
鶴見ネットワークポータルサイト会員利用規約 
 

制定 令和２年11月２日 

 

（趣旨） 

第１条 この規約は、鶴見ネットワークポータルサイトの会員サービスの利用に関して、会員となる者

の権利及び義務について定めるものです。 

 

（会員） 

第２条 鶴見ネットワークポータルサイト会員（以下「会員」といいます。）とは、鶴見ネットワーク

ポータルサイト（以下「本サービス」といいます）の運営目的にご理解とご協力をいただける個人、

団体又は企業（以下「団体等」といいます。）で、管理者である横浜商科大学（以下「管理者」とい

います）が定める手続きに従って、この規約及び鶴見ネットワークポータルサイト利用規約（以下

「利用規約」といいます）に同意し、会員自身に関する情報（以下「登録情報」といいます。）を登

録した団体等をいいます。 

 

（登録基準） 

 第３条 鶴見ネットワークポータルサイトに会員登録できる団体等は、以下の条件をすべて満たす団

体等を対象とします。 

  (1) 利用規約に同意し、登録を行った団体等 

    (2) 構成員が主に鶴見区在住・在勤・在学者で、横浜市を活動拠点とする団体等 

    (3) 宗教活動、政治活動を目的としていない団体等 

  (4) 入会金・会費が著しく高額ではない団体 

    (5) その他利用規約の禁止事項に該当しない団体等で特に必要と認められる者 

 

（会員登録の手続き） 

第４条 会員登録を希望する団体等は、管理者が定める手続きに従い登録を行うものとします。  

 

 （登録情報の変更） 

 第５条 会員は、その登録情報に変更が生じたときは、速やかに管理者へ報告するとともに、常に真実

かつ正確な内容を反映するよう速やかに適宜修正登録するものとします。 

 

 （会員サービス） 

第６条 管理者は、鶴見ネットワークポータルサイト会員サービス（以下「会員サービス」といいま

す。）として、会員に対してインターネットを利用して提供する書き込みサービスを提供するものと

します。なお、書き込みサービスには、本サービスに付随するソーシャルネットワーキングサービス

への投稿も含みます。 

２ 会員サービスは、本規約に基づき運営されるサービスです。 

資料３ 



３ 会員に適用するサービスは、管理者が決定します。 

 ４ 管理者は、会員に対して、メンバー・アカウント（会員サービスを利用する際に会員を区別して認

識する情報）として、ユーザーID（本サービスの情報システムを利用する上で管理上必要となる名

前）及びパスワード（利用者本人であることの証として情報システム上に予め登録する暗号）を付与

します。 

 

  （個別サービスの追加と変更） 

第７条 管理者は、個別サービスを新たに追加し、又はその内容の一部若しくは全部を変更し、一時中

断し、停止し、若しくは終了することがあります。 

２ 管理者は、前項に規定する場合であっても、会員に対していかなる責任も負いません。 

 

 （規約への同意） 

第８条 会員が本規約及び利用規約を確認したか否かを問わず、会員サービスの利用を開始した時点

で、会員サービスを利用する前に本規約及び利用規約の内容を確認し、同意したものとみなします。 

 

 （規約の適用） 

第９条 この規約は、会員サービスを利用する際の、管理者と会員との間のすべての関係に適用するも

のとします。 

２ この規約の適用は、会員自身に関する情報の登録をした日から有効とするものとします。 

  

（規約変更の通知） 

第10条 管理者は、管理者の判断により、本規約をいつでも変更することができます。会員が、本規

約の変更の効力が生じた後、会員サービスを利用する場合は、変更後の本規約に同意したものとみ

なします。 

２ 管理者は、本規約を変更する場合は、ログイン画面、会員サービスを提供するサイトの画面等に、

変更内容及び変更の適用開始日を掲示するものとします。 

３ 前項に規定する掲示をもって、規約の変更を会員に通知したものとみなします。 

４ 規約の変更は、第２項に規定する掲示が行われた時点において効力を発するものとします。 

 

（利用料金） 

第11条 会員サービスを利用する際の料金は無料とします。 

２ 管理者は、前項の改定を行うことがあります。この場合、事前に改定内容及び改定内容の適用開始

日を利用規約第５条のとおり通知するものとします。 

３ 会員は、会員サービスを利用するために自己の責任と費用負担において、会員サービスへの接続の

ために必要な危機やソフトフェア、通信手段等を用意し、それらを適切に設置、操作し、インターネ

ット及び会員サービスへアクセスするものとします。管理者は、会員が会員サービスにアクセスする

ための準備、方法などについては一切関与しません。 

４ 会員が会員サービスを利用するために要した電話料金、通信回線料金、インターネットプロバイダ 



利用料金などの利用料金は、会員の負担とします。 

 

（プライバシー） 

 第12条 管理者は、個人のプライバシー、名誉、その他第三者の権利を侵害することのないよう、登 

録情報の取扱に充分、配慮します。 

 ２ 管理者は、本サービスを運営する目的において登録情報を利用できるものとします。 

 ３ 登録情報及び第27条に規定するアンケートへの回答結果（会員個人を特定することができる情報

を除きます。）については、会員の同意を得ることなく第三者に提供される場合があります。 

 ４ 管理者は、氏名、メールアドレス、メンバー・アカウントその他の会員個人を特定することができ

る情報を第三者に提供する場合は、必ず事前に当該会員の同意を得るものとします。ただし、次の各

号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。 

   (1) 法令等に基づく場合 

   (2) 法律、裁判所、行政機関の命令に従うため 

(3) 管理者又は第三者の権利若しくは財産を保護するためやむを得ない場合 

(4) 送受信データを保護するため緊急かつやむを得ない場合 

(5)  人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ない場合 

(6)  出版、報道等により公にされているとき 

(7) その他サイトの運営上やむを得ないと管理者が認めた場合 

  ５ 管理者は、会員サービスの利用履歴を閲覧し、編集し、又は第三者に提供することはしません。

ただし、前項各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。 

  ６ 管理者は、会員が会員サービスの利用を終了した後も、会員個人を特定できない範囲において、

管理者の業務のために登録情報を利用することができるものとします。 

 

（会員に帰属するデータ及び情報の管理） 

第13条 管理者は、会員が公開しているデータその他の情報について、次の各号に該当する場合には、

会員に断りなくこれを削除することがあります。 

 (1) 本規約第21条第及び第22条に該当すると管理者が判断した場合 

(2) 当該情報が、本規約第21条第及び第22条に該当するとの警告を管理者が第三者から受け取 

ったとき 

  (3) 日本又は適用のある外国の法令に明らかに違反していると認められるとき 

 ２ 管理者は、本条の規定により情報を削除したこと、又は情報を削除しなかったことにより会員又

は第三者に生じた損害について、いかなる責任も負いません。 

 

（メンバー・アカウントの管理責任） 

 第14条 会員は、自らのユーザーID 及びパスワードの管理及び利用についてのすべての責任を負うも

のとし、管理者は一切責任を負わないものとします。 

 ２ 会員は、自己のユーザーID 及びパスワードを利用して行われた会員サービスの使用（第三者によ

る不正又は誤使用を含みます。）に対して、すべての責任を負うものとします。 



 ３ 会員は、自己のユーザーID及びパスワードの使用（第三者による不正又は誤使用を含みます。）に

より管理者に損害が生じた場合は、管理者に対して当該損害を賠償するものとします。 

 ４ 管理者は、会員のユーザーID 及びパスワードの使用（第三者による不正又は誤使用を含みます。）

又は漏洩により、会員に損害が生じてもいかなる責任も負いません。 

 

   （メンバー・アカウントの譲渡等の禁止） 

 第15条 管理者が付与するユーザーID 及びパスワードは、会員のみが利用できるものです。会員は、

ユーザーID 及びパスワードを第三者に譲渡、漏洩、貸与、売買し又は利用させてはならないものと

します。 

２ アカウントを複数作成することや、許可を得ずに自らの団体等以外の人のアカウントを作成す 

ることは禁止します。 

 ３ 前項の規定に違反した場合又はそれに順ずる行為があった場合、管理者は会員へ事前に通知する

ことなく、会員サービスの利用を中止できるものとします。 

 

   （メンバー・アカウントの不正使用等の報告） 

 第16条 会員は、自己のユーザーID 及びパスワードの不正使用又は漏洩を知ったときは、管理者に直

ちにその旨報告するものとします。ただし、これにより管理者が何らかの措置を行うことを保証する

ものではありません。 

  

（メンバー・アカウントの変更） 

第17条 会員は、管理者が定める手続きに従って自己のユーザーID 又はパスワードを変更することが

できるものとします。 

 

（メンバー・アカウントの取り消し） 

第18条 管理者は、会員が連続する６か月間において１度も会員サービスを利用しない場合は、当該会

員に通知することなく、当該会員のメンバー・アカウントを抹消することができるものとします。 

２ 管理者は、会員が本規約等に違反したと認めた場合は、当該会員のメンバー・アカウントを抹消す

ることができるものとします。 

３ 管理者は、前項の場合、当該会員に対し、将来にわたって会員サービスの利用をお断りすることが

できるものとします。 

４ 管理者は、会員が過去に本条第２項に該当していると判明した場合、管理者が当該会員に対して付

与するメンバー・アカウントを抹消することができるものとします。 

５ 前４項の規定により、メンバー・アカウントを抹消した場合、それによって生じたいかなる損害に

ついても、管理者は一切の責任を負いません。 

 

（会員の責務） 

第19条 会員は、自己の判断と責任において会員サービスを利用（データの送受信又は専用ソフトフェ

アのダウンロード等の行為を含みます。）することとします。 



２ 会員は、本規約、利用規約のほか、管理者が必要に応じて随時行う指導、及びインターネット利用 

に関して一般的に遵守されている規則、方針、手順に従うものとします。 

３ 会員が会員サービスの利用、会員サービスへの接続又は本規約違反等に関連して生じたクレーム

や請求若しくは自己の損害については、自己の責任と費用で解決するものとし、管理者はいかなる

場合においても責任を負いません。 

４ 会員は、会員が会員サービスを利用して掲示した記事、画像、動画等について管理者に保存義務が

ないことを認識し、必要な記事、画像、動画等については適宜バックアップをとるものとします。 

５ 会員サービスを利用して会員が掲示した記事、画像、動画等や会員サービスからリンクしたサイト

の合法性や情報の正確性、道徳性、著作権の許諾や有無等（以下「掲載情報等」といいます。）に関

する責任は、会員自身が負うこととします。管理者は、会員が会員サービスを利用して掲示した掲

載情報等の内容について、一切の責任を負いません。 

６ 会員が投稿した掲示した掲載情報等の内容を原因として発生した紛争、損害については、会員が 

自ら処理、解決するものとします。 

  

（管理者に対する補償） 

第20条 会員は、本規約の規定に違反したことにより管理者に損害（弁護士費用を含む）を与えたとき

は、これを賠償する責任を負うものとする。 

 

   （禁止事項） 

 第21条 会員が会員サービスを利用するにあたり、利用規約第11条の規定に違反する行為その他管理

者が不適当と認める行為を禁止します。 

  

   （本サービスの転売・転用の禁止） 

 第22条 会員は、管理者が承認した場合を除き、管理者の提供する会員サービス、会員サービスの利

用、会員サービスへのアクセスについて全部又は一部を問わず、転売、転用することを禁止します。 

 

   （違反への措置） 

第23条 管理者は、会員が前条の規定に違反した場合その他管理者が必要と認めた場合は、次に掲げる

措置を講ずることがあります。 

    (1) 会員が発信し、表示し、及び掲示するデータを削除し、第三者が当該データを受信し、及び閲 

覧できない状態へ変更すること 

  (2) 会員サービスの利用を一時的に停止し、又は本規約第27条第２項に規定する措置を行うこと。 

 

   （国際的利用） 

 第24条 会員は、会員サービスを利用するために閲覧する画面に掲示される記事、付加情報等及び会 

員が各サービスを通じて受信又は利用するテキスト、ソフトウェア、音声、写真、ビデオ、グラフ 

ィックス等すべての情報（以下「コンテンツ」という）を日本国以外の居住者（以下「外国居住者」 

という）に提供する場合、会員は技術輸出に関する諸法令に、また外国居住者は利用する国、地 



域に関連する法令等に従うこととします。  

 

   （解約の申込み及び再登録） 

 第25条 会員は、理由の如何を問わず、会員サービスの利用を終了することができます。 

 ２ 会員は、会員サービスを終了しようとする場合は、管理者が定める手続きに従うこととします。 

 ３ 管理者は、前項に関し、会員が会員サービスの利用を終了した場合は、管理者のサーバーに保存中

の個人情報及び利用データを抹消することができるものとします。 

 ４ 第１項又は本規約第17条第１項により会員登録を抹消された方が、再び会員サービスの利用を希

望する場合は、再度本規約第４条の規定に基づく手続を行うものとします。 

 

   （保証の否認及び免責） 

第26条 管理者は、会員が本サービスにアクセスすることを許諾していますが、利用規約第７条第１項

に規定する内容について一切の保証を行うものではありません。 

 ２ 管理者は、会員のメールや掲示等の通信内容やサービス上のコンテンツを削除し、又は保存しな

かったことについて一切責任を負いません。 

 ３ 会員は、データの送受信専用ソフトフェアのダウンロード等の行為はすべて会員の責任で行うこ

ととし、管理者は、これらの行為により生じた損害について、一切責任を負いません。 

 ４ 管理者が、管理者のサーバーに保管するデータの削除保存又は配信に不具合が生じても一切責任

を負いません。 

 ５ 管理者は、会員が会員サービスを利用して行った行為が当該会員の特定の目的に適合するか否か

についていかなる保証も行いません。 

 ６ 管理者が、会員がメンバー・アカウントを利用して行った取引（購入又は取得をした商品、サービ

ス等を含みます。）に関して、いかなる保証も行いません。 

 ７ 管理者は、他のサイト等へのリンクについては管理をしません。したがって、当該サイト等へのリ

ンクにより、それらのコンテンツ、商品、サービス等により生じた損害に関して、いかなる責任も負

いません。 

 ８ 管理者は、会員に発生した利用機会の逸失、業務の中断その他のあらゆる種類の損害（間接損害、

特別損害、付随損害、派生損害及び逸失利益を含みます。）に対して、たとえ管理者がかかる損害の

可能性を事前に通知されていたとしても、いかなる責任も負いません。 

 

   （データに係る制限） 

 第27条 管理者が、個別サービスごとに会員の利用できるデータに関する制限やその保存条件をガイ 

ドラインで設定することができるものとします。 

 ２ 管理者が、送受信データに問題があると認めた場合は、会員に通知することなく、また、その理由 

を会員に対して開示することなく自由に当該データを削除することができるものとします。 

 

    （アンケートの実施等） 

第28条 管理者は、会員に対して本サービスや電子メール等を利用したアンケートを実施することが



できるものとします。 

２ 管理者が、アンケートの実施に伴い、管理者又は第三者の提供する商品又はサービスに関する情報

（以下「付加情報」といいます。）を会員に配信することができるものとします。この場合において、

管理者は、付加情報の内容並びにこの内容に基づくすべての取引及び行為について、いかなる責任及

び義務も負いません。 

３ 会員は、付加情報の配信にあたって、登録情報、アンケート結果等を管理者が利用することを了承

するものとします。 

 

（著作権） 

 第29条 会員サービスの運営に関するすべての著作物の著作権は、その内容が会員から提供された情 

報に基づくものであっても管理者に帰属するものとします。 

 ２ 会員は、管理者又は当該情報等の利用許諾権を有する第三者（以下「ライセンシー」といいます。）

によって許可された場合のみ、コンテンツを利用することが許されます。会員は、管理者又はライセ

ンシーによる許可なしに、情報等を複製し、配布し又は情報等からの派生的作品を作成することはで

きません。 

 ３ 管理者は、前項の著作物の作成にあたって、会員サービスの運営上の都合により、会員から提供さ

れたコンテンツの内容の一部を省略し、又は表現方法を変更することができるものとします。 

 ４ 会員サービスを媒介として他人に開示し、提供し、又は送付する情報等に関する責任は、当該会員

自身が負うこととします。 

 

   （リンク） 

第30条 会員による本サービスのトップページへのリンク設定はフリーとします。 

２ 管理者は、リンク元のホームページの内容が本規約第21条の規定に違反する場合その他管理者が

不適切と認めた場合は、リンクの設定の削除を要請することがあります。 

 

 （その他） 

 第31条 本規約に定めのない事項については、会員と管理者との双方が誠意をもって協議し、解決す

るものとします。 

 ２ 本規約に関する訴訟については、横浜地方裁判所を第１審の専属管轄裁判所とします。 

 ３ 管理者は、会員サービスを含む管理者の運営するインターネット上のサービスに関する権利を第

三者に譲渡する場合は、会員に事前に通知することにより、本規約に基づくすべての管理者の権利及

び義務を継承、売却、合併その他の方法で譲渡することができるものとします。この場合において、 

当該事前通知は、ログイン画面、会員サービスを提供するサイトの画面等にその旨を掲示することに

より行うものとします。 

４ 会員は、管理者が権利及び義務を譲渡する場合において、管理者が当該譲渡先に登録情報を提供す

ることについて、了承するものとします。  

 ５ 本規約のいずれかの条項が管轄裁判所によって法律に違反していると判断された場合、かかる条

項は、効力のあるその他の残りの条項をもって管理者の意向をできる限り反映できるように解釈す



ることとします。 

 ６ 本規約のいずれかの条項が無効又は実施できないと判断された場合には、それらの条項の有効又

は実施できる部分及び本規約の残りの条項は、引き続き有効かつ実施できるものとします。 

 ７ 管理者による会員の本規約への違反に対する権利の放棄（明示、黙示を問わず）は、その後の会員

の本規約への違反に対する権利の放棄を意味するものではありません。 

 ８ 会員は、会員サービスから生じる又はそれに関連するいかなる訴訟も当該訴訟の原因が生じてか

ら一年以内に開始されなければならないことに合意し、当該期間経過後は、そのような訴訟は永久に

提訴できないものとします。 

 

 

 附則 

 この規約は、令和２年11月２日から施行します。 


