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■海外発送専用 雑誌定期購読サービス「利用規約」新旧比較表         日販アイ・ピー・エス株式会社 

改定前 ▶改定後  ※赤字･下線部分は変更箇所 

日販アイ･ピー･エス株式会社（以下、弊社といいます）は、雑誌定期購読サービ
スに関する利⽤規約を定め、この利用規約に基づきサービスを提供します。当サ
ービスを利⽤される⽅は、以下の条件に同意した上で、当サービスを利⽤するも
のとします。 

 

日販アイ･ピー･エス株式会社（以下、「弊社」といいます）は、雑誌定期購読サー
ビス（以下「当サービス」といいます）に関する利⽤規約（以下「本規約」とい
います）を定め、本規約に基づきサービスを提供します。当サービスを利⽤され
る⽅は、以下の条件に同意した上で、当サービスを利⽤するものとします。 

 

第１条（会員） 
 
１．「会員」とは、弊社が定める手続に従い本規約に同意の上、弊社の指定する⽅

法に従い入会の申し込みを⾏う個⼈をいいます。 
２．「会員情報」とは、会員が弊社に開⽰した会員の属性に関する情報および会員

の取引に関する履歴等の情報をいいます。 
３．本規約は、すべての会員に適⽤され、登録手続時および登録後にお守りいた

だく規約です。 

 

第１条（会員） 
 
１．「会員」とは、弊社が定める手続に従い本規約に同意の上、弊社の指定する⽅

法に従い入会の申し込みを⾏う個⼈をいいます。 
２．「会員情報」とは、会員が弊社に開⽰した会員の属性に関する情報および会員

の取引に関する履歴等の情報をいいます。 
３．本規約は、すべての会員に適⽤され、登録手続時および登録後にお守りいた

だく規約です。 

 

第２条（登録） 
 
１．会員資格 

本規約に同意の上、所定の入会申込みをされたお客様は、所定の登録手続完
了後に会員としての資格を有します。会員登録手続は、会員となるご本⼈が
⾏ってください。なお、過去に会員資格が取り消された⽅やその他弊社が相
応しくないと判断した⽅からの会員申込はお断りする場合があります。また、
１６歳未満のお⼦さまによる利⽤には、保護資格を持つ⽅の許可、同意が必
要となります。 

２．会員情報の入⼒ 
会員登録手続の際には、入⼒上の注意をよく読み、所定の入⼒⽤紙に必要事
項を正確に記載してください。会員情報の登録において、ギリシャ数字、ウ
ムラウトを使⽤した文字などは使⽤できません。これらの文字が記載された
場合は弊社にて⼀般的なアルファベットや数字に変更できるものとします。 

 

第２条（登録） 
 
１．会員資格 

本規約に同意の上、所定の入会申込みをされたお客様は、所定の登録手続完
了後に会員としての資格を有します。会員登録手続は、会員となるご本⼈が
⾏ってください。なお、過去に会員資格が取り消された⽅やその他弊社が相
応しくないと判断した⽅からの会員申込はお断りする場合があります。また、
１６歳未満のお⼦さまによる利⽤には、保護資格を持つ⽅の許可、同意が必
要となります。 

２．会員情報の入⼒ 
会員登録手続の際には、入⼒上の注意をよく読み、所定の入⼒⽤紙に必要事
項を正確に記載してください。会員情報の登録において、ギリシャ数字、ウ
ムラウトを使⽤した文字などは使⽤できません。これらの文字が記載された
場合は弊社にて⼀般的なアルファベットや数字に変更できるものとします。 

 

第３条（当サービスの利⽤） 
 
１．会員は弊社が提⽰した雑誌定期購読料⾦に同意した場合に限り当サービスを

利⽤できるものとします。 

第３条（当サービスの利⽤） 
 
１．会員は弊社が提⽰した雑誌定期購読料⾦に同意した場合に限り当サービスを

利⽤できるものとします。 
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改定前 ▶改定後  ※赤字･下線部分は変更箇所 

２．会員は送り先各国の輸入規制を確認し、会員の自己責任にて購入するものと
します。弊社は、風俗や宗教、また商品素材や原料による輸入規制にて没収、
日本へ返送された商品に対する送料を含む代⾦の返⾦・商品再送などの補償
はしないものとします。 

３．送付先国にて発生した関税、その他諸経費は会員が自己負担するものとしま
す。また、これにより会員が商品の受取を拒否した場合、商品に対する送料
を含む代⾦の返⾦はしないものとします。 

４．当サービス利⽤に掛かる弊社からのメール受信などの通信費は全て利用者が
負担するものとします。 

５．弊社は、お届け商品の原産地証明、輸出ビザなどの輸出証明書は発⾏しない
ものとします。 

６．弊社は、購入できる商品、及び送料を含むサービス内容を、会員に対して事
前の承認を得ることなく変更することができるものとします。 

７．会員は、注文内容について真実かつ正確な情報を記載し、送信するものとし
ます。 
８．購読期間は１年間とし、原則的に注文手続き完了後のキャンセル、途中解約

はできません。 
９．購読期間はお申込日の翌⽉初から１年間となります。 
１０．輸送⽅法は、原則的に航空郵便、SAL 郵便、船郵便のみとなります。なお、

送付先国によってお選びいただけない輸送⽅法があります。また、出荷荷物
の追跡番号は有しておらず、荷物個別の出荷証明はありません。なお、⼀部
の国や地域への航空輸送は航空郵便ではなく⺠間のクーリエを使⽤させてい
ただく場合がございます。 

１１．異なる銘柄を１つの荷物に同梱して発送することはできないものとします。 
１２．購読期間満了の２ケ⽉前に継続の確認案内を郵送、または電⼦メールによ

る送信をします。当案内に記載された締切日までに次回分の購読料⾦が入⾦
された場合、購読期間延⻑の意志とみなし、締切日までに入⾦が無い場合は、
現購読期間満了を以て当サービスの提供を停⽌します。 

１３．購読期間中に会員が購読している雑誌に臨時発⾏号があり、想定年間発⾏
回数を超えた場合、追加請求はしません。なお、当該臨時発⾏号が増刊号と
して発⾏される場合、本誌に属するものか否かは弊社の判断によるものとし
ます。 

１４．購読期間中に会員が購読している雑誌が出版社都合による欠号となった場
合、その号に対する返⾦はしません。 

１５．会員は商品を受領してから直ちにこれを確認するものとし、商品に破損、
商品の乱丁、落丁、瑕疵、商品間違いがあれば商品受領から５日以内に弊社

２．会員は送り先各国の輸入規制を確認し、会員の自己責任にて購入するものと
します。弊社は、風俗や宗教、また商品素材や原料による輸入規制にて没収、
日本へ返送された商品に対する送料を含む代⾦の返⾦・商品再送などの補償
はしないものとします。 

３．送付先国にて発生した関税、その他諸経費は会員が自己負担するものとしま
す。また、これにより会員が商品の受取を拒否した場合、商品に対する送料
を含む代⾦の返⾦はしないものとします。 

４．当サービス利⽤に掛かる弊社からのメール受信などの通信費は全て会員が負
担するものとします。 

５．弊社は、お届け商品の原産地証明、輸出ビザなどの輸出証明書は発⾏しない
ものとします。 

６．弊社は、購入できる商品、及び送料を含むサービス内容を、会員に対して事
前の承認を得ることなく変更することができるものとします。 

７．会員は、注文内容について真実かつ正確な情報を記載し、送信するものとし
ます。 
８．購読期間は１年間とし、原則的に注文手続き完了後のキャンセル、途中解約

はできません。 
９．購読期間はお申込日の翌⽉初から１年間となります。 
１０．輸送⽅法は、原則的に航空郵便、SAL 郵便、船郵便のみとなります。なお、

送付先国によってお選びいただけない輸送⽅法があります。また、出荷荷物
の追跡番号は有しておらず、荷物個別の出荷証明はありません。なお、⼀部
の国や地域への航空輸送は航空郵便ではなく⺠間のクーリエを使⽤させてい
ただく場合がございます。 

１１．異なる銘柄を１つの荷物に同梱して発送することはできないものとします。 
１２．購読期間満了の２ケ⽉前に継続の確認案内を郵送、または電⼦メールによ

る送信をします。当案内に記載された締切日までに次回分の購読料⾦が入⾦
された場合、購読期間延⻑の意思表示とみなし、締切日までに入⾦が無い場
合は、現購読期間満了を以て当サービスの提供を停⽌します。 

１３．購読期間中に会員が購読している雑誌に臨時発⾏号があり、想定年間発⾏
回数を超えた場合、追加請求はしません。なお、当該臨時発⾏号が増刊号と
して発⾏される場合、本誌に属するものか否かは弊社の判断によるものとし
ます。 

１４．購読期間中に会員が購読している雑誌が出版社都合による欠号となった場
合、その号に対する返⾦はしません。 

１５．会員は商品を受領してから直ちにこれを確認するものとし、商品に破損、
商品の乱丁、落丁、その他欠陥、商品間違いがあれば商品受領から５日以内
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改定前 ▶改定後  ※赤字･下線部分は変更箇所 

へ知らせるものとします。また、商品状態を確認するために会員へ受領商品
の画像提供を依頼する場合があり、会員はそれに従うものとします。 

１６．会員が受け取った商品に破損、乱丁、落丁、瑕疵、商品間違いがある場合、
及び下記に定める「お届けの目安」を超過し、弊社が商品の紛失と判断した
場合に限り、弊社より商品を再送します。ただし出版社在庫切れにより商品
の再調達が困難な場合は、現購読期間を延⻑することにより調整します。 

 
（表） 

 
１７．購読期間中に会員が購読している定期雑誌が出版社都合により休刊となっ

た場合、未発送分の購読代⾦を PayPal アカウント、または日本国内の銀
⾏⼝座へ返⾦します。  

１８．商品の返品、交換、再送、返⾦等は、配送中の破損、商品の乱丁、落丁、
瑕疵、商品間違い、弊社が認める場合を除き、できないものとします。 

１９．前項の規定に拘わらず、当サービス利⽤に関して不正⾏為もしくは不適当
な⾏為があった場合、または利⽤者指定の決済会社等から与信不履⾏等の旨
の連絡があった場合、弊社は、売買契約を取消もしくは解除、履⾏停⽌その
他適切な措置を取ることができるものとします。 

 

に弊社へ知らせるものとします。また、商品状態を確認するために会員へ受
領商品の画像提供を依頼する場合があり、会員はそれに従うものとします。 

１６．会員が受け取った商品に破損、乱丁、落丁、その他欠陥、商品間違いがあ
る場合、及び下記に定める「お届けの目安」を超過し、弊社が商品の紛失と
判断した場合に限り、弊社より商品を再送します。ただし出版社在庫切れに
より商品の再調達が困難な場合は、現購読期間を延⻑することにより調整し
ます。 

（表） 
 
１７．購読期間中に会員が購読している定期雑誌が出版社都合により休刊となっ

た場合、未発送分の購読代⾦を PayPal アカウント、または日本国内の銀
⾏⼝座へ返⾦します。  

１８．商品の返品、交換、再送、返⾦等は、配送中の破損、商品の乱丁、落丁、
その他欠陥、商品間違い、弊社が認める場合を除き、できないものとします。 

１９．前項の規定に拘わらず、当サービス利⽤に関して不正⾏為もしくは不適当
な⾏為があった場合、または会員指定の決済会社等から与信不履⾏等の旨の
連絡があった場合、弊社は、売買契約を取消もしくは解除、履⾏停⽌その他
適切な措置を取ることができるものとします。 

 

第４条（決済） 
 
１．当サービスに利⽤できる決済⽅法は、PayPal、日本国内銀⾏からの振込みの

みとします。なお、振込手数料は会員の負担とします。 
２．決済は日本円によるものとします。 
３．決済に⽤いるアカウントは、会員の自己責任において会員本⼈名義のものを

利⽤するものとします。 
４．会員は当サービスの注文に対する支払いをするにあたり、会員と決済会社の

間で締結されたルールに従って利⽤するものとし、会員と当該決済会社等の
間で紛争が発生した場合は、当該当事者双⽅で解決するものとします。 

５．購読期間中の休刊等で弊社より会員へ返⾦処理を⾏う場合、購入時の決済時
点と、弊社からの返⾦時点の決済レートが異なる場合がありますが、これに
よる為替差益、差損について弊社は⼀切の補填をしないものとします。 

 

第４条（決済） 
 
１．当サービスに利⽤できる決済⽅法は、PayPal、日本国内銀⾏からの振込みの

みとします。なお、振込手数料は会員の負担とします。 
２．決済は日本円によるものとします。 
３．決済に⽤いるアカウントは、会員の自己責任において会員本⼈名義のものを

利⽤するものとします。 
４．会員は当サービスの注文に対する支払いをするにあたり、会員と決済会社の

間で締結されたルールに従って利⽤するものとし、会員と当該決済会社等の
間で紛争が発生した場合は、当該当事者双⽅で解決するものとします。 

５．購読期間中の休刊等で弊社より会員へ返⾦処理を⾏う場合、購入時の決済時
点と、弊社からの返⾦時点の決済レートが異なる場合がありますが、これに
よる為替差益、差損について弊社は⼀切の補填をしないものとします。 

 

第５条（変更） 
 

第５条（変更） 
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改定前 ▶改定後  ※赤字･下線部分は変更箇所 

１．購読期間中に住所変更があった場合には、ただちに弊社へ連絡するものとし
ます。 
２．会員が住所変更の連絡を怠ったことが理由で、会員が講読雑誌の受取ができ

なかった場合、弊社は何ら責任を負わないものとします。 
３．購読期間中の雑誌銘柄、輸送⽅法の変更はできないものとします。 

 

１．購読期間中に住所変更があった場合には、ただちに弊社へ連絡するものとし
ます。 
２．会員が住所変更の連絡を怠ったことが理由で、会員が講読雑誌の受取ができ

なかった場合、弊社は何ら責任を負わないものとします。 
３．購読期間中の雑誌銘柄、輸送⽅法の変更はできないものとします。 

 

第６条（会員資格の喪失および賠償義務） 
 
１．会員が、会員資格取得申込の際に虚偽の申告をしたとき、商品および送料代

⾦の支払債務を怠ったとき、その他弊社が会員として不適当と認める事由が
あるときは、弊社は、当該会員に通知することなく会員資格を取り消すこと
ができることとします。 

２．会員が、以下の各号に定める⾏為をしたときは、これにより弊社が被った損
害を賠償する責任を負うものとします。 
（１）弊社が扱う商品の知的所有権を侵害する⾏為 
（２）弊社、及び第三者への誹謗中傷を⾏う⾏為 
（３）その他、この利用規約に反する⾏為 

３．会員は会員資格の取消しにより、会員としての⼀切の権利を失うものとしま
す。 
 

 

第６条（会員資格の喪失および賠償義務） 
 
１．会員が、会員資格取得申込の際に虚偽の申告をしたとき、商品および送料代

⾦の支払債務を怠ったとき、その他弊社が会員として不適当と認める事由が
あるときは、弊社は、当該会員に通知することなく会員資格を取り消すこと
ができることとします。 

２．会員が、以下の各号に定める⾏為をしたときは、これにより弊社が被った損
害を賠償する責任を負うものとします。 
（１）弊社が扱う商品の知的所有権を侵害する⾏為 
（２）弊社、及び第三者への誹謗中傷を⾏う⾏為 
（３）その他、本規約に反する⾏為 

３．会員は会員資格の取消しにより、会員としての⼀切の権利を失うものとしま
す。 
 

 

第７条（会員情報の取扱い） 
 
弊社は、当サービスを運営するにあたり、弊社のプライバシーポリシー、及び「個
⼈情報取扱い同意書」に記す通り、当サービスを利⽤する会員のプライバシーを
尊重し、個⼈情報を保護するために細⼼の注意を払います。 
プライバシーの考え⽅については、別途「プライバシーポリシー」において規程
するものとします。また会員はこれを確認するものとし、「個⼈情報取扱い同意書」
に明⽰的に同意する場合のみ、会員資格を有するものとします。 

 

第７条（会員情報の取扱い） 
 
1. 弊社は、当サービスを運営するにあたり、弊社のプライバシーポリシー、及び
「個⼈情報取扱い同意書」に記す通り、当サービスを利⽤する会員のプライバシ
ーを尊重し、個⼈情報を保護するために細⼼の注意を払います。 
2. プライバシーの考え⽅については、別途「プライバシーポリシー」において規
程するものとします。また会員はこれを確認するものとし、「個⼈情報取扱い同意
書」に明⽰的に同意する場合のみ、会員資格を有するものとします。 

 

第８条（禁⽌事項） 
 
本サービスの利⽤に際して、会員に対し次の各号の⾏為を禁⽌します。 
１．法令または本規約、本サービス利⽤上の注意事項、本サービスでの商品購入
上の注意事項その他の本規約等に違反すること 

第８条（禁⽌事項） 
 
当サービスの利⽤に際して、会員に対し次の各号の⾏為を禁⽌します。 
(1)法令または本規約、当サービス利⽤上の注意事項、当サービスでの商品購入上
の注意事項その他の本規約等に違反すること 
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改定前 ▶改定後  ※赤字･下線部分は変更箇所 

２．弊社、およびその他の第三者の権利、利益、名誉等を損ねること 
３．公序良俗に反する⾏為その他法令に違反する⾏為、またはそれらのおそれの
ある⾏為 
４．他の利⽤者その他の第三者に迷惑となる⾏為や不快感を抱かせる⾏為 
５．虚偽の情報を記載すること 
６．当サービスの運営を妨げ、その他当サービスに支障をきたすおそれのある⾏
為 
７．その他弊社が不適切と判断すること 

 

(2)弊社、およびその他の第三者の権利、利益、名誉等を損ねること 
(3)公序良俗に反する⾏為その他法令に違反する⾏為、またはそれらのおそれのあ
る⾏為 
(4)他の会員その他の第三者に迷惑となる⾏為や不快感を抱かせる⾏為 
(5)虚偽の情報を記載すること 
(6)当サービスの運営を妨げ、その他当サービスに支障をきたすおそれのある⾏為 
(7)その他弊社が不適切と判断すること 

 

第９条（サービスの中断・停⽌等） 
 
１．弊社は、当サービスの稼動状態を良好に保つために、以下各号の場合、会員

に事前に通知を⾏うことなく当サービスの提供の全部あるいは⼀部を中⽌す
ることができるものとします。 
（１）システムの定期保守および緊急保守のために必要な場合 
（２）戦争、暴動、火災、停電、第三者による妨害⾏為などによりシステム

の運⽤が困難になった場合 
（4）その他、⽌むを得ずシステムの停⽌が必要と弊社が判断した場合 

 
２．弊社は、当サービスの中断、停止に起因して会員、または第三者に損害が発

生した場合、一切の責任を負わないものとします。 

 

第９条（サービスの中断・停⽌等） 
 
１．弊社は、当サービスの稼動状態を良好に保つために、以下各号の場合、会員

に事前に通知を⾏うことなく当サービスの提供の全部あるいは⼀部を中⽌す
ることができるものとします。 
（１）システムの定期保守および緊急保守のために必要な場合 
（２）戦争、暴動、火災、停電、第三者による妨害⾏為などによりシステム

の運⽤が困難になった場合 
（３）その他、⽌むを得ずシステムの停⽌が必要と弊社が判断した場合 

 
２．弊社は、当サービスの中断、停止に起因して会員、または第三者に損害が発

生した場合、一切の責任を負わないものとします。 

 

第１０条（サービスの変更・廃⽌） 
 
弊社は、その判断により当サービスの全部または⼀部を事前の通知なく、適宜変
更・廃⽌できるものとします。 

 

第１０条（サービスの変更・廃⽌） 
 
弊社は、その判断により当サービスの全部または⼀部を事前の通知なく、適宜変
更・廃⽌できるものとします。 

 

第１１条（免責） 
 
１．通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの中断・遅滞・中⽌・デ

ータの消失、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他弊社のサー
ビスに関して会員に生じた損害について、弊社は一切責任を負わないものと
します。 

２．弊社は、弊社のウェブページ・サーバ・ドメインなどから送られるメール・
コンテンツに、コンピュータ・ウィルスなどの有害なものが含まれていない

第１１条（免責） 
 
１．通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの中断・遅滞・中⽌・デ

ータの消失、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他弊社のサー
ビスに関して会員に生じた損害について、弊社は一切責任を負わないものと
します。 

２．弊社は、弊社のウェブページ・サーバ・ドメインなどから送られるメール・
コンテンツに、コンピュータ・ウィルスなどの有害なものが含まれていない
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改定前 ▶改定後  ※赤字･下線部分は変更箇所 

ことを保証いたしません。 
３．弊社は、各国の諸事情、輸送業者の諸事情による輸送の遅延について、⼀切

責任を負わないものとします。 
４．会員が本規約等に違反したことによって生じた損害については、弊社は⼀切

責任を負わないものとします。 
５．弊社は、雑誌の内容、記事について⼀切関与しないものとし、弊社はこれに

対する問い合わせには応じないものとします。 
６．弊社は、配送先不明等によるトラブルに関しては、会員が申請した連絡先へ

連絡すること、および会員が注文の際に申請したお届け先へ商品を配送等す
ることにより免責されるものとします。 

７．配送に於いて、「転居先不明」「保管期間切れ」「宛名より連絡無し」など会員
の都合による荷物の不着により、輸送業者から弊社へ返送された荷物の保管
期間は、返送日（荷物が弊社へ到着した日）から６ケ⽉間とします。会員都
合による不着により弊社へ返送された荷物の再発送をする場合は、再送にか
かる弊社が定める費⽤を請求します。 

８．会員による「受領拒否」として弊社へ返送された商品については、弊社より
連絡はせず、返送品は直ちに処分し、送料を含む購読料⾦の返⾦はしないも
のとします。 

９．当サービス上の表記について、出来る限り正確性を期していますが、正確性、
完全性、最新性等に⼀切誤りがないことを保証するものではありません。現
状と異なる表記があった場合は現状を優先します。 

１０．会員が、当サービスを利⽤することにより、他の会員または第三者に対し
て損害等を与えた場合には、当該会員は自己の責任と費⽤において解決し、
弊社には⼀切迷惑を与えないものとします。 

１１．会員のメールクライアントの設定や不具合による、または会員のメールア
ドレスが変更された等の事情により、会員に配信されたメールが不着であっ
た場合でも、弊社からの通知の発信時をもって通知がなされたものとし、会
員が弊社からの通知を受信できなかったことで、会員に損害が生じても、弊
社は⼀切の責任を負わないものとします。 

 

ことを保証いたしません。 
３．弊社は、各国の諸事情、輸送業者の諸事情による輸送の遅延について、⼀切

責任を負わないものとします。 
４．会員が本規約等に違反したことによって生じた損害については、弊社は⼀切

責任を負わないものとします。 
５．弊社は、雑誌の内容、記事について⼀切関与しないものとし、弊社はこれに

対する問い合わせには応じないものとします。 
６．弊社は、配送先不明等によるトラブルに関しては、会員が申請した連絡先へ

連絡すること、および会員が注文の際に申請したお届け先へ商品を配送等す
ることにより免責されるものとします。 

７．配送において、「転居先不明」「保管期間切れ」「宛名より連絡無し」など会員
の都合による荷物の不着により、輸送業者から弊社へ返送された荷物の保管
期間は、返送日（荷物が弊社へ到着した日）から６ケ⽉間とします。会員都
合による不着により弊社へ返送された荷物の再発送をする場合は、再送にか
かる弊社が定める費⽤を請求します。 

８．会員による「受領拒否」として弊社へ返送された商品については、弊社より
連絡はせず、返送品は直ちに処分し、送料を含む購読料⾦の返⾦はしないも
のとします。 

９．当サービス上の表記について、出来る限り正確性を期していますが、正確性、
完全性、最新性等に⼀切誤りがないことを保証するものではありません。現
状と異なる表記があった場合は現状を優先します。 

１０．会員が、当サービスを利⽤することにより、他の会員または第三者に対し
て損害等を与えた場合には、当該会員は自己の責任と費⽤において解決し、
弊社には⼀切迷惑を与えないものとします。 

１１．会員のメールクライアントの設定や不具合による、または会員のメールア
ドレスが変更された等の事情により、会員に配信されたメールが不着であっ
た場合でも、弊社からの通知の発信時をもって通知がなされたものとし、会
員が弊社からの通知を受信できなかったことで、会員に損害が生じても、弊
社は⼀切の責任を負わないものとします。 

 

第１２条（本規約の改定） 
 
弊社は、本規約を任意に改定できるものとし、また、弊社において本規約を補充
する規約（以下「補充規約」といいます）を定めることができるものとします。
本規約の改定または補充は、改定後の本規約または補充規約を弊社所定のサイト
に掲示したときにその効力を生じるものとします。この場合、会員は、改定後の

第１２条（本規約の改定） 
 
弊社は、本規約を任意に改定できるものとし、また、弊社において本規約を補充
する規約（以下「補充規約」といいます）を定めることができるものとします。
本規約の改定または補充を行う場合には、改定後の本規約または補充規約につい
て、事前に周知期間をおいたうえで、弊社所定のサイト上で告知あるいは弊社が
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規約および補充規約に同意したものとみなします。 
 

 

適当と判断する方法で会員に通知するものとします。会員が本規約または補充規
約の変更の効力が生じた後に本サービスを利用する場合は、会員は、改定後の規
約および補充規約に従うものとします。 

 

第１３条（管轄裁判所） 
 
本規約に関して紛争が生じた場合、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属管轄裁判所と
します。 

 

第１３条（管轄裁判所） 
 
本規約に関して紛争が生じた場合、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属管轄裁判所と
します。 

 

第１４条（準拠法） 
 
利用規約は、日本国の諸法令、諸規則に準拠し、同法に基づいて解釈されるもの
とします。  

 

第１４条（準拠法） 
 
利用規約は、日本国の諸法令、諸規則に準拠し、同法に基づいて解釈されるもの
とします。  

 

第１５条（その他） 
 
１．本規約の日本語版、英語版の間で齟齬や矛盾がある場合は日本語版の規約を

優先するものとします。 
２．弊社と会員との連絡⽅法は、原則として電⼦メールによるものとします。 
３．当サービスのご利⽤に関して、本規約または弊社の指導により解決できない

問題が生じた場合には、弊社と会員の間で双⽅誠意をもって話し合い、これ
を解決するものとします。 

 

第１５条（その他） 
 
１．本規約の日本語版、英語版の間で齟齬や矛盾がある場合は日本語版の規約を

優先するものとします。 
２．弊社と会員との連絡⽅法は、原則として電⼦メールによるものとします。 
３．当サービスのご利⽤に関して、本規約または弊社の指導により解決できない

問題が生じた場合には、弊社と会員の間で双⽅誠意をもって話し合い、これ
を解決するものとします。 

 

制定日 ２０１８年８⽉１日 
 
 
日販アイ・ピー・エス株式会社 

 

制定日 ２０１８年８⽉１日 
改定日 ２０２０年４月１日 
 
日販アイ・ピー・エス株式会社 

 

 


