「フォトビーズプラットフォーム利用約款」
最終更新日: 2019年4月13日
第1条（利用約款の適用）
1. フォトビーズプラットフォーム利用約款（以下、「本利用約款」といいます。）は、クイッ
クピジョン株式会社（以下、「当社」といいます。）が提供する「フォトビーズ！」（当
社が提供する、ウェブサイト（サブドメインを含みます。）及び当社がサービスを提供す
るその他のウェブサイト（以下、総称して「本サイト」といいます。）、並びに専用通信
制御端末、コンピューター、携帯電話、タブレット及びその他のスマート端末対応のソフ
トウェア、アプリケーション・プログラム･インターフェイス（以下、総称して「本ソフト
ウ ェ ア 」 と い い ま す。 ） 、 並 び に 全 関 連 サ ー ビ ス （ 以 下 、 「 本 サ ー ビ ス 」 と い い ま
す。））を利用し、本ソフトウェアで制御されたカメラ（以下、「フォトスポットカメ
ラ」といいます。）で個人のお客様が撮影することのできる場所（以下、「フォトスポッ
ト」といいます。）を開設・運用する事業者及び個人のお客様（以下、「開設者」といい
ます。）に対して適用される、開設者と当社との間の法的拘束力を持つ契約（以下「本契
約」といいます。）となります。本サイト、本ソフトウェア及び本サービスを以下、総称
して「本プラットフォーム」といいます。開設者による本プラットフォームの利用に適用
される当社のプライバシーポリシーは、引用により本契約の一部に組み込まれるものとし
ます。
2. 当社は、本利用約款に基づき開設者に本プラットフォームを提供するものとし、開設者
は、本プラットフォームを利用するにあたって、本利用約款を遵守するものとします。な
お、当社が開設者に別途提示するサービス詳細、諸規定、申込内容確認書、注意事項（本
ソフトウェアの利用端末画面上に掲載される注意事項等も含みます。）も本利用約款の一
部を構成するものとします。
3. 開設者は、本利用約款を理解・承諾の上、本プラットフォームの利用を開始するものとし
ます。開設者による本プラットフォームのアカウント作成若しくは本サービスの利用申し
込みをもって、開設者が本利用約款に同意したものとみなし、本利用約款は、開設者に適
用されるものとします。
第2条（本プラットフォーム利用と資格）
1.
本プラットフォームには、フォトスポットでフォトスポットカメラを利用する個人（以
下、「ユーザー」といいます。）及びフォトスポットを提供する開設者が集まり、開設者
が本プラットフォーム上に自己のフォトスポットを公開（以下、「リスティング」といい
ます。）し、開設者のフォトスポットの利用を希望するユーザーに対してフォトスポット
カメラの利用権限を取引することのできるオンライン上のマーケットプレイスがありま
す。
2.
開設者は、本利用約款に定める条件を遵守し、自己の責任において、本プラットフォーム
を利用するものとします。また、本プラットフォームの利用に伴う通信料その他の費用
は、開設者において全額負担するものとします。
3.
本プラットフォームの一定の機能（リスティングの掲載など）にアクセスし、これを利用
するためには、アカウント（以下、「本アカウント」といいます。）の登録が必要です。
登録に際しては、正確、最新かつ完全な情報を提供し、本アカウント及び本アカウントの
プロフィールページの公開情報を常に最新の状態に維持するものとします。

4.

5.

6.

7.

フォトビーズ！開設者のアカウント登録は、18歳以上の個人であるか、又は適法に設立さ
れ有効に存続する、法令に基づき有効な設立状態を維持する事業者、組織若しくはその他
の法人であり、かつ法的拘束力を有する契約を締結できる開設者に限り行うことができま
す。開設者は、本プラットフォームを利用することにより、開設者は18歳以上であるこ
と、並びに契約を締結するための法的資格及び権限を有することを表明し、保証するもの
とします。
本アカウントのログイン情報の秘匿と保護は開設者自身の責任で行い、ログイン情報をい
かなる第三者にも開示してはならないものとします。ログイン情報の紛失、盗難、不正流
用され若しくはその他漏えいしたことを発見し若しくは何らかの理由によりこれを疑わ
れ、又は本アカウントへの不正アクセスを発見したか若しくはこれが疑われる場合、直ち
に当社に通知するものとします。開設者は、開設者自身の本アカウントを通じてなされた
一切の活動の責任を負うものとします。但し、開設者がかかる活動を承認していない場
合、及びその他開設者に過失(ログイン情報の無断使用又は喪失についての報告を行わな
かったことなど)がない場合はこの限りではありません。
本プラットフォームの一定の領域及び機能にアクセスし又は利用する際には、個別のポリ
シー、基準又はガイドラインが適用される場合や、本プラットフォームの当該領域及び機
能にアクセスする前に、開設者が追加の諸条件に同意することが必要になる場合がありま
す。本利用約款と本プラットフォームの特定の領域又は機能に適用される諸条件との間に
齟齬が生じた場合、当該領域又は機能へのアクセスと利用については、後者の諸条件に別
段の定めがない限り、後者の諸条件が優先されます。
本プラットフォームの一部の領域では、Google Maps/Earthのマッピング・サービス
(Google Maps APIを含みます)を利用しています。開設者によるGoogle Maps/Earthの
利用については、Google Maps/Google Earth追加利用規約が適用されます。

第3条（本サービスの申し込み）
1.
本サービスの利用を開設者が希望する場合には、本利用約款を理解・承諾の上、本サイト
からの申請またはその他当社指定の申込方法により申し込むものとします。
2.
前項に従って開設者から申込みがなされ、当社が自己の裁量により適格と判断した場合、
当社から開設者に対して、申し込み内容、お見積りおよび請求情報、当社指定の合意確認
方法等（以下、総称して「申込内容確認書」といいます。）を電子メールにて通知するも
のとします。
3.
開設者は申込内容確認書で合意できる場合、当社指定の方法で合意確認し、当社と当該開
設者の間に本契約が成立するものとします。
4.
契約が成立した場合、開設者は当社に対し、当社の定める方法に従い当該利用料を支払う
ものとし、当社は入金を確認後に開設者に対し、本プラットフォームを利用できる権利を
非独占的に許諾するものとします。なお、支払いにかかる振込手数料等の費用は、開設者
の負担とします。
第4条（リスティング情報について）
1.
本プラットフォーム上に、フォトスポットの説明、開設者情報等のリスティング情報を入
力する場合、開設者は、自ら正確かつ最新の情報を入力するものとします。
2.
開設者が本プラットフォーム上で又はこれを通じて、リスティング情報等を作成、アップ
ロード、投稿、送信、受信、保存又はその他の方法（当社が代行して行う場合も含む）に
より提供する場合、開設者は、当社に対して、あらゆるメディア又は本プラットフォーム

3.

4.

において、本プラットフォームの提供及び販売促進を行うために、あらゆる方法でかかる
リスティング情報等を、アクセス、使用、保存、複製、改変、これの派生物の作成、頒布、
公開、送信、ストリーム配信、放送、その他の方法により利用するための、非独占的、全
世界、無償、撤回不能、永続的(又は保護期間中)、サブライセンス可能及び移転可能なラ
イセンスを許諾するものとします。開設者が具体的に同意している場合を除き、当社は、
すべてのリスティング情報等にかかる一切の所有権を主張せず、本規約のいかなる内容
も、開設者のリスティング情報等の使用又は利用について開設者が有する権利を制限する
ものとはみなされないものとします。
当社は、リスティングの潜在ユーザーへの露出を高めるため、又は開設者のリスティング
に関係するかは問わず、宣伝、マーケティング、その他事業目的で、リスティング情報を、
他のウェブサイト、アプリケーション、電子メール、オンライン広告、オフライン広告に
表示する場合があります。開設者は、当社が、追加の通知を行うことなく又は追加の報酬
を支払うことなく、リスティング情報をメディア又はプラットフォームにおいて使用する
権利を有することを了解し、同意するものとします。
なお、前項の規定に関わらず、リスティング情報が開設者の事情によりリスティングの範
囲を超えて利用できない場合は、該当するリスティング情報の詳細を事前に当社に届け出
るものとします。

第5条（サポートサービスについて）
本サービスの利用にかかるサポートサービス（以下、「サポートサービス」といいます。）の
利用にあたり、開設者は以下に同意するものとします。
① サポートサービスの受付は、当社が別途指定する窓口の営業時間帯に限られます。
② 訪問によるサポートサービスの提供は、該当プランを利用する開設者のみが受けることが
できます。
③ サポートサービスによる回答及び訪問は、可能な限り迅速な対応に努めるものとします
が、お問い合わせ当日に実施することを保証するものではございません。
④ 開設者がサポートサービスを受ける場合には、当社に対して、本サービスの利用において
生じているトラブルに関する詳細な情報の提供その他の協力をするものとします。開設者
がこれらの協力しない場合には、適切な対応ができずまたは対応に時間を要する場合があ
ります。
⑤ サポートサービスでは、本サービスを使用するにあたってのトラブル、不明点に対応いた
します。ただし、開設者の所有物である機器の故障及び通信回線の障害等によるトラブル
には対応いたしかねます。また、サポートサービスは、本サービス及びその利用に必要な
機器の修理やその他開設者に生じたトラブルの解決を保証するものではございません。
⑥ 当社は、開設者による問い合わせの内容が、サポートサービスとして当社が提供しうる範
囲を逸脱している場合には、サポートサービスの提供をお断りさせていただく場合があり
ます。
⑦ 当社サービス提供において、当社が委託した事業者による対応があることがあります。
第6条（本サービスの利用期間）
1.
本サービスの利用期間は、利用期間が2年未満のフォトスポット（以下、「短期フォトス
ポット」といいます。）を開設の場合、申込内容確認書内の項目「設置期間」に記載され
た通りとします。利用期間が2年以上のフォトスポット（以下、「長期フォトスポット」
といいます。）を開設の場合は、開設者のリスティング情報が本プラットフォーム上に公

2.

開された日から起算して2年が経過した日までとし、開設者が次項に定める解約の手続き
をしない場合には、利用期間は同一の条件にて更に1年間自動的に更新されるものとし、
以後も同様とします。
開設者は、当社に対し、別途当社の指定する方法にて通知することにより、本契約を解約
することができます。

第7条（開発中のサービス）
1.
当社は、開設者に対して、本プラットフォームの一部又は本プラットフォームとは独立し
たサービスとして、開発中のサービスを提供することができるものとします。
2.
当社は、当社が必要と判断した場合には、開設者に事前に通知をすることなくいつでも開
発中のサービスの内容を変更し、又は開発中のサービスの提供を停止若しくは中止するこ
とができるものとします。
3.
当社は、開発中のサービスの特定の目的への適合性、商業的有用性、完全性、継続性等を
含め、一切保証を致しません。
第8条（サービスの変更・停止・終了）
1.
当社は、開設者にあらかじめ通知することなく、いつでも、本サービスの内容や仕様を変
更することができます。
2.
当社は、以下のいずれかに該当する場合には、本プラットフォームの利用の全部又は一部
を停止又は中断することができるものとします。
(1)
本プラットフォームに係るシステムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場
合
(2)
コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3)
火災、停電、天災地変などの不可抗力により本プラットフォームの運営ができなく
なった場合
(4)
外部サービスに、トラブル、サービス提供の中断又は停止、本サービスとの連携の
停止、仕様変更等が生じた場合
(5)
その他、当社が停止又は中断を必要と判断した場合
3.
当社は、当社の都合により、開設者に対して1ヶ月前に通知することにより、本サービス
の提供を終了することができます。
4.
当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき開設者に生じた損害について一切の責任
を負いません。
第9条（禁止事項）
1.
開設者は、本プラットフォームを利用するにあたり、次の各号の一に該当する行為または
そのおそれのある行為をしてはならないものとします。
(6)
法令、公序良俗または本利用約款若しくは個別約款に違反する行為
(7)
犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為
(8)
当社または第三者の著作権、商標権その他の知的財産権、プライバシー権、肖像
権、名誉等の権利を侵害する行為
(9)
当社または第三者を差別または誹謗中傷する行為
(10) 本プラットフォームの全部または一部を、当社に無断で、複製、複写、転載、転送、
蓄積、販売、出版、その他自己利用の範囲を超えて利用する行為

(11)

本プラットフォームの利用権を第三者に再許諾、譲渡し、または、担保に供する行
為

(12)

2.

本ソフトウェアに有害なコンピュータープログラムなどの送信、システムへの不正
アクセス、その他これらに準じる行為
(13) 本ソフトウェアの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
他これらに準じる行為
(14) 当社の営業、本プラットフォームの管理・運営を妨げる行為
(15) 当社または第三者に対する迷惑行為その他不利益を与える行為またはそのおそれの
ある行為
(16) 当社に虚偽の事項を届け出る行為
(17) 本契約の開設者以外の者が新規開設するフォトスポットを、本契約の開設者名義で
開設する行為、または開設者以外のものが事実上利用する行為
(18) 他人になりすまして、本プラットフォームを利用する行為
(19) 当社の承認した以外の方法により、本プラットフォームを利用する行為
(20) 当社または第三者の信用を損なう行為
(21) その他当社が不適切と判断する行為
当社は、開設者が本利用約款に違反した場合、その他当社が不適当と判断する行為を開設
者が行った場合には、当該開設者に対して、何らの通知、催告または理由の開示なしに、
本プラットフォームの利用停止、損害賠償請求等、当該開設者の行為の防止に必要な措置
（法的措置を含みます。）を採ることができるものとし、それに起因して発生したいかな
る損害についても、賠償責任を負いません。

第10条（利用許諾の取り消し、契約の解除等）
1.
当社は、開設者が次の各号の一に該当するときには、開設者に対する通知なしに、即時に
開設者に対する本プラットフォームの利用許諾を取り消し、若しくは、本サービスの提供
を一定期間停止し、または本契約を解除することができるものとします。 なお、開設者
の行為が以下の項目に該当するか否かは、当社が合理的に判断するものとし、開設者は、
当社の判断に対し、何らの異議を申し立てないものとします。
(1)
本利用約款の規定に違反したとき
(2)
当社の信用を傷つけたとき
(3)
差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、または破産、民事再生、特別清
算、会社更生を自ら申し立て若しくは申し立てを受けたとき
(4)
手形・小切手の不渡処分を受け、またはその他支払い不能となったとき
(5)
営業の全部または重要な部分を他に譲渡したとき
(6)
合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき
(7)
代表者の所在が不明になったとき、または開設者の信用に不安が生じたとき
(8)
営業を廃止したとき、または清算に入ったとき
(9)
当社に不利益をもたらしたとき、または不利益をもたらすおそれがある行為をした
とき
(10) 開設者に起因するトラブル等から、開設者による本サービスの利用が、当社または
本サービスの信用等に影響を及ぼす可能性があると当社が判断したとき
(11) 当社の取引基準に照らし不適格であると当社が判断したとき

(12)

2.

ねずみ講、マルチ商法、マルチレベルマーケティング、チェーンメール、又はこれ
らに類する行為に本プラットフォームを利用したとき
(13) 宗教広告等の思想信条に関わる行為に本プラットフォームを利用したとき
(14) その他本利用約款に定める事項を遂行できる見込みがなくなったと当社が判断した
とき
(15) 法令に違反したとき、または違反する恐れがあるとき
(16) 14条表明保証に違反したとき
(17) 威嚇行為、脅迫行為、恫喝、暴力行為等を行ったとき
前項の規定により本契約を解除された場合、開設者は、期限の利益を喪失し、直ちに当社
に対する一切の債務を弁済するものとします。

第11条（非保証・免責）
1.
本プラットフォームは、第三者のウェブサイト又はリソース(以下、「第三者サービス」と
いいます。)へのリンクを含む場合があります。かかる第三者サービスには、異なる条件
及びプライバシー慣行が適用される可能性があります。当社は、かかる第三者サービスの
利用可能性若しくは正確性、又はかかる第三者サービスから入手可能なコンテンツ、製品
若しくはサービスについて責任を負わないものとします。かかる第三者サービスへのリン
クは、当社によるかかる第三者サービスの保証を意味するものではありません。
2.
当社は、利用期間にかかわらず、プラットフォームの利用状況・本プラットフォーム及び/
または本プラットフォーム以外のサービスの利用に関する情報を収集し、統計データ等の
個人を識別できない情報に加工した上で、自由に公表・利用することができるものとしま
す。
3.
インターネットの性質上、当社は、本プラットフォームの継続的かつ中断のない利用可能
性及びアクセス可能性、またシステムの不具合、エラー障害が生じないことを保証するこ
とはできません。当社は、当社のサーバーの容量制限、セキュリティ若しくは完全性の観
点から、又は本プラットフォームの適切な若しくは改良された機能を確保するメンテナン
ス措置を講じるために、本プラットフォーム又はその一定の部分若しくは機能の利用可能
性を制限することができます。
4.
当社は、通常講ずるべきウィルス対策では防止できないウィルス被害、ハッキング行為に
よる被害、天変地異による被害、電力・通信サービス等社会インフラの停止その他当社の
責めによらない事由により開設者に生じた損害について、一切責任を負いません。
5.
当社は、当社の故意または重大な過失によるものであることが明白な場合を除き、本サー
ビスの利用または利用不能に関し、開設者とユーザーその他の第三者との間に生じた一切
のクレーム、トラブル、紛争等について、何らの責任も負わないものとします。開設者は
当該クレーム、トラブル、紛争等について開設者の費用と責任で対応するとともにその経
過を当社の求めに応じて適時報告する、当社に一切の迷惑をかけないものとします。万
一、当社が当該第三者に対して損害賠償等の支払を余儀なくされた場合には、開設者は、
当社に対し、その全額を支払うとともに、その解決のために要した弁護士費用その他一切
の損害を支払わなければならないものとします。
6.
当社は、開設者が本プラットフォームを利用することにより受けた損害について、それが
当社の故意または重大な過失によるものであることが明白な場合を除き、開設者に対して
一切責任を負わないものとします。なお、当社が開設者に対して賠償責任を負う場合で
あっても、その責任は直接かつ通常の損害の範囲に限られ、かつ当該損害発生時を起算点
とし、短期フォトスポットの場合は開設者が当社に支払った合計金額の1/3の金額、長期

フォトスポットの場合は開設者が過去1ヶ月（年間払い等の場合は1ヶ月分相当）の間に
当社に支払ったプラットフォーム利用料を上限とします。
第12条（約款の変更）
当社は、本条に従い、いつでも本利用約款を変更することができる権利を留保します。当社が
本利用約款を変更する場合、変更後の本利用約款を当社ウェブサイト上に掲載し、本利用約款
の冒頭の「最終更新日」を更新します。また、当社は、当該変更が有効となる日の開始日まで
に、電子メールによって開設者に対し当該変更について通知します。開設者は、変更後の本利
用約款に同意されない場合、当該変更の適用日の前日までに書面にて当社へ通知するものと
し、当社が当該通知を受領した場合は当該変更適用開始日の前日をもって本契約は終了するも
のとします。変更後の本利用約款が有効となる日より前に本契約を終了しなかった場合におい
て、開設者が本プラットフォームへのアクセス又はその利用を継続したときは、開設者は変更
後の本利用約款に同意したものとみなします。なお、本条の規定に関わらず、当社は、当社が
軽微と判断する内容の変更については適宜本利用約款の変更を行い適用させることができるも
のとし、開設者はこれをあらかじめ承諾します。
第13条（機密保持義務）
1.
開設者は、当社の事前の承諾なく、契約期間の開始日の前後を問わず本契約に関して当社
より秘密である旨の表示がなされたうえで開示された情報（以下、「機密情報」といいま
す。）を、複写、複製、破壊、改竄、第三者への開示および漏洩、本契約遂行において認
められた目的以外の目的での利用を行わないものとします。ただし、以下の各号の情報は
機密情報に該当しないものとします。
(1) 当社から開示された時点で、公知である情報
(2) 当社から開示された後、自己の責によらず公知となった情報
(3) 第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報
(4) 当社から開示された情報によることなく独自に開発した情報
2.
開設者は、機密情報への不当なアクセス、あるいは機密情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等
の危険に対して、開設者として最善の安全対策を講じるものとします。
3.
開設者は、当社から要求があった場合、直ちにすべての機密情報（複製物を含むものとし
ます。）を当社に返却し、または当社の指示に従い、機密漏洩に十分に配慮した方法で廃
棄するものとします。また、情報開示目的が消滅した場合も同様とします。
4.
開設者が、国その他の公権力により適法に機密情報の開示を命令された場合、本条第１項
の定めにかかわらず、当該公権力に対して当該機密情報を開示できるものとします。ただ
し、当該命令を受けた場合は、当該命令を受けた事実を遅滞なく当社に通知し、可能な限
り機密情報の機密性の保持に努めるものとします。
5.
当社が定める本プラットフォーム及び貸与機材の使用方法・管理方法の遵守状況の確認を
目的として、当社は開設者の事業所に立ち入り、監査を実施することができるものとしま
す。ただし、開設者に事前通知の上、実施するものとします。また、当社は、秘密保持契
約を締結した監査法人または公認会計士に監査を委託することができるものとします。
6.
本条について開設者に求められる責任については、開設者に対して当社も同様に責任を負
うものとします。
第14条（反社会的勢力の排除）
1.
当社および開設者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から５年を経過

2.

しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特
殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下、総称して「暴力団員等」といいま
す。）に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将
来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目
的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有する
こと
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしている
と認められる関係を有すること
(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき
関係を有すること
当社および開設者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行
わないことを確約するものとします。
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手
方の業務を妨害する行為
その他前各号に準ずる行為

第15条（準拠法・管轄裁判所）
1.
本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
2.
本契約に関する紛争の第一審の専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所または東京簡易
裁判所とするものとします。
第16条（協議解決）
本契約に定めのない事項が生じた場合、または本契約上の解釈に疑義が生じた場合、当社と開
設者はお互い誠意を持って協議し、その解決を図るものとします。
第17条（存続条項）
本契約終了後も、第2条（本プラットフォーム利用と資格）第5項、第4条（リスティング情報
について）、第13条（機密保持義務）、第15条（準拠法・管轄裁判所）、第16条（協議解
決）、第18条（分離条項）および本条（存続条項）は５年間有効に存続するものとします。
第18条（分離条項）
1.
本利用約款の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本利用約款のその他の規
定は有効とします。
2.
本利用約款の規定の一部がある開設者との関係で無効とされ、または取り消された場合で
も、本利用約款はその他の開設者との関係では有効とします。

