利用規約
(Japan Content Showcase：Online Library powered by FOYER)
本利用規約（以下、
「本規約」といいます）は、公益財団法人ユニジャパンが開催するコンテン
ツマーケットイベント「Japan Content Showcase 2017」にて、お客様（第 1 条にて定義）に
株式会社 IMAGICA（以下、
「当社」といいます）の提供するオンラインショーケース「FOYER」
をご利用頂くにあたっての利用条件を定めるものです。お客様には、本規約に従い、本サービス
（第 1 条にて定義）をご利用頂きます。
第１条

（定義）

本規約において次の用語はそれぞれ次の意味で使用致します。
1.

「本サービス」とは、別途「FOYER サービス契約申込書」にて定めるサービスの内容であ
り、当社が「FOYER サービス」の名称にてお客様へ提供するサービスをいいます。

2.

「本契約」とは、
「FOYER サービス契約申込書」に基づくお客様と当社間における契約を
いいます。

3.

「お客様」とは、当社と本契約を締結している法人または個人をいいます。

4.

「対象コンテンツ」とは、お客様が指定する本サービスを介して視聴または利用できる映
像、音声、静止画およびその他デジタルコンテンツをいいます。

5.

「設備等」とは、本サービスを提供するために必要な当社の設備、機器、システム等をい
います。

第２条

（適用）

1. 本規約は、お客様と当社との間における本サービスの利用に係る一切の関係に適用されるも
のとし、お客様が「FOYER サービス契約申込書」を提出した時点で、お客様が本規約に同
意したものとします。
2. 本契約は、お客さまが「FOYER サービス契約申込書」を提出し、当社が申込内容を承諾し
た時点で締結されるものとします。

第３条（情報の提供）
1. 本サービスをご利用されるあたり、お客様は当社が本サービスの提供を目的として、必要な
範囲に限り対象コンテンツ、連絡先など（以下、総称して「提供情報」といいます）を複製
し、保存することについて予め承諾するものとします。提供情報はお客様から当社への所有
権の移動を伴うものではなく、本サービスを提供する上で有効となる制限付きの権利を除き、
本サービス利用によりお客様の提供情報が当社に譲渡されることはありません。
2. お客様は、当社が本サービスの提供を目的として、必要な範囲に限りお客様の提供情報を他
の本サービス利用者（以下「他のユーザー」といいます）へ提供することについて予め承諾

するものとします。当該情報の提供は所有権の移動を伴うものではなく、本サービスを提供
する上で有効となる制限付きの権利を除き、本サービス利用によりお客様の情報が他のお客
様に譲渡されることはありません。

第４条
1.

（利用登録）

本サービスの利用を希望する者は、以下の各号に掲げる事項等について定められた当社所
定の利用登録を行うことにより本サービスの利用を申請するものとします。

2.

①

法人の場合は名称、商号および住所。個人の場合は氏名及び住所

②

ご希望の本サービスの種類、諸条件

③

その他、本サービス提供に必要な事項

当社は，利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合，利用登録の申請を承認し
ない、もしくは承認後であっても承認の取り消しを行うことがあり，その理由については
一切の開示義務を負わないものとします。
①

利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合

②

本規約に違反したことがある者からの申請である場合

③

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
るもの)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なん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

④

利用登録申請者が未成年者である場合

⑤

その他、当社が利用登録を相当でないと判断した場合

お客様は、自らの従業員をユーザー(以下、「自社ユーザー」といいます)として登録することが
でき、自社ユーザーには任意の権限(編集/閲覧/権限なし、以下、
「権限等」といいます)を設定で
きます。お客様が作成した自社ユーザー、権限等の管理において当社は一切の責任を負わないも
のとします。

第５条

（登録情報の変更）

1.

登録情報に変更が生じた場合、お客様は速やかに変更を行うものとします。

2.

お客様が本条前項の変更を行わなかったことにより、本サービスを利用できず不利益を被
った場合でも、当社は一切の責任を負わないものとします。

第６条
1.

（ユーザーID 及びパスワードの管理）

お客様は、本サービス利用に際してユーザーID ならびにパスワードを設定するものとしま
す。

2.

お客様は、自己の責任において、本サービスのユーザーID およびパスワードを管理するも
のとします。

3.

お客様は、いかなる場合にも、ユーザーID 及びパスワードを第三者に譲渡または貸与する
事は出来ません。当社は、ユーザーID とパスワードの組み合わせが登録情報と一致してロ
グインされた場合には、そのユーザーID を登録しているお客様自身による利用とみなしま
す。

4.

お客様のユーザーID 及びパスワードの管理不十分による情報の漏えい、第三者による使用、
不正アクセスによる損害の責任はお客様が負うものとし、当社は一切責任を負わないもの
とします。

5.

お客様の責めに起因する事由によりお客様のユーザー ID が不正に利用された結果として
当社に損害が生じた場合、当社はお客様に対して当該損害を賠償請求することがあります。

第７条
1.

（禁止事項）

お客様は、本サービスの利用にあたり、以下の各号を遵守するものとします。
①

権利者より許諾された条件以外の用途で対象コンテンツを使用しないこと

②

複製、改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル等を行わない
こと

2.

対象コンテンツを本サービスに登録するお客様は、当該コンテンツに関する所有権、複製
権、公衆送信権、許諾権等のすべての権限と責任を有していること。ただし、対象コンテ
ンツに収録されている楽曲の音楽著作権の著作権処理については、一般社団法人日本音楽
著作権協会（JASRAC）等、著作権等管理事業法に基づき設立された著作権管理団体によ
って管理されている場合、当社が行うこととします。

3.

お客様は対象コンテンツの内容が、以下の各号のいずれにも該当しないことを保証するも
のとします。

4.

①

第三者の知的財産権、プライバシーの権利、またはその他の権利を侵害する内容

②

当社または第三者を誹謗中傷する内容

③

本サービスの運営を妨げ、または、妨げるおそれのある内容

④

その他法令、または公序良俗に反する内容

お客様（セラー）は、お客様が登録した対象コンテンツが、他のお客様が使用するにあた
り、わいせつ、暴力、公序良俗に反する内容などを含んだ不適切なコンテンツではないこ
とを保証するものとします。

5.

お客様は、本サービスの利用にあたり、以下の各号の行為を行ってはならないものとしま
す。
①

当社または第三者の著作権その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのあ
る行為

②

当社または第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害
するおそれのある行為

③

当社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為

6.

④

犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為

⑤

事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為

⑥

本サービスの運営を妨げ、もしくはその信用を毀損する行為

⑦

法令に違反する、または違反するおそれのある行為

⑧

その他、前各号に順ずる行為で当社が不適切と判断する行為

本契約が終了または解除された場合、お客様は、当社より受領したソフトウェア等および
その他の資料を返却または廃棄するものとします。

第８条
1.

（本サービスの提供の停止等）

当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、お客様に事前に通知することなく
本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することが出来るものとします。
①

本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合

②

地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本サービスの提供が
困難になった場合

2.

③

コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合

④

その他、当社が本サービスの提供が困難と判断した場合

当社は、本サービスの提供または中断により、お客様または第三者が被ったいかなる不利
益または損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。

第９条
1.

（利用制限および登録抹消）

当社は、以下の場合には、事前の通知を要することなく、お客様に対して本サービスの全
部もしくは一部の利用を制限し、または登録を抹消することができるものとします。

2.

①

本規約のいずれかの条項に違反した場合

②

登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合

③

その他、当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合

当社は、本条に基づき当社が行った行為によりお客様に生じた損害について、一切の責任
を負わないものとします。

第１０条 （免責事項）
1.

当社の債務不履行責任は、当社の故意または重過失によらない場合には免責されるものと
します。

2.

法律の定める最大限の範疇において、当社またはその提携企業に詐欺行為、詐欺的な不当
表示、または重過失があった場合の責任を除き、当社、その提携企業、供給業者、販売業
者はいかなる場合でも間接的損害、特別損害、偶発的損害、懲罰的損害、または派生的損
害、あるいは責任理論に関わらず、使用機会、データ、ビジネス機会、または利益の損害
について一切の責任を負いません。これは当社またはその提携企業が当該損害の可能性を

示唆されていたか否かに関わらず、救済が本質的目的を達成できない場合においても同様
です。
3.

当社は、本サービスに関して、お客様と他のユーザーまたは第三者との間において生じた
取引、連絡または紛争等について一切責任を負いません。

4.

本サービスをご利用されているお客様が投稿、共有するコンテンツの権利処理に関する問
題が生じた場合、責任を当社が負うことは一切ありません。お客様は、当社 がお客様の居
住国外においてもお客様のデータを転送、保存、取り扱うことに同意するものとします。

5.

当社ではお客様に優れたサービスを提供するように努めていますが、場合によってはそれ
を保証できない場合もあります。法律の定める最大限の範疇において、当社、その提携企
業、は本サービスにおいて明示的か黙示的かを問わず、いかなる保証もしません。また、
当社 は商品性、特定目的への適合性、権利の非侵害性を保証することはありません。一部
の地域では本条項に記載されている免責条項を許可していない場合もあり、その場合は別
途協議するものとします。

6.

当社は、本サービス上の対象コンテンツ、付随するタグ表記、タイトル又は情報（コンテ
ンツに係る著作権、肖像権、パブリシティ権その他財産権の表示を含む）の正確性及び完
全性を保証することはできません。

第１１条 （秘密保持）
1.

お客様は、本サービス内で取得した情報は非公知の情報とし、一切利用してはならないも
のとします。但し、当該情報を提供者からの書面による事前の同意がある場合はこの限り
ではありません。

2.

当社は、本サービス内で取得した情報は非公知の情報とし、本規約第 15 条に記載された目
的および Japan Online Showcase 2017 の運営会社である UNIJAPAN を除き、第三者に
開示しないものとします。

第１２条 （サービス内容の変更等）
1. 当社は、お客様へ通知することなく、本サービスの内容を変更することができるものとし、
これによってお客様に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。
2. 当社はお客様への事前の告知をもって、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。
3. 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サービス利
用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにお客様の登録事項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、お客様は、かかる譲渡につき本項
においてあらかじ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、会社の分割、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１３条 （利用規約の変更）
当社は、必要と判断した場合には、お客様に通知することなくいつでも本規約を変更することが
出来るものとし、この場合、本サービスの利用条件は変更後の本規約に基づくものとします。最
新の本規約(https://content.foyer-online.com/policy/ja.html)はお客様自身で定期的にご確認く
ださい。

第１４条 （通知または連絡）
お客様と当社との間の通知または連絡は、当社が別途定める方法によって行うものとします。

第１５条 （利用者情報の取り扱い）
1. 当社はお客様が当社に提供した情報、データ等を、個人の特定できない形での統計的な情報
として当社の裁量で、利用及び公開することができるものとし、お客様はこれに異議を唱え
ないものとします。
2. 当社は、下記情報開示が合理的に必要な状況だと判断した場合は、お客様の情報をサードパ
ーティに公開することができます。
①

法を遵守する

②

当社 またはユーザーに対する詐欺または乱用を防止する

③

当社 の所有権を保護する

第１６条 （権利義務と譲渡の禁止）
お客様は、当社の書面による事前の承諾なく、本規約および本契約に基づく権利もしくは義務を
第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

第１７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及び一部が無効または執行不能と判断さ
れた既定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。

第１８条 （準拠法・管轄裁判所）
1.

本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。

2.

本サービスに関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所と
します。

以上１８条（以下余白）

2017 年 6 月 1 日制定

