
サービス規約  
サービス利用条件書 

本利用条件書は、2018 年 10 月 1 日に発効したものです。 

本利用条件書は、株式会社 TECH MONSTER（以下「当社」といいます）が運営するバーチャルライブ配信アプリ nijiking

（以下「ニジキング」といいます）の利用条件を定めるものです。 

http://www.nijiking.com において利用可能な当社のウェブサイト（以下「ニジキングウェブサイト」といいます）、ニジキ

ングウェブサイトにおいて利用可能なサービス、および/または関連するアプリ（携帯アプリを含み、これに限りません）

（これらを以下「ニジキングサービス」と総称します）であって、当社が所有し運営するものへのアクセスまたはこの利用を

行うことによって、ニジキングサービスの全てのユーザー（以下「ニジキングユーザー」といいます）は、以下の利用条件

（以下「本利用条件」といいます）のすべてに拘束されることに明示的に同意します。本利用条件は、当社との間で相互

にやりとりを行うニジキングユーザーおよびその他の第三者と当社との関係を規律するものです。ニジキングユーザーで

ありながら、本利用条件に拘束されることに同意しない方は、 ニジキングサービスにアクセスまたはその利用を行って

はなりません。 

１．登録およびアカウントのセキュリティ 

ニジキングユーザーは、ニジキングサービスを利用し、かつ、ニジキングユーザーに適用される法律または条例に従って

本利用条件に同意するために法的に必要とされる年齢に達していなければなりません。かかる年齢は、各地域によって

は 13 歳以上であることがあります。 

正当な権限を有する者から許可および適正な権限付与を受けていない場合には、ニジキングユーザーは、ニジキングユ

ーザー自身以外の第三者のためにアカウントを作成することはできません。 

ニジキングユーザーは、不正な手段（自動装置、ハーベスティング・ボット、ロボット、スパイダー、スクレーパーまたは類

似の性質を有するその他の手段を含み、これらに限りません）によってニジキングアカウントを作成することはできませ

ん。 

登録時点、およびそれ以外のすべての時点においてニジキングユーザーが当社に提供した情報のすべては、真実かつ

正確でなければならず、ニジキングユーザーは、その真実性および正確性を維持するために必要な場合にはかかる情

報を更新することに同意します。 

当社は、ニジキングユーザーが本利用条件のいずれかの規定に違反した場合等の正当な理由がある場合、ユーザー

ネームおよび/またはアカウントを停止または没収する権利を留保します。 

当社の許可なく、ニジキングユーザーは、自らのニジキングアカウント、またはいかなるアカウント上の権利を第三者に

対して売却、移転、ライセンスもしくは譲渡することはできません。 

ニジキングユーザーは、ニジキングサービスを通じてプライバシー情報または秘密情報を投稿することはできません。こ

れらのプライバシー情報または秘密情報には、以下のものが含まれますが、これらに限りません： ニジキングユーザー

または第三者のクレジットカード情報、銀行口座情報、国が発行する身分証明書番号、パスポート番号、運転免許証番

号、非開示の電話番号または電子メールアドレス。 



ニジキングユーザーは、自らのパスワードまたはその他のログイン認証情報を第三者と共有することはできません。ま

た、ニジキングユーザーは、自らのニジキングアカウントのセキュリティを危険に晒す可能性がある行為を一切行うこと

はできません。 

ニジキングユーザーは、他のニジキングユーザーに帰属するログイン情報の提供を求めることも、それらに帰属するアカ

ウントにアクセスすることもできません。また、ニジキングユーザーは、他のニジキングユーザーのニジキングアカウント

のセキュリティを危険に晒す可能性がある行為を一切行うことはできません。 

ニジキングユーザーが法人を代理してニジキングサービスを利用している場合には、ニジキングユーザーは、自らがか

かる法人に代理して契約を締結する適正な権限を有していること、および、ニジキングユーザーの権限が常に有効であ

り続けることについて、これを表明し保証します。 

ニジキングユーザーは、自らの個人データが、以下の場所に移転され、そこで処理されることについて同意します：日本

および/または外国において、当社が自ら保有する場所および/または当社がその単独の裁量により随時決定する委託

先であるデータ処理センター等。 

２．ニジキングサービスの利用 

ニジキングユーザーは、ニジキングサービスを通じて以下の事項について、その掲示、頒布、送信、放送、公衆に表示ま

たはその他の手段によってこれを見せることはできません： プライベートな、特権で保護された、非公開の、攻撃的な、

脅迫的な、暴力的な、暴力を誘発する、裸の、差別的な、違法な、不愉快な、嫌がらせ的な、わいせつな、もしくは性的な

ものを連想させるデータ、テキスト、ファイル、情報、ユーザーネーム、画像、グラフィック、絵、アイコン、写真、プロフィー

ル、音声および映像のクリップ、音、音楽作品、著作物、リンクもしくはその他一切のコンテンツ。 

ニジキングユーザーは、ニジキングサービス上を通じて、第三者の権利（プライバシー権、著作権もしくは著作隣接権（氏

名表示権、同一性保持権、放送権および送信可能化権を含み、これらに限りません）、商標および/またはその他の知

的財産権を含み、これらに限りません）を侵害するかまたはそのおそれのある動画または音声その他一切のライブ配信

を行うことはできません。 

ニジキングユーザーは、ニジキングサービスを通じて、自動車や自転車の運転中に行われているもの、喫煙もしくは喫

煙疑似行為を撮影したもの、睡眠している様子を撮影するなど一定時間動画または音声に変化がないもの、テレビ番組

を撮影したもの（音声のみが含まれるものを含みます）またはカラオケ店舗において撮影したものもしくはその他の場所

でカラオケ用の楽曲をかけながら撮影したものに該当する、または、そのおそれのある動画または音声その他一切のラ

イブ配信を行うことはできません。 

18 歳未満のニジキングユーザーは、22 時以降翌朝 5 時までの間にニジキングサービスを通じて動画または音声その

他一切のライブ配信を行うことはできません。 

ニジキングユーザーは、ニジキングサービスを通じて、ニジキングおよび/またはニジキングユーザーについて、その名

誉棄損、いじめ、虐待、ハラスメント、脅迫、もしくは、なりすましまたは威嚇を行うことはできません。 

ニジキングユーザーは、違法または非倫理的な目的のためにニジキングサービスを用いることはできません。ニジキン

グユーザーは、ニジキングサービスを利用するにあたって、すべての適用される法律および規制を遵守するものとしま

す。 

ニジキングユーザーは、ニジキングユーザーに対する、不正な商業的または嫌がらせ的な通信（すなわち、スパム）を作

成もしくは提供することはできません。 



ニジキングユーザーは、ニジキングサービスの適正な作動、セキュリティ、個人情報保護または外観に対して、その妨

害、無効化、過剰負荷、もしくは損傷を行う目的で、ワーム、ウィルス、スパイウェア、マルウェア、またはその他の悪意あ

るコードについてその送信、もしくはその他の手段により送信を行うことはできません。 

ニジキングユーザーは、ニジキングサービスの機能性、一体性および/または外観について、その変更、修正または改

変を行うことはできず、また、ソースコードまたはその他の知的財産について、その二次的著作物の作成、デコンパイ

ル、またはその他の方法による抽出の試みを行うことはできません。 

ニジキングユーザーは、他のウェブサイトまたは携帯アプリについて、ニジキングサービスもしくは当社と関連を有すると

の誤解を招く形で、これを作成、変更、修正または改変することはできません。 

ニジキングユーザーは、他のニジキングユーザーに対して、ニジキングサービスの利用ができないように制限または制

限の試みを行うことはできず、また、他のニジキングユーザーに対して、いかなる点においても利用体験の妨害もしくは

妨害の試みをすることはできません。 

ニジキングユーザーは、いかなる者に対しても、本利用条件および/または当社が定めるその他の利用条件に違反する

よう促進もしくは奨励を行うことはできません。 

ニジキングユーザーは、他のニジキングユーザーと結託して、当社が主催するイベントの結果を不正に操作することを禁

止されています。これに違反したニジキングユーザーに対し当社は、ニジキングユーザーのアカウントの永久停止、ニジ

キングユーザーのアカウントからポイントおよびロイヤルティ・シェアリングのすべてを没収、法的措置を講ずる場合があ

ります。 

当社は、ニジキングユーザーのニジキングアカウント、ならびに関連する活動および/またはニジキングサービス上でもし

くはニジキングサービスを通じてニジキングユーザーが投稿するコンテンツ（以下「ユーザーコンテンツ」といいます）につ

いて、その事前スクリーニングおよび/またはモニタリングを行うことができますが、そのようにする義務は負いません。ユ

ーザーコンテンツが本利用条件に違反していると当社がその単独の裁量により認定した場合には、ニジキングユーザー

のニジキングアカウントおよび/またはユーザーコンテンツの全部または一部について、事前の通知の有無を問わず、い

かなる方法においても、当社がこの撤去、削除、キャンセル、編集、変更、修正および/またはブロックを行う絶対的な権

利を有することについて、ニジキングユーザーは同意します。 

ニジキングユーザーは、オンラインまたはオフラインを問わず、ユーザーコンテンツ、および/または他のニジキングユー

ザーとの間のやりとりについて単独で責任を負います。当社がいかなるニジキングユーザーについても、その行為に対

する責任を負わないことについて、ニジキングユーザーは同意します。ただし、当社がその単独の裁量により適切と考え

る場合には、当社は、ニジキングユーザーと他のニジキングユーザーとの紛争に関与する権利を留保します。 

３．コンテンツに関する権利およびライセンス付与 

当社は、ユーザーコンテンツについて、その所有権を主張することはありません。ただし、ユーザーコンテンツについて、

非独占的、全額支払済でロイヤルティ無料、譲渡可能、サブライセンス可能、期間永久、取消不能、全世界的なライセン

スを、http://www.nijiking.com で閲覧可能であるプライバシーポリシーに従って、当社に付与することに対して、ニジキ

ングユーザーは同意します。かかるライセンスは、ユーザーコンテンツが他のニジキングユーザーとの間で既に共有され

ている場合を除き、ニジキングユーザーがユーザーコンテンツを削除するか、もしくはニジキングユーザーのニジキング

アカウントを無効化するかの、いずれかの時点で終了します。ユーザーコンテンツは、ニジキングユーザーがユーザーコ

ンテンツを削除した後、もしくはニジキングユーザーのアカウントを無効化した後においても、合理的な期間、データ処理

センターに保管されることがあることについて、ニジキングユーザーは承諾します。 



ニジキングユーザーは、以下①から④の事項について、表明し、保証します： 

① ニジキングユーザーが、ユーザーコンテンツを所有していること、もしくはその他の形で、本利用条件に定める権

利およびライセンスを付与する権利（サブライセンスを行う権利を含みます）を有していること 

② ニジキングサービス上にまたはそれを通じてユーザーコンテンツを投稿または利用することが、第三者の権利

（プライバシー権、著作権もしくは著作隣接権（氏名表示権、同一性保持権、放送権および送信可能化権を含

み、これらに限りません）、商標および/またはその他の知的財産権を含み、これらに限りません）を侵害しないこ

と 

③ ユーザーコンテンツのために、および/またはそれに関連して支払うべきすべてのロイヤルティおよび料金につ

いて、ニジキングユーザーが支払うことに同意していること。 

④ ニジキングユーザーが、ニジキングユーザーの各地域ならびにニジキングユーザーに適用される可能性がある

その他の法域の法律において、本利用条件を締結する法的な権利および能力を有していること。 

当社は、ユーザーコンテンツの全部または一部について、ニジキングユーザーに対して事前に通知することなく、理由を

問わず、ニジキングサービスから、撤去、削除、キャンセル、編集、変更、修正および/またはブロックを行う権利を留保し

ます。したがって、ニジキングユーザーは、ユーザーコンテンツのバックアップまたは保管の目的のために、ニジキングサ

ービスを利用しないことに同意します。当社は、ニジキングユーザーが必要があると考える場合には、ニジキングユーザ

ー自らがユーザーコンテンツのバックアップを管理することを強く奨励します。 

ニジキングユーザーがユーザーコンテンツを削除した場合、および/またはニジキングユーザーのアカウントを無効化し

た場合には、削除された内容は、合理的な期間、そのバックアップコピーが残ることがある（ただし、これは、第三者に対

して利用可能にはなりません）ことについて、ニジキングユーザーは承諾します。 

定期的なメンテナンスまたはアップグレード、緊急の修理、通信の接続および/または機器の事故、もしくはその他の理

由により、ニジキングサービスが中断される場合があります。かかる場合には、ニジキングサービスの変更、中断、故

障、利用不可もしくは停止について、または、ユーザーコンテンツの喪失、もしくはいかなる種類の損失および/または損

害についても、当社はニジキングユーザーに責任を負いません。 

http://www.nijiking.com において閲覧可能である当社のプライバシーポリシーにおいて別段の記載がある場合を除い

て、ユーザーコンテンツの全てまたはいかなる部分も、秘密性または非公開性を有さず、当社は、ユーザーコンテンツの

利用もしくは開示について責任を負いません。当社とニジキングユーザーとの関係は、秘密保持義務を負う関係でも、善

管注意義務を負う関係でもないことについて、ニジキングユーザーはこれを承諾し、かつ同意します。ユーザーコンテン

ツのいかなる部分についても、当社が秘密保持義務を負う対象とはなりませんので、ユーザーコンテンツについて、当社

により、もしくは他のニジキングユーザーによりなされた利用又は開示について、当社は責任を負いません。 

ニジキングサービスの中には、広告収入によりサポートされているものがあり、広告およびプロモーションが表示される

ことがあります。当社がニジキングサービス内に、もしくはニジキングコンテンツに連動して、これらの広告およびプロモ

ーションを行うこと、また、これによって、ユーザーコンテンツに対する編集、変更および/または修正がなされることがあ

ることについて、ニジキングユーザーは同意します。ユーザーコンテンツになされた編集、変更および/または修正につい

て、また、かかる広告およびプロモーションの方法、モードおよび範囲に対する変更について、当社が、ニジキングユー

ザーに通知する義務を負っていないことについても、ニジキングユーザーは同意します。 



ニジキングサービス内において、もしくは、ニジキングサービスに連動して用いられる、対価が支払われたサービス、ス

ポンサー付きコンテンツ、もしくは商用コミュニケーションについて、当社が、これらを常には特定することができないこと

について、ニジキングユーザーは承諾します 

ニジキングサービスには、当社が所有するまたは当社がライセンスを付与するコンテンツ（以下「ニジキングコンテンツ」

といいます）が含まれます。当社は、ニジキングコンテンツのすべての権利を所有し、これを保持します。これらの権利に

は、以下のものを含みますが、これらに限りません： 著作権、著作物、創作、発明、商標、商号、トレードドレス、特許、

営業秘密、ノウハウ、ソースコード、および適用される法律および規制に基づくその他の権利。ニジキングユーザーは、

ニジキングコンテンツに組み込まれている、またはニジキングコンテンツに付されている、著作権、商標、サービスマー

ク、特許、特許出願、もしくはその他の財産権についての表示について、その除去、改変または隠蔽を行ってはなりませ

ん。また、ニジキングユーザーは、ニジキングコンテンツについて、この複製、修正、翻案、および/またはこれに基づく二

次的著作物の作成、この実演、陳列、出版、送信、放送、販売、ライセンス、もしくはその他の方法によるこの利用または

使用を行ってはなりません。 

当社は、ニジキングの名称、ロゴ、商号および商標を所有していますので、当社から事前に書面による許可を受けない

限り、ニジキングユーザーはニジキングの名称、ロゴ、商号および商標の全部もしくは一部について、その複製、模倣ま

たは利用を行うことはできません。 

４．ニジキングポイントの購入およびプライムユーザー機能 

ニジキングサービスにおける人々のライブ・コンテンツに対してリワードを与えるためには、ニジキングユーザーは、その

（リワードとなる）アイテムに表示されたニジキングポイントの必要な合計額を、これに相当する円価額で購入することに

より取得しなければなりません。ニジキングポイントは、購入から１年間有効です。2018 年 9 月 1 日までに購入されたニ

ジキングポイントは、2018 年 9 月 1 日から有効期限のカウントが始まります。 

ニジキングポイントの購入のすべては、最終的なものであり、返金不能です。ニジキングポイントまたはプライムユーザ

ー機能を購入することにより、当社が、いかなる理由によってもニジキングユーザーに対して返金を行う義務および責任

を負っていないことに対して、ニジキングユーザーは明示的にこれを承諾し、かつ同意します。ポイントを購入した後に、

注文をキャンセルする場合には、ニジキングユーザーが送付したポイントは当社に返還され、商品またはサービス（ロイ

ヤルティ・シェアリング、レベル、エクスペリエンス、リーダーボード・ランキングなどを含み、これらに限りません）は取り消

されます。 

ニジキングユーザーが当社から受領済みのポイント（たとえば、リワード・ギフト・ポイント、スロット・ジャックポット・ギフト・

ポイントなど）については、現金に変換することができないことに対して、ニジキングユーザーは明示的にこれを承諾し、

かつ同意します。 

ただし、当社が、ニジキングサービスの運営を終了する場合には、この限りでありません。 

この場合には、当社は、未使用分のポイントを、各ポイントにつきその購入時点での日本円換算を行った上で返金しま

す。 

ポイントあたりの金額は、為替レートおよび経済条件の影響によって変動することがあります。 

ニジキングユーザーが、日本円以外の通貨による金銭を引き出すこと、もしくは、日本国外の銀行口座に送金することを

希望する場合には、ニジキングユーザーは、両替手数料、外国送金手数料などの支払いを求められることがあります。 



ニジキングユーザーが、いかなる場合であっても、他のニジキングユーザーに対して現金を与えること/他のニジキング

ユーザーから現金を受領することは、厳格に禁じられています。そして、ニジキングユーザーは、いかなる取引を行うこと

も、また、ニジキングポイントまたはアカウントを取引することも、認められていません。ニジキングユーザーが何らかの

取引を行った場合、また、ニジキングポイントまたはアカウントの取引を行った場合には、当社がニジキングユーザーの

アカウントを永久に停止し、ニジキングユーザーのアカウントからポイントおよびロイヤルティ・シェアリングのすべてを没

収する権利を有することについて、ニジキングユーザーは承諾し、かつ同意します。 

当社は、ニジキングユーザーが 1 年以上利用していない（ニジキングポイントを購入/使用していない）アカウントを停

止、購入済みのニジキングポイントの消滅、アカウントの再作成をする権利を有することについて、ニジキングユーザー

は承諾し、かつ同意します。 

当社がニジキングユーザーの残高における誤りの訂正のために必要な調整を行うのは、ニジキングのソフトウェアのま

たは技術上の誤作動により、ニジキングユーザーの残高に誤りが生じた場合に限定されることについて、ニジキングユ

ーザーはこれに同意します。 

ニジキングサービスにおける特別な機能を取得するためには、ニジキングユーザーはプライムユーザー機能利用料を支

払わなければなりません。ニジキングユーザーが、ニジキングサービスにおける自らのプライムユーザー機能について、

その登録または終了を決定するにあたっては、ニジキングユーザーは該当するアプリ・ストアを通じてこれを行わなけれ

ばなりません。該当するアプリ・ストアは、ニジキングユーザーが居住する場所に応じた販売税を請求することがあります

ので、詳細については、アプリ・ストアの利用条件および方針を確認してください。 

プライムユーザー機能についての詳細｛現在：９６０円（税込み）/月額｝ 

プライムユーザー専用の素晴らしいサービスを利用するためには、毎月、当社が定めた所定の金額を支払う必要があり

ます。この商品には、 

① ニジキング AI アカデミー所属キャラクターのファンクラブの加入 

② ライバーへのファン加入 

③ 各ライバーのスペシャルライブ参加権 

④ ダイレクトメッセージ送付機能（５０PT/1 メッセージ） 

⑤ コメント時のプライム会員表示 

⑥ YouTube/Facebook へのリアルタイム配信 

プライムユーザー機能利用料は、購入の確認時点でアプリ・ストアのアカウントに請求されます。そして、現行の期間の

満了の 24 時間以上前に自動更新を停止しない限り、自動的に更新されます。 

現行の利用登録の終了は、その利用登録の有効期間内は認められません。 

５．ロイヤルティ・シェアリング 

ニジキングユーザーは、ニジキングユーザーのニジキングアカウントの貢献度に基づきロイヤルティを受領する権利を有

します。ニジキングユーザーがロイヤルティを受領することができるようにするためには、その前に支払情報を入力しな

ければなりません。ニジキングユーザーが銀行振込によるロイヤルティの受領を行うことができるようにするためには、



その前に、ロイヤルティの残高が、１０，０００円超えていなければなりません。当社は、月次でニジキングユーザーのロ

イヤルティを銀行振込します。 

ロイヤルティの金額の算出方法については、当社がその単独の裁量により、これを決定します。当社は通知なく随時、

かかる算出方法を変更する権利を留保します。ニジキングユーザーは、ニジキングアプリをダウンロードし、かつニジキ

ングサービスを継続的に利用することによって、当社がロイヤルティの算出方法およびその配分を、その単独の裁量に

より決定することについて同意し、かつ承諾することになります。 

ニジキングユーザーが注文をキャンセルした場合には、ニジキングユーザーのポイント、およびニジキングユーザーのポ

イントにより生じたロイヤルティは当社に返還されます。 

６．第三者のサービス 

ニジキングサービス内には、第三者のウェブサイト、アプリケーションまたは機能へのハイパーリンクが存在する場合が

あります。また、ニジキングサービスは、ニジキングサービスと第三者のウェブサイト、アプリケーションまたは機能との間

の双方向的な作用によって機能することがあります。これには、ニジキングサービス、もしくはニジキングサービス上での

ニジキングユーザーのプロフィールと、第三者のウェブサイト、アプリケーションまたは機能とを接続するアプリケーション

が含まれます。ニジキングユーザーは、自らのリスクにおいて、ニジキングサービス、またはニジキングサービス上のニ

ジキングユーザーのプロフィールを、ニジキングサービスの範囲外であり当社のコントロール下にない第三者のサービス

と接続するアプリケーションを利用することができます。かかるアプリケーションは、ニジキングユーザーのニジキングサ

ービスのプロフィーイルとの間で、双方向的な作用、接続、もしくは、情報（連絡先情報を含み、これに限りません）の収

集および/または引出しを行うことがあります。ニジキングサービスを通じての、ニジキングユーザーと第三者のウェブサ

イト、アプリケーション、もしくは機能との間のやりとりは、ニジキングユーザーとかかる第三者との間でのみなされるもの

です。当社が、かかる第三者のサービス、そのコンテンツ、および/またはニジキングユーザーとそれとの間のやりとりに

ついて、これをコントロール、管理または保証しないことを、ニジキングユーザーは承諾します。そのため、かかる第三者

のサービス、アプリケーションまたは機能について当社が一切責任を負わないことについて、ニジキングユーザーは明

示的に同意します。 

７．保証および免責 

当社によるニジキングサービスの提供は、現状有姿でなされ、明示または黙示の一切の保証（商品適格性、特定目的

適合性、および侵害の不存在についての黙示の保証を含み、これらに限りません）が付されていません。ニジキングサ

ービスが常に安全で、セキュリティが確保され、またはエラーがないこと、もしくは、ニジキングサービスが常に、中断、遅

延または不完全がなく機能することについては、当社はこれを保証しません。ニジキングサービスは、第三者の行為、コ

ンテンツ、情報、またはデータについて責任を負いません。ニジキングユーザーは、かかる第三者に対してニジキングユ

ーザーが有する請求に起因する、もしくは何らかの点でそれらに関連する、すべての請求および損害（既知のもの、未知

のものを問いません）について、当社、当社の取締役、役員、従業員、および代理人（以下「ニジキング側当事者」といい

ます）を免責します。当社は、本利用条件またはニジキングサービスに起因または関連する逸失利益、もしくはその他の

結果的、特別な、間接的な、または付随的な損害賠償についてニジキングユーザーに対して責任を負いません（なお、

かかる損害賠償の可能性について当社が通知を受けていた場合であっても、当社は、上記のとおり責任を負わないもの

とします）。本利用条件またはニジキングサービスに起因する当社の責任の合計は、当社の故意または重過失による場

合を除き、１万円、もしくは過去 12 カ月間にニジキングユーザーが当社に支払った金額の、いずれか高い方の金額を上

限とします。 



当社は、ニジキングユーザーが投稿したコンテンツを保証しておらず、一切のコンテンツに基づく、またはそれから生じる

損失、損害（実損、結果的損害、懲罰的損害またはその他の損害かを問いません）、請求、責任、またはその種類もしく

は性質を問わず、その他一切の事由について、いかなる者または主体に対する責任を明示的に免責されます。 

８．補償 

ニジキングユーザーは、その者のためにニジキングユーザーがニジキングサービス上でアカウントまたはアクティビティ

を運営している第三者とともに、以下の事項（ニジキングサービス上でのニジキングユーザーの直接または間接的な活

動、もしくはニジキングユーザーに代理して実施されたそれらの活動の結果としてのものを含みます）に起因する、また

はいかなる方法においてもこれに関連する請求、責任、損害、損失、および経費（合理的な弁護士報酬、法的報酬およ

び費用を含みますがこれらに限りません）についてニジキング側当事者を補償し免責することに同意します： 

(a) ユーザーコンテンツ、またはニジキングサービスに対するニジキングユーザーのアクセス、もしくはニジキングユーザ

ーによるニジキングサービスの利用、 

(b) 本利用条件に対するニジキングユーザーの違反、または違反の疑い、 

(c) 第三者の権利（知的財産権、パブリシティ権、秘密保持権、財産権、のれん、肖像権、氏名、もしくはプライバシー権

を含み、これらに限りません）に対するニジキングユーザーの侵害、 (d)法律、規則、規制、法規、制定法、政令または

政府当局および準政府当局の命令に対するニジキングユーザーの違反、または(e) ニジキングユーザーが行った不実

表示および/または不正行為。ニジキングユーザーは、請求に対する防御を行うにあたって当社が合理的に求めるとこ

ろに従って、これに協力するものとします。当社は、ニジキングユーザーによる補償を受けるいかなる事項についても、

排他的に防御およびコントロールを行う権利を留保します。また、ニジキングユーザーは、いかなる請求についても、当

社から事前に書面による同意を得ずに、これを和解により解決しないことに同意します。 

本利用条件の規定、またはその一部について、当社が厳格な履行を執行しなかった場合であっても、本利用条件のい

かなる規定または権利、もしくは他の部分についての権利放棄として解釈されないものとします。本利用条件の一部の

規定について権利放棄がなされた場合であっても、かかる同一の規定もしくは他の規定についての、将来的なまたは継

続的な権利放棄としてみなされないものとします。 

９．変更および修正 

当社は、自らの単独の裁量により、当社が適切であると考える内容に随時、本利用条件の変更（以下、これにより変更さ

れた本利用条件を「変更後の利用条件」といいます）を行う権利を留保します。当社は、変更後の利用条件が発効する

前に、合理的な期間をおいて、事前通知を行います。ニジキングサービスまたはニジキングウェブサイトに変更後の利用

条件を掲示することにより、当社が変更後の利用条件についてニジキングユーザーに通知することができ、ニジキング

ユーザーが常に変更後の利用条件をチェックし確認する義務を負っていることについて、ニジキングユーザーは同意し

ます。本利用条件に対する変更および/または修正について当社が通知を行った後にニジキングユーザーがニジキング

サービスを引き続き利用している場合には、ニジキングユーザーが当社の変更後の利用条件を承諾したとみなされるも

のとします。ニジキングユーザーが変更後の利用条件について同意しない場合には、ニジキングユーザーはニジキング

サービスについての利用をすべて、すみやかに停止し、ニジキングユーザーのアカウントを無効化するものとし、その後

はニジキングサービスへのアクセスまたはその利用を行ってはなりません。 

当社は、自らの単独の裁量により適切と考えるとおりに随時、ニジキングサービスの特別な機能に対して、追加の利用

条件を適用することがあります。かかる場合において、特別な機能に対する追加の利用条件と、本利用条件との間で矛

盾がある場合には、追加の利用条件が優先して適用されるものとします。 



１０．解除および解除の効果 

本利用条件のいずれかの規定に違反した場合には、ニジキングユーザーのニジキングアカウントが無効化されることが

あります。 

顧客のアカウントにおける非アクティブ状態（ログインがない状態または利用されていない状態）が 1 年継続した場合に

は、当社は顧客に通知することなく、アカウントを削除することができます。 

この場合には、未使用のニジキングポイントおよびアイテムについての金銭ならびにその他の対価が返金されないこと

について、ニジキングユーザーは十分に理解し、これに同意します。 

  

当社は、ニジキングユーザーが本利用条件のいずれかの規定に違反した場合等の正当な理由がある場合、事前の通

知の有無にかかわらず、いつでも、かつ、ニジキングユーザーに対して責任を負うことなく、ニジキングサービス、もしくは

ニジキングサービスに対するニジキングユーザーのアクセスを終了する権利を留保します。当社がニジキングサービス

に対するニジキングユーザーのアクセスを終了する場合、またはニジキングユーザーのニジキングアカウントを無効化

する場合には、ニジキングユーザーは自身のニジキングアカウントを通じて、ニジキングユーザーのデータならびにニジ

キングユーザーのニジキングポイント/ロイヤルティ・シェアリングのすべてにそれ以降アクセスできなくなることについ

て、ニジキングユーザーは十分に理解し、かつ同意します。ただし、当社がニジキングサービスの運営を終了する場合に

おけるニジキングポイントの返金についてはこの限りではなく、この場合には、「ニジキングポイントの購入およびプライ

ムユーザー機能」に定めるところに従って返金を行います。 

当社がニジキングユーザーのニジキングアカウントを無効化した場合には、ニジキングユーザーは、当社から事前に書

面による許可を得ることなく、別のアカウントを作成することはできません。 

以下の規定を除き、ニジキングユーザーのニジキングアカウントが無効化され次第、本利用条件は失効するものとしま

す：7 条、8 条、10 条、および 11 条、ならびにニジキングコンテンツおよびユーザーコンテンツについての権利、義務、

およびライセンスに関する規定。 

１１．準拠法、管轄および紛争解決 

本利用条件、ならびにニジキングユーザーとニジキングとの間で生じるまたは発生する請求および/または紛争について

は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。 

本利用条件に起因または関連してニジキングユーザーが当社に対して有する請求、訴訟原因または紛争については、

神戸地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることについて、ニジキングユーザーはこれに同意し、かつ、か

かる請求のすべてについて訴訟を行う目的のために、かかる裁判所における人的管轄権に服すること、ならびに、不適

切な裁判地または不便な裁判地という根拠に基づく抗弁もしくは請求を主張しないことについて、ニジキングユーザーは

これに同意します。 

１２．譲渡および委任 

当社から事前に書面による許可を得ない限り、本利用条件、もしくは本利用条件に基づく権利または義務の全部もしくは

一部について、ニジキングユーザーはこれを第三者に対して譲渡または委任することはできません。当社から事前に書

面による許可を得ない限り、ニジキングユーザーが譲渡または委任を行った場合には、その譲渡または委任は無効にな



ります。当社は、ニジキングユーザーの同意を得ることなく、本利用条件、もしくは本利用条件に基づく権利または義務

の全部もしくは一部について、これを第三者に対して譲渡または委任することができます。 

１３．完全合意 

本利用条件は、ニジキングユーザーとニジキングとの間の完全な合意を構成するものであり、ニジキングユーザーによ

るニジキングサービスの利用を規制し、ニジキングユーザーとニジキングとの間における従前の合意に取って代わるも

のですが、9 条に規定する本利用条件に対する変更の対象となることがあります。 

１４．分離可能性 

本利用条件の一部の規定が、適用法に抵触するまたはその他の理由により執行不能であったとしても、それによって本

利用条件または他の規定がその履行を妨げられず、かつ、本利用条件または他の規定の目的に支障が生じない限り、

そのように抵触または執行不能となった一部の規定は、本利用条件の他の規定の有効性に影響を与えません。 

１５．領域制限 

ニジキングサービス内で提供される情報は、その頒布または利用が法律および規制に反する法域、もしくはニジキング

がそこにおける登録義務の対象になるような法域において、個人もしくは法人に対して頒布すること、またはそれらによ

って利用されることを意図するものではありません。当社は、ニジキングサービスまたはニジキングサービスの一部の利

用を、いつでも、当社の単独の裁量により、一定の者、地理的地域、または法域に限定する権利、ならびに、当社が提

供する、コンテンツ、プログラム、製品、サービスまたはその他の機能の、機能性および/または数量を制限する権利を

留保します。ニジキングサービスの利用がニジキングユーザーの利用に適用される法律に基づき認められない場合、お

よび/またはかかる利用によりニジキングが登録を義務付けられる場合には、ニジキングユーザーは、ニジキングユーザ

ーのアカウントを無効化し、ニジキングサービスの利用を停止する義務を負います。 
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