契約をしている専門家をいいます。 

（６）「ID」とは、一般利用者が登録申請時に登録情報として当社に提供した電話番号ない

しメールアドレスのアカウントを意味し、ログイン時の認証に必要となるものをいいます。 

（７）「パスワード」とは、一般利用者が登録申請時に任意に登録するパスワードを意味し、

ログイン時の認証に必要となるものをいいます。 

（８）「知的財産権」とは、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案権登録を受

ける権利、意匠権、意匠権登録を受ける権利、著作権、商標権その他の知的財産権に関して

法令により定められた権利または法律上保護される利益にかかる権利を意味します。 

（９）「相談者著作物等」とは、相談者によって作成または投稿された、登録専門家への投

稿及びそれに対する文字、文章、画像、図形、もしくはこれらを組み合わせたものを意味し

ます。 

 

２.前項に定める用語以外の用語については、本規約の各条項において、必要に応じて適宜

定義をするものとします。 

 

第３条（本サービスの内容、利用条件、禁止行為） 

１.本サービスにおいて、一般利用者及び相談者が利用できるサービスは次のとおりとしま

す。 

（１）登録専門家が閲覧、回答できる相談カルテの登録 

（２）登録専門家への問い合わせ（電話・アプリ・メール） 

（３）登録専門家の基本情報の閲覧 

（４）登録専門家への個別の専門家報酬（発生した場合）の支払い、決済 

（５）その他当社が随時提供するサービス 

 

２.一般利用者及び相談者は本規約に反しない範囲において本サービスを利用することがで



きるものとします。 

 

３.一般利用者及び相談者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する行

為をしてはなりません。 

（１）当社、登録専門家及び第三者の知的財産権、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または侵害を助長する行為 

（２）本サービスの提供する情報（全部、一部を問いません）を、当社の事前の同意なしに、

複写もしくはその他の方法により再生、複製、送付、譲渡、頒布、配布、転売又はこれらの

目的で使用するために保管する行為 

（３）犯罪的行為または犯罪的行為に結びつく行為もしくは法令に違反する行為 

（４）公序良俗に反する行為 

（５）事実に反した情報及び架空の情報を提供する行為 

（６）当社が特に許可をした場合を除き、営業、宗教活動および政治活動を目的とする情報

を提供したり、登録専門家に対して連絡を取ったりする行為 

（７）本サービスと競合するサービス等を宣伝する行為及びこれに類する行為 

（８）本サービスの運営を妨げたり、信用を傷つけたりする行為 

（９）本サービスの目的と合致しない外部ウェブサイトへのハイパーリンクやアプリ等を

設置する行為及び第三者のために有償で外部ウェブサイトへのハイパーリンクやアプリ等

を設置する行為並びにこれらに類する行為 

（１０）登録専門家の判断に錯誤又は誤解を与えるおそれのある行為 

（１１）本サービス内で不当に情報を操作もしくは情報を操作することを目的として利用

する行為 

（１２）不正アクセス、改ざん及びコンピューター・ウィルスや有害なコンピューター・プ

ログラム等により当社アプリ及びウェブサイト等を攻撃する行為 

（１３）本サービス及び本サービスに関連して使用されている全てのソフトウェア又はプ

ログラム等についてリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他改変等

を行う行為 

（１４）研究・学術調査を目的として情報を提供する行為 

（１５）複数の ID またはパスワードを利用する行為、もしくは ID やパスワードを不正に

使用する行為 

（１６）登録専門家より投稿された回答に対し、自動的に応答する等の機能を有する装置、

ソフトウェア、アルゴリズム等を利用する行為 

（１７）不当な要求を執拗に繰り返すなどして、登録専門家による回答や対応を強要する行

為 

（１８）猥褻な情報または青少年に有害な情報の送信、その他猥褻または青少年に有害な言

動を発する行為 



（１９）異性交際に関する情報の送信、その他異性交際を目的として本サービスを利用する

行為 

（２０）登録専門家の回答を批判、批評し、あるいはその内容を、承諾を得ずに公開する行

為 

（２１）登録専門家との個人情報を含む内容を登録専門家より承諾を得た範囲を超えて、利

用、提供又は開示等をする行為 

（２２）本サービス各機能を利用し本サービスが指定する利用目的以外の目的で通信等を

行なう行為 

（２３）その他当社が不適切と判断する行為 

 

４.当社は、一般利用者及び相談者の本サービスの利用時の行為が前項各号のいずれかに該

当し、または該当するおそれがあると当社が判断した場合には、一般利用者及び相談者に事

前に通知することなく、当該行為の全部または一部を停止させ、または当該行為により当社

アプリやウェブサイト等に掲載された情報（チャット情報を含みますが、これに限られませ

ん）の全部または一部を削除する等かかる違反行為を排除するあらゆる措置を講じること

ができるものとします。当社は、当該措置を講じた理由について開示する義務を負いません。

当社は、かかる停止、削除等の措置を講じたことにより一般利用者及び相談者に生じた損害

から、一切免責されるものとします。 

 

５.当社は、一般利用者及び相談者の本サービスの利用時の行為が第３項各号のいずれかに

該当し、または該当するおそれがあると当社が判断した場合その他当社が必要と判断した

場合には、チャット情報及び通信内容等を閲覧または確認することができるものとし、一般

利用者及び相談者は予めこれに同意するものとします。 

 

第４条（登録、知的財産権、反社、法令順守） 

 

【登録】 

１.本サービスの一部のサービスを利用するためには当社が定める会員登録を行う必要があ

ります。 

 

２.データ保管料として月額 1,000 円が必要ですが、専門家マッチング機能等の一部機能は

無料にてご利用いただけます。 

 

３.本サービスにおける相談者としての利用を希望する者（以下、「登録希望一般利用者」と

いいます）は、本規約を遵守することに同意し、かつ、当社の定める一定の情報を当社の定

める申込手段で、当社に提供し、当社が承諾を行った時点で相談者となります。 



 

４.登録の申請は、本サービスを利用する登録希望一般利用者自身が行うものとし、真実、

正確かつ最新の情報を当社に提供するものとします。 

 

５.当社は、第１項に基づき登録を申請した者が、以下の各号のいずれかの事由に該当し、

又は該当するおそれがあると当社が判断した場合、当社は当該登録希望一般利用者からの

申込みを承諾しないことがあります。この場合、当社は拒絶の理由に関し一切の説明義務及

び損害賠償義務を負いません。 

（１）本規約に過去に違反し、または違反するおそれがあると当社が判断した場合 

（２）当社に提供された登録情報の全部または一部につき虚偽、誤記、記載漏れがあった場

合 

（３）過去に本規約違反等をしたことにより、本サービスの登録抹消及び相談者資格の利用

停止などの措置が行われたことがある場合 

（４）登録希望一般利用者が重複して登録の申し込みを行った場合 

（５）本サービスとは別の、当社が提供するサービス利用規約等に違反した場合 

（６）反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる

者を意味します。以下同様とします）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 

（７）その他、当社が登録を適当でないと判断した場合 

 

６.当社は、第１項に基づき登録を申請した者が前項各号のいずれかの事由に該当するか否

か、当社の裁量により確認する場合があり、この場合、登録希望一般利用者は遅滞なくこれ

に対応するものとします。 

 

【肖像権・知的財産権】 

７.相談者が当社に提供したすべての情報（以下「提供情報」といいます）に関する著作権

その他の権利（著作権法第 27 条及び第 28 条の権利を含みます）は、相談者が本サービス

に対して当該情報を送信した時点ですべて当社に譲渡されます。また、相談者は提供情報に

関する著作者人格権（公表権、氏名表示権、同一性保持権）を行使しないこともあらかじめ

承諾するものとします。 

 

８.相談者は提供情報の権利帰属に関して、当社に対していかなる権利の主張及び行使も行

わないものとします。 

 

【反社会的勢力の排除】 



９.一般利用者及び相談者は、本サービスの利用に際して、自身が暴力団、暴力団員、暴力

団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その

他反社会的勢力（以下｢暴力団等反社会的勢力｣という）に所属または該当せず、かつ、暴力

団等反社会的勢力と関与していないことを表明し、将来にわたっても所属もしくは該当、ま

たは関与しないことを確約するものとします。 

 

１０.一般利用者及び相談者が暴力団等反社会的勢力に所属もしくは該当する、または関与

していると判断した場合、当該一般利用者及び相談者に事前に通知等を行うことなく、当該

一般利用者及び相談者のユーザーアカウント使用を停止し、登録抹消処分及び当該一般利

用者及び相談者による書込みの削除等の適切な措置を講じることがあります。 

 

１１.当社は前項の措置による一般利用者及び相談者の損害を賠償する責任を一切負わない

ものとします。 

 

【法令順守】 

１２.本サービス上で提供される相談は、その名称を問わず、全て登録専門家が担当するこ

ととし、当社が相談を担当することはありません。 

 

１３.当社は一般利用者及び相談者に対する専門家の紹介または専門家の選定には一切関与

いたしません。 

 

１４.登録専門家は、担当する相談について、当該相談を行う一般利用者及び相談者に対し

て責任を負います。ただし、チャット相談について必ず回答がなされることは保証されず、

回答がなされない場合もあることについて、相談者は予め了承のうえ相談を行うものとし

ます。 

 

１５.当社は、相談を担当する登録専門家の法律事務所と別個の法律事務所が存在すると誤

信されるおそれのある名称を用いません。 

 

１６.当社は、一般利用者及び相談者が登録専門家から相談を受けることに関して、金銭そ

の他の報酬を一切受領しません。 

 

１７.当社は、本サービスを経由して一般利用者及び相談者が専門家に依頼を行った場合に、

当該紹介の対価として、一般利用者及び相談者もしくは専門家から金銭その他の報酬を一

切受領しません。 

 



１８.相談に関して、相談料金が発生する場合、相談をした当該一般利用者及び相談者は、

担当した専門家または当該専門家の所属する専門家法人に対し、直接相談料金を支払うも

のとします。 

 

１９.登録専門家は、本サービスの利用にあたり、専門家としての職務上の義務を遵守しな

ければなりません。 

 

２０.当社は、前各項に掲げる事項を本サービスの登録専門家に対しあらかじめ明示します。 

 

２１.登録専門家による有料サービスへの登録料は第１条に規定するとおり有償です。しか

しながら、かかる登録利用料は、本サービス上へのシステム登録及び掲載期間並びにこれら

に要する機械的容量及び通信料、カメラマン委託費、クレジットカード決済セキュリティ費

用等に従い客観的に決定する金額であり、当社は相談に関して、その名目の如何を問わず、

登録専門家から金員を一切受領しません。 

 

第５条（登録情報の変更・届け出、退会・終了、存続規定、登録抹消） 

 

【登録情報の変更】 

１.相談者は、氏名、住所、メールアドレス等、当社に届け出ている登録情報に変更が生じ

た場合、速やかに当社へ届け出るものとします。登録情報変更がなされなかったことにより

生じた損害については、当社は一切の責任を負いません。 

 

２.当社が、相談者の登録情報に誤りがあると判断した場合(登録後に誤りが生じたと判断し

た場合も含む)、当社は、当社の裁量において当該登録情報を変更することができるものと

します。これにより、相談者に損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。 

 

３.当社は、前二項に基づく登録情報の変更に必要と判断した場合、一時的に、本サービス

上の相談者のユーザーアカウントの停止等必要な措置をとることができるものとします。 

 

【退会・利用終了】 

４.相談者が希望するときは、所定の退会手続を行うことにより、いつでも相談者としての

登録を抹消できます。 

 

５.相談者は、退会手続を行った場合、当社で利用していた相談者のアカウントに関する一

切の権利を失うものとします。 

 



６.相談者が退会手続を完了した場合、またはその理由のいかんを問わず当社と一般利用者

及び相談者との間の本規約に基づく契約が終了した場合であっても、第３条（禁止行為）、

第４条（反社会的勢力の排除、肖像権・知的財産権）、本条（退会・利用終了）、第６条（パ

スワード管理）、第９条（個人情報、機密保持）、第１２条（免責）、及び第１３条（完全合

意、準拠法、合意管轄）の規定については、その効力を有するものとします。 

 

【登録抹消】 

７.相談者が以下の各号の一つに該当する場合、当社は相談者に対し事前に通告することな

く、当該相談者の登録を抹消することができるものとします。 

（１）第３条第３項（禁止行為）に該当する行為を行った場合 

（２）相談者から当社への申告に虚偽があった場合 

（３）相談者が死亡した場合 

（４）相談者(法人及びその他団体)が解散、消滅した場合 

（５）相談者が本規約その他の当社が定める規約等に違反した場合 

（６）当社が相談者として不適切だと判断した場合 

 

８.本条に基づく登録抹消は、当社から一般利用者及び相談者に対する損害賠償請求を行う

ことを妨げるものではありません。 

 

第６条（パスワード管理） 

１.相談者は、登録時に設定したパスワード及び ID の管理責任を負うものとし、当該パスワ

ード及び ID を第三者に知られるような態様で管理してはならないものとします。当社は、

上記の義務を怠ったことにより損害が生じても一切の責任を負いません。 

 

２.相談者は、定期的にパスワードを変更する義務があるものとし、それらの義務を怠った

ことにより損害が生じても当社は一切の責任を負いません。 

 

３.相談者は、以下の各号に従い、第三者から推測されにくいパスワードを使用する義務が

あるものとし、その義務を怠ったことにより損害が生じても当社は一切の責任を負いませ

ん。 

（１）大文字、小文字、数字及び記号を混ぜたパスワード 

（２）他のウェブサイトやサービスなどで利用していない独自のパスワード 

（３）氏名住所、電話番号、生年月日など容易に推測できる情報に基づかないパスワード 

（４）文字数の多いパスワード 

（５）その他第三者から推測されやすい要素・情報に基づかないパスワード 

 



４.相談者は、ID 及びパスワードの使用及び管理に責任を持つものとし、相談者の管理不十

分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は当該相談者が負うものとし、当社は

一切の責任を負いません。 

 

５.相談者は、自己のアカウントを漏洩し、紛失し、または第三者に使用されていることを

知った場合、直ちに当社にその旨を連絡するものとし、当社から事後の措置について指示が

ある場合、これに従うものとします。 

 

６.相談者は、ID 及びパスワードを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買、質入等を行

ったりすることはできないものとします。 

 

７.当社は、当社の故意または重過失による場合を除き、相談者のアカウントが第三者に使

用されたことによって当該相談者が被る損害について、何らの責任および義務を負いませ

ん。当社は、当該アカウントによりなされた本サービスの利用は当該相談者によりなされた

ものとみなし、当該 ID 及びパスワードの不正利用により当社または第三者が損害を被った

場合には、当該 ID 及びパスワードを使用した者が登録した相談者本人であるか否かを問わ

ず、当該相談者は当該損害を賠償するものとします。 

 

８.当社は、当社の裁量に基づき、一定回数以上にわたりログインに失敗したなど、相談者

の ID 及びパスワードに不正利用の可能性があると判断した場合は、当該 ID 及びパスワー

ドを利用停止できるものとします。その場合、相談者は当社が定める手続に従い、利用停止

の解除を行うこととします。なお、当社がこのような措置をとったことにより、当該相談者

が ID 及びパスワードを使用できず損害が生じても、当社は一切の責任を負いません。 

 

第７条（サービスの利用、表示、連絡・通知、専門家による課金決済、加盟店審査） 

１.一般利用者及び相談者は、本規約の定めに従い、本サービスを利用するものとします。 

 

２.本サービスの利用は、一般利用者及び相談者自身が行うものとし、真実、正確かつ最新

の情報を提供するものとします。 

 

３.一般利用者及び相談者は本サービスを通じて一般利用者及び相談者が発信する情報につ

き、一切の責任を負うものとし、当社に何ら不利益または損害を与えないものとします。 

 

【連絡・通知】 

４.本サービスに関する問合せその他一般利用者及び相談者から当社への連絡もしくは通知、

または本サービスに関する当社から一般利用者及び相談者に対する連絡もしくは通知は、



当社の定める方法にて行うものとします。 

 

５.一般利用者及び相談者に対する当社からの通知は、通知時において、当社に登録されて

いる相談者のメールアドレスに電子メールを送信するか、本サービス上で掲出することを

もって通知したものとみなします。当社からの通知及び連絡が不着、遅延ないし未読といっ

たことによって生じる損害において、当社は一切の責任は負わないものとします。 

 

６.当社は、相談者のメールアドレスが変更された等の事情により、当該相談者に配信され

た電子メールが 送信エラー等になった場合には、当該メールアドレスへのメールの配信を

止めることができるものとします。 

 

７.前項に基づき一般利用者及び相談者から問合せ等があった場合、当社は、その時点で社

内的に定めている方法により、本人確認を行うことができるものとします。また、問合せ等

に対する回答方法（電子メール、回答書面の郵送、電話など）については、その都度当社が

最適と考える回答方法を利用して回答することができるものとし、その回答方法は一般利

用者及び相談者が決めることはできないものとします。 

 

【決済機能】 

８.本サービスのクレジットカード決済機能を利用する相談者は、自らが利用しようとする

各クレジットカード会社との規約に別途従うものとします。 

 

９.相談者が、登録専門家の求めに応じて行う本サービス上でのクレジットカード支払い決

済について、当社は専門家法の定めに基づき、その内容や金額、支払い方法について一切関

知しません。またクレジットカードを用いた支払い決済機能が利用できなかった場合に損

害が生じても、当社は一切の損害賠償義務、金銭返還義務を負いません。 

 

第８条（個人情報、機密保持） 

１.当社は、相談者が登録した個人情報、その他の一般利用者及び相談者が当社に提供した

すべての個人情報（以下、総称して「登録個人情報」といいます）を個人情報保護法に基づ

き、適切に取り扱うものとします。 

 

２.当社は、登録個人情報に基づき、当社が一般利用者及び相談者に有用と考える情報（広

告を含みます）を、電話、電子メール、FAX 等の方法により送ることがあります。 

 

３.当社は、本サービス及び利用方法の改善のため、登録された連絡先に重要なお知らせ及

びアンケートを送ることがあります。 



 

４.当社は、本サービス及び利用方法の改善のため、登録個人情報を個人が特定できないよ

う処理した上で、統計的に分析し、利用することがあります。 

 

５.当社は、個人が特定されない形式に登録個人情報を加工したうえで、当社等が行う出版、

情報配信、マーケティングその他のサービスに活用しまたは第三者に提供するため、登録個

人情報を利用する場合があります。 

 

６.当社は本サービス運営事業を他社に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い本規約上の地位、

本規約に基づく権利および義務ならびに一般利用者及び相談者の登録情報、その他の情報

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、一般利用者及び相談者は、かか

る譲渡につき本項において予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。 

 

７.当社は、本サービスの運営にあたりやむを得ず必要と認める場合、一般利用者及び相談

者の相談内容、その他の一般利用者及び相談者と登録専門家との間のやりとり等の具体的

内容を知得することがあります。 

 

第９条（権利譲渡禁止、サービス譲渡） 

１.一般利用者及び相談者は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約上の地位または本

規約に基づく権利もしくは義務を、第三者に譲渡もしくは担保提供し、または引受けさせる

等の処分を行ってはならないものとします。 

 

２.当社は、本サービスの事業を第三者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い、本サー

ビスの運営者たる地位、本規約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに一般利用者及

び相談者の登録情報等その他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、一般利用者及び相談者は、相談者たる地位、本規約上の地位、本規約に基づく権利及び

義務並びに一般利用者及び相談者の登録情報等その他情報の譲渡につき本条により予め同

意するものとします。なお、本条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１０条（情報の保持及び複写、ダウンロード） 

１.相談者著作物等その他の情報は、当社所定の期間に限り、本サービス上に保存されるも

のとします。当社は、かかる期間を超えて相談者著作物等その他の情報を保存する義務を負

うものではなく、当社はかかる期間を経過した後はいつでもこれらの情報を削除できるも



のとします。なお、当社は、本条に基づき当社が行った措置によって生じた相談者の損害に

ついて一切の責任を負いません。 

 

２.相談者は、本サービスアプリ及びウェブサイトから自身の登録データないし登録専門家

とのチャット等を自らの電子機器等に複写ないしダウンロードする場合には、自らが保有

する情報の消滅もしくは改変または機器の故障、損傷等が生じないよう十分な注意を払う

ものとし、当社は相談者に発生したかかる損害について一切責任を負わないものとします。 

 

第１１条（保証、免責、設備、損害賠償） 

１.当社は、本サービスの提供中止、停止、故障等から被る一般利用者及び相談者の損害に

ついて一切の責任を負わないものとします。 

 

２.当社は、本規約等及びその他当社が定める規約に基づき利用停止措置等をとった場合で

あっても、一切の損害賠償義務、金銭返還義務を負いません。 

 

３.本サービスまたは本サービスが提携するサービスは、一般利用者及び相談者が相談サー

ビス等を利用するにあたり、登録専門家からの回答や一般利用者及び相談者の相談の解決

などについての結果を保証するものではありません。 

 

４.一般利用者及び相談者は、本サービスまたは本サービスが提携するサービスにおいて、

下記の事情により一定期間、本サービスまたは本サービスが提携するサービスの利用が停

止される場合があることを予め承諾し、本サービスまたは本サービスが提携するサービス

の停止による損害の補償等を当社に請求しないこととします。 

（１）本サービスまたは本サービスが提携するサービスのサーバー、ソフトウェア等の点検、

修理、補修等のための停止の場合 

（２）コンピューター、通信回線等の事故による停止の場合 

（３）地震、落雷、火災などの不可抗力によって本サービスの運営ができなくなった場合 

（４）その他、やむをえない事情による停止が必要であると当社が判断し、停止を行った場

合 

 

５.本サービスを通じて登録専門家が提供する情報については、すべて登録専門家の責任の

もとで発信されるものとし、当社は、登録専門家が発信及び提供する個々の回答内容の正確

性、完全性、有効性及び品質、並びに登録専門家の能力、資格、権能を有することにつき、

一般利用者及び相談者に対し保証するものではありません。また、本サービスから他の外部

サービスに遷移するアプリやウェブサイトの情報についての責任、 あるいはその内容から

発生するあらゆる問題について当社は一切の責任を負いません。 



 

６.当社は、本サービスを通じて一般利用者及び相談者が得る情報については、その完全性、

正確性、確実性、有効性、安全性等につき、一切の保証をいたしません。また、それによる

一般利用者及び相談者の損害についても一切の損害賠償責任を負いません。 

 

７.当社が提供するサービスにおいて一般利用者及び相談者に生じた損害、一般利用者及び

相談者同士のトラブル、一般利用者及び相談者と登録専門家との間のトラブル、その他の事

項に対して、当社はいかなる責任を負わず、補償を行いません。 

 

８.当社は、本サービスの内外を問わず、一般利用者及び相談者と登録専門家の間で行われ

る連絡、コミュニケーション等には一切関与せず、本サービスの利用に関連して一般利用者

及び相談者が費やした費用並びに一般利用者及び相談者または登録専門家が被った損害

（本サービスを通じた事故、違法行為、紛争、債務不履行、契約の解除等による損害を含み

ますが、これらに限りません）について一切補償しません。また、本サービスの提供の中断、

停止、利用不能、変更及び当社による本規約に基づく一般利用者及び相談者の情報及び相談

者著作物等の削除等に関連して一般利用者及び相談者が被った損害、損失、費用につき、当

社は賠償又は補償する責任を一切負わないものとします。なお、本項における「損害、損失、

費用」には、直接的損害及び通常損害のみならず、データの喪失、事業の中断、事業機会の

喪失、逸失利益、その他の間接的、特別的、派生的もしくは付随的損害の全てを含むものと

します。 

 

９.当社は、下記の各号に該当する記載を発見した場合、予告なく、当該記載を削除する場

合があります。なお、削除対象に該当するか否かの判断は、全て当社が行い、当社は、削除

を行った理由について、開示する義務を負いません。また、削除に起因して損害が生じたと

しても、当社は、一切の責任を負いません。 

（１）相談に無関係など本規約に反する記載 

（２）公序良俗に反する記載 

（３）有害なプログラム・スクリプトなどを含む記載 

（４）他人の名誉・信用を害する記載 

（５）本サービスの運営を妨げる記載 

（６）その他、当社が不適切であると判断した記載 

 

１０.本規約に定める免責条項が適用されない等の理由により、当社が一般利用者及び相談

者または第三者に対して責任を負うべき場合、当社に故意または重過失がある場合を除き、

それらの責任に基づく損害賠償額はいかなる場合でも金１万円相当額を上限額とすること

に、当社及び一般利用者及び相談者は予め合意するとします。なお、一般利用者及び相談者



は、同者がこの上限額の定めに同意しない限り当社が本サービスを提供しないことを十分

に理解の上で、予め同意し承諾するものとします。 

 

第１２条（存続規定、約款変更、分離可能性） 

１.当社は、本規約または本サービスの内容を随時改定または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、一般利用者及び相談者に対して通知を行い、または当社

アプリまたはウェブサイト等に掲載するものとします。変更された本規約の効力は、変更後

の本規約が当社アプリまたはウェブサイト等に掲載された時より生ずるものとします。 

 

２.当社は、前項の当該改定または変更の通知後、一般利用者及び相談者が本サービスを利

用した場合または相談者が当社の定める期間内（定めがない場合は通知の日から 30 日間）

に退会の手続きをとらなかった場合には、当該改定または変更の内容に同意したものとみ

なします。 

 

３.当社は、理由の如何を問わず、本規約の改定または変更に起因し相談者が退会の手続を

とったことにより相談者に生じた損害から一切免責されるものとします。 

 

４.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、本規約の残りのその他の条項及び一部が無効

または執行不能と判断された条項の残りの部分は、継続して完全にその効力を有するもの

とします。 

 

第１３条（完全合意、準拠法、合意管轄裁判所、協議） 

１.本規約は、本規約に含まれる事項に関する契約の当事者である当社と一般利用者及び相

談者間の完全な合意を構成し、口頭または書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当

社と一般利用者及び相談者間の事前の合意及び了解等に優先します。 

 

２.本規約は、日本法に基づき解釈されるものとし、本規約に起因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。 

 

３.本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合には、当社及び一般利

用者及び相談者は、信義に則り誠実に協議を行い、速やかに解決を図るものとします。 


