
新旧対照表 

変更前  変更後  

ニコニコ生放送利用規約 

「ニコニコ生放送利用規約」（以下、「本利用規約」とい

います）は、株式会社ニワンゴ（以下、「運営会社」と

いいます）が提供するサービス「ニコニコ生放送」（以

下、「本サービス」）について、利用者による利用の一切

について適用されるものとします。利用者は、本サービ

ス利用に先立ち、サービス画面上で表示される各種の説

明表示を確認し、本利用規約の内容に全て同意のうえで

本サービスを利用するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．サービス内容とアカウントについて 

（１）利用者が本サービスを利用するためには、サービ

ス「niconico」のアカウントでログインする必要があり

ます。利用者は、本サービスを利用して、本サービスで

ライブストリーミング配信されるコンテンツを視聴（コ

ンテンツの視聴及びコメント書き込み機能の利用を含

みます。以下、当該行為を行う利用者を「視聴者」とい

います）することができます。また、利用者は、本サー

ビスを利用してライブストリーミング配信（以下、本サ

ービスを利用したライブストリーミング配信を「生放

送」といいます。生放送を実施する利用者を「配信者」

といいます）することができます。 

 

 

 

（２）利用者が配信者として生放送を行う場合には、ロ

グインする「niconico」アカウントが生放送を実施する

権限を有していることが必要になります。生放送実施の

ために必要な権限の詳細については、サービス画面上で

説明するものとします。利用者が、本サービスにおいて

「ニコニコポイント」を消費するサービスを利用するた

ニコニコ生放送利用規約 

「ニコニコ生放送利用規約」（以下、「本利用規約」とい

います）は、株式会社ニワンゴ(以下、｢運営会社｣とい

います)が提供するポータルウェブサイト「niconico」

(以下、「niconico」といいます)の個別サービスである

「ニコニコ生放送」（以下、「本サービス」）について、

利用者による利用の一切について適用されるものとし

ます。利用者は、本サービス利用に先立ち、サービス画

面上で表示される各種の説明表示を確認し、本利用規約

の内容に全て同意のうえで本サービスを利用するもの

とします。 

なお、利用者が未成年の場合には、事前に法定代理人(親

権者等)の同意を得るものとします。 

 

本利用規約において別段の定めの無い事項については、

「niconico」の利用規約（以下、「niconico利用規約」

«リンク»といいます）の規定が適用されるものとし、本

利用規約と niconico利用規約が異なる規定をした場合

は、本利用規約の規定が優先して適用されるものとしま

す。 

 

１．サービス内容とアカウントについて 

（１）利用者が本サービスを利用するためには、

「niconico」のアカウント（以下、「アカウント」とい

います）でログインする必要があります。利用者は、本

サービスを利用して、本サービスでライブストリーミン

グ配信されるコンテンツを視聴（コンテンツの視聴及び

コメント書き込み機能の利用を含みます。以下、当該行

為を行う利用者を「視聴者」といいます）することがで

きます。また、利用者は、本サービスを利用してライブ

ストリーミング配信（以下、本サービスを利用したライ

ブストリーミング配信を「生放送」といい、生放送され

た動画ファイル等のコンテンツを「投稿コンテンツ」と

いい、生放送を実施する利用者を「配信者」といいます）

することができます。 

（２）利用者が配信者として生放送を行う場合には、利

用者が「niconico」のプレミアム会員であって、かつ、

ログインするアカウントが生放送を実施する権限を有

していることが必要になります。生放送実施のために必

要な権限の詳細については、サービス画面上で説明する

ものとします。利用者が、本サービスにおいて「ニコニ

コポイント」を消費するサービスを利用するためには、



めには、「ニコニコポイント」を利用することのできる

「niconico」アカウントを有していることが必要になり

ます。 

 

 

 

 

 

２．生放送の実施について 

(１)配信者は、生放送で配信する全ての内容について、

権利処理が必要な全ての当事者から、事前に生放送を実

施するために必要な権利処理を適正に行うものとしま

す。配信者は、生放送によって配信される全ての内容が、

必要とされる権利処理が全て適正に処理されており、第

三者のいかなる権利も侵害するものではなく、かつ法令

に違反するものではないことを保証するものとします。 

 

(２)配信者が生放送を実施したことにより第三者に損

害が生じた場合は、配信者の故意又は過失の有無及び予

見性の有無に関わらず、当該損害が直接的であるか間接

的であるかを問わず、当該損害の賠償に関する係争は配

信者の責任と負担において解決するものとし、かかる係

争の結果、配信者が当該損害の賠償の責を負う場合に

は、配信者は自らの責任と負担でこれを負うものとしま

す。また、配信者による生放送の実施により第三者に損

害が発生することが明確でない場合についても、第三者

との間で生じた係争については、配信者の責任と負担に

おいて解決するものとします。運営会社は、配信者が生

放送を実施したことを原因として発生する係争や訴訟

等について、当事者としての関与を一切しないものとし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ニコニコポイント」を利用することのできるアカウン

トを有していることが必要になります。なお、「ニコニ

コポイント」の利用に関しては、ニコニコポイント利用

規約≪リンク≫が適用されます。 

（３）利用者は、本サービスを利用する端末によって利

用できる本サービスの機能及び利用条件が異なること

を予め同意したうえで利用するものとします。 

 

２．生放送の実施について 

(１)配信者は、生放送で配信する全ての内容について、

権利処理が必要な全ての当事者から、事前に生放送を実

施するために必要な権利処理を適正に行うものとしま

す。配信者は、生放送によって配信される全ての内容が、

必要とされる権利処理が全て適正に処理されており、第

三者のいかなる権利も侵害するものではなく、かつ法令

及び本利用規約に違反するものではないことを保証す

るものとします。 

(２)配信者が生放送を実施したことにより第三者に損

害が生じた場合は、配信者の故意又は過失の有無及び予

見性の有無に関わらず、当該損害が直接的であるか間接

的であるかを問わず、当該損害の賠償に関する係争は配

信者の責任と負担において解決するものとし、かかる係

争の結果、配信者が当該損害の賠償の責を負う場合に

は、配信者は自らの責任と負担でこれを負うものとしま

す。また、配信者による生放送の実施により第三者に損

害が発生することが明確でない場合についても、第三者

との間で生じた係争については、配信者の責任と負担に

おいて解決するものとします。運営会社は、配信者が生

放送を実施したことを原因として発生する係争や訴訟

等について、当事者としての関与を一切しないものとし

ます。 

 

３．知的財産権等 

(１)投稿コンテンツの著作権その他一切の知的財産権

は、当該配信者又は配信者に権利を許諾した第三者に帰

属するものとします。但し、利用者は、生放送すること

により、運営会社（「niconico」を共同で運営する株式

会社ドワンゴ及びその子会社を含み、以下本条において

同様です）に対して、投稿コンテンツに関する世界的、

非独占的、無償、サブライセンス可能かつ譲渡可能な自

由に利用できるライセンス（当該許諾を以下、「ライセ

ンス」といいます）を付与するものとします。 

(２) 運営会社は、「niconico」並びに本サービス及び本

サービスと連携するサービス（運営会社以外の第三者の



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．生放送を実施する際の禁止事項 

(１)配信者が本サービスを利用して生放送を実施する

際の禁止事項は、以下の通りです。 

 法令に違反する行為及び違反する行為を幇

助・勧誘・強制・助長する行為 

 「ニコニコ生放送」のサーバに過度の負担を及

ぼす行為 

 「ニコニコ生放送」の運営を妨害する行為、運

営会社が不適切であると判断する行為 

 他の利用者の「ニコニコ生放送」の利用を妨害

する行為 

 公職選挙法に抵触する行為 

 他人の名誉、社会的信用、プライバシー、肖像

権、パブリシティ権、著作権その他の知的財産

権、その他の権利を侵害する行為（法令で定め

たもの及び判例上認められたもの全てを含む） 

 他の利用者への中傷、脅迫、いやがらせに該当

する行為 

サービスも含みます）の企画・運営、共同研究及びプロ

モーション等による投稿コンテンツの利用に際し、運営

会社が必要とする範囲において改変を行うことができ

るものとし、利用者はこれを予め承諾するものとしま

す。 

(３) ライセンスは、配信者が運営会社所定の方法によ

り投稿コンテンツの削除を行い、かつ、削除してから運

営会社が当該投稿コンテンツにかかる全ての利用を終

了するために合理的な期間の経過をもって終了します。

利用者は、削除後であっても、運営会社が投稿コンテン

ツの利用を終了させるまでの間に当該投稿コンテンツ

の利用が一定期間継続すること及び削除前に既にプロ

モーション等において当該投稿コンテンツが各媒体に

掲載等されていた場合には当該媒体等の掲載が継続す

る期間、当該投稿コンテンツの利用が継続することを予

め承諾するものとします。 

(４)前三項にかかわらず、投稿コンテンツに対して単に

感想等を書き込んだテキストの取り扱いについては、

niconico 利用規約「運営会社の対応」に定める利用者

の書き込みテキストの取り扱いに準じます。 

(５) 利用者は、生放送に先だって、運営会社が利用者

の生放送及び投稿コンテンツに関し、確実性、正確性、

安全性、有用性、第三者権利侵害の有無、及び特定目的

への適合性のいずれについても保証するものではなく、

また監視義務を負わないことを確認するものとします。 

 

４．禁止事項及び運営会社の対応 

本サービスにおける禁止事項及び禁止事項にかかる運

営会社の対応は、niconico 利用規約の規定に従って運

用されます。利用者は、本サービスを利用して生放送を

実施する際等に、niconico 利用規約を事前に確認する

ものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 差別につながる民族・宗教・人種・性別・年齢

等に関する表現行為 

 自殺、集団自殺、自傷、違法薬物使用、脱法薬

物使用等を勧誘・誘発・助長するような行為 

 性交及びわいせつな行為を目的とした出会い

等を誘導する行為 

 性的、わいせつ的、暴力的な表現行為、その他

過度の不快感を及ぼすおそれのある行為 

 児童買春・ポルノ、無修正ビデオ動画のダウン

ロードサイト等へのリンク掲載 

 運営会社の許諾を得ない売買行為、オークショ

ン行為、金銭支払やその他の類似行為 

 運営会社の許諾を得ない商品の広告、宣伝を目

的としたプロフィール内容の公開、その他スパ

ムメール、チェーンメール等の勧誘を目的とす

る行為 

 他人の名義、その他会社等の組織名を名乗るこ

と等による、なりすまし行為 

 

 

 公序良俗、一般常識に反する行為 

 その他上記に準じる行為及び運営会社が提示

するガイドライン等において禁止される行為 

(２)その他、本利用規約において別段の定めの無い事項

については、運営会社は「niconico」の利用について定

めた利用規約の規定を適用して本サービスの運営を行

うものとします。 

 

４．運営会社の対応 

(１)配信者による禁止事項に該当する行為を確認した

場合、運営会社は自己の判断により配信者に対する事前

の告知なく生放送の停止、配信者が登録したアカウント

情報の削除、配信内容に関するテキスト情報の削除を含

めた対応を行います。また、運営会社が任意の理由に基

づき必要と判断した場合には、禁止事項に該当すること

が明確でない場合でも配信者に対する事前の告知なく

生放送の停止、配信者が登録したアカウント情報の削

除、配信内容に関するテキスト情報の削除、その他の対

応を行うことがあり、配信者はこれに同意します。配信

者は、運営会社による生放送の停止、配信者が登録した

アカウント情報の削除、配信内容に関するテキスト情報

の削除を含めた全ての対応について、運営会社に対して

異議を唱えないことに同意します。 

(２)法令に基づく場合、人の生命・身体又は財産の保護

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



のために必要がある場合、公衆衛生の向上又は児童の健

全な育成の推進のために必要がある場合、国の機関若し

くは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定

める事務を遂行することに対して協力する必要があっ

て本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障

を及ぼすおそれがあるとき、第三者の権利を侵害してい

る行為に対するクレームに対応するために必要と運営

会社が判断した場合、その他本サービスの運営上必要で

あると運営会社が判断した場合、運営会社は利用者が本

サービスの利用に際して行った全ての行為に関して、当

該行為の記録（本サービスのサーバから生放送された映

像情報、音声情報等を含みます）並びに当該行為を行っ

た利用者に関する全ての情報（当該利用者の個人情報、

アカウント登録に関連する全ての情報、その他利用者に

よる本サービスの利用に関する全ての情報、運営会社が

確認したＩＰアドレス及びタイムスタンプ等ネットワ

ーク上の全ての情報を含みます）を保存・開示・提供す

ることができるものとし、利用者はこれに同意します。 

 

５．生放送の実施と時間延長について 

(１)配信者が本サービスを利用して生放送を実施する

際、通常、一度の配信につき生放送を開始してから３０

分間にわたり配信することができます。 

(２)運営会社のサーバ状況が実施中の生放送を引き続

き時間延長して配信できるときには、配信者に対して、

実施している生放送を時間延長するか否かについて選

択を要求する画面表示がなされます。配信者は所定の

「ニコニコポイント」または運営会社が配布する「チケ

ット」（以下、「チケット」といいます）を消費すること

によって、実施中の生放送を時間延長することができま

す。配信者が生放送の時間延長をしなかった場合には、

実施中の生放送は時間延長されずに終了となります。延

長時間及び必要な「ニコニコポイント」はサービス画面

上に表示されます。 

 

(３)実施中の生放送を時間延長できるか否かのサーバ

の使用状況判定は、生放送が開始されてから所定の時間

毎に行われ、時間延長できる場合には時間延長するか否

かの選択を要求する画面表がなされます。サーバの使用

状況によっては、時間延長をすることができず、配信者

に対して時間延長するか否かの選択要求が表示されな

い場合があります。配信者が時間延長を選択した場合で

も、一回の生放送で配信できる最長時間は生放送開始か

ら６時間までとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．生放送の実施と時間延長について 

(１)配信者が本サービスを利用して生放送を実施する

際、通常、一度の配信につき生放送を開始してから３０

分間にわたり配信することができます。 

(２)運営会社のサーバ状況が実施中の生放送を引き続

き時間延長して配信できるときには、配信者に対して、

実施している生放送を時間延長するか否かについて選

択を要求する画面表示がなされます。配信者は所定の

「ニコニコポイント」または運営会社が配布する「チケ

ット」（以下、「チケット」といいます）を消費すること

によって、実施中の生放送を時間延長することができま

す（一部の端末はチケットを利用できません）。配信者

が生放送の時間延長をしなかった場合には、実施中の生

放送は時間延長されずに終了となります。延長時間及び

必要な「ニコニコポイント」はサービス画面上に表示さ

れます。 

(３)実施中の生放送を時間延長できるか否かのサーバ

の使用状況判定は、生放送が開始されてから所定の時間

毎に行われ、時間延長できる場合には時間延長するか否

かの選択を要求する画面表がなされます。サーバの使用

状況によっては、時間延長をすることができず、配信者

に対して時間延長するか否かの選択要求が表示されな

い場合があります。配信者が時間延長を選択した場合で

も、一回の生放送で配信できる最長時間は生放送開始か

ら６時間までとします。 



 

 

(４)配信者の選択によって生放送の時間延長に関する

手続きが完了した場合、当該時間延長手続きはいかなる

理由でもキャンセルすることはできません。 

 

６．予約機能の利用について 

(１)利用者は、本サービスで提供される予約機能を利用

することによって、生放送を行うために必要な運営会社

のサーバ設備の使用を事前に予約することができます。

生放送の予約は、３０分を一単位として、生放送の実施

時間を選択することによって行うことができます。利用

者は、一回の予約にあたり、生放送開始予定時間から最

長６時間までを予約することができます。また、生放送

開始時間前に限り、予約をキャンセルすることができま

す。 

(２)利用者はサービス画面上に表示される所定の「ニコ

ニコポイント」を消費することによって、生放送を予約

することができます。利用者の操作によって生放送の予

約手続が完了した場合、予約をキャンセルした場合であ

っても、消費した「ニコニコポイント」及び「チケット」

は返還されません。 

 

 

 

 

７．視聴者の禁止事項 

利用者が視聴者として本サービスを利用する場合、本サ

ービスにおける禁止事項及び運営会社の対応は

「niconico 利用規約」の規定が適用されるものとしま

す。 

 

８．消費済ポイント・チケットの返還 

(１)運営会社は、配信者が生放送の時間延長手続を完了

したにもかかわらず当該時間延長が全部または一部の

時間にわたって実施不可能だったとき、その原因が運営

会社の管理する生放送のためのサーバの不具合やサー

バメンテナンスであった場合には、生放送の時間延長の

ために「ニコニコポイント」及び「チケット」を消費し

た配信者に対して、当該時間延長について消費した「ニ

コニコポイント」及び「チケット」を返還するものとし

ます。 

(２)運営会社は、利用者が生放送を予約したにもかかわ

らず予約した生放送が全部または一部の時間にわたっ

(４)生放送を行うコミュニティレベルによる割引特典

は、PCからの利用に限り付与されます。 

(５)配信者の選択によって生放送の時間延長に関する

手続きが完了した場合、当該時間延長手続きはいかなる

理由でもキャンセルすることはできません。 

 

６．予約機能の利用について 

(１)利用者は、本サービスで提供される予約機能を利用

することによって、生放送を行うために必要な運営会社

のサーバ設備の使用を事前に予約することができます。

生放送の予約は、３０分を一単位として、生放送の実施

時間を選択することによって行うことができます。利用

者は、一回の予約にあたり、生放送開始予定時間から最

長６時間までを予約することができます。また、生放送

開始時間前に限り、予約をキャンセルすることができま

す。 

(２)利用者はサービス画面上に表示される所定の「ニコ

ニコポイント」を消費することによって、生放送を予約

することができます。利用者の操作によって生放送の予

約手続が完了した場合、予約をキャンセルした場合であ

っても、第8条第1項及び第 2項並びに法律の要件を満

たす場合を除き、消費した「ニコニコポイント」及び「チ

ケット」は返還されません。 

（３）前二項による予約機能は、PC からのみ利用でき

ます。その他の端末は、予約機能を利用できません。 

 

７．視聴者の禁止事項 

利用者が視聴者として本サービスを利用する場合、本サ

ービスにおける禁止事項及び運営会社の対応は

niconico利用規約の規定が適用されるものとします。 

 

 

８．消費済ポイント・チケットの返還 

(１)運営会社は、配信者が生放送の時間延長手続を完了

したにもかかわらず当該時間延長が全部または一部の

時間にわたって実施不可能だったとき、その原因が運営

会社の管理する生放送のためのサーバの不具合やサー

バメンテナンスであった場合には、生放送の時間延長の

ために「ニコニコポイント」及び「チケット」を消費し

た配信者に対して、当該時間延長について消費した「ニ

コニコポイント」及び「チケット」を返還するものとし

ます。 

(２)運営会社は、利用者が生放送を予約したにもかかわ

らず予約した生放送が全部または一部の時間にわたっ



て実施不可能だったとき、その原因が運営会社の管理す

る生放送のためのサーバの不具合やサーバメンテナン

スであった場合には、生放送の予約のために「ニコニコ

ポイント」及び「チケット」を消費した利用者に対して、

当該予約について消費した「ニコニコポイント」及び「チ

ケット」を返還するものとします。 

 

９．免責規定 

(１)運営会社は、前条に規定される消費済ポイント及び

チケットの返還対応を除いて、利用者が本サービスを利

用したこと又は利用できないことを理由として引き起

こされた損害について、直接的又は間接的な損害を問わ

ず、一切の責任を負わないものとします。本利用規約の

いずれかに利用者が違反した場合も、利用者は運営会社

に対しての主張、訴訟その他全ての法的措置から運営会

社を免責するものとします。本サービスの利用により発

生した通信料について、利用者に争いが生じた場合も運

営会社は免責されるものとします。 

(２)本サービスの利用については、別途「ニコニコ生放

送」サイト上に表示する推奨環境以外の環境からの利用

の動作保証をするものではなく、また、推奨環境からの

利用についても動作保証を行うものではありません。利

用者の使用する機器及び通信環境等によって、提供サー

ビスの不具合や使用する機器に不具合を及ぼす可能性

があります。また、停電や通信回線の異常、天変地異な

どの不可抗力、その他運営会社の責によらない事由を原

因として、サービス提供の一部又は全部が休止する場合

があります。利用者は本サービスの利用に際して、これ

らの可能性があることを十分に認識し、これらの場合に

ついて運営会社が一切免責されることに同意するもの

とします。 

 

１０．本サービス及び利用規約の変更 

本利用規約は運営会社の判断により、事前の予告なく任

意に変更できるものとします。運営会社は本サービスの

提供について、事前の予告なく任意の理由で提供サービ

ス内容の変更及びサービス提供を中断・停止する場合が

あります。 

 

 

 

 

 

 

て実施不可能だったとき、その原因が運営会社の管理す

る生放送のためのサーバの不具合やサーバメンテナン

スであった場合には、生放送の予約のために「ニコニコ

ポイント」及び「チケット」を消費した利用者に対して、

当該予約について消費した「ニコニコポイント」及び「チ

ケット」を返還するものとします。 

 

９．免責規定 

(１)利用者は自己の判断と責任において本サービスを

利用するものとし、運営会社は、前条に規定される消費

済「ニコニコポイント」及び「チケット」の返還対応を

除いて、利用者が本サービスを利用したこと又は利用で

きないことを理由として引き起こされた損害について、

直接的又は間接的な損害を問わず、一切の責任を負わな

いものとします。 ただし、損害の発生の直接の原因と

なる事由が、運営会社の重過失に起因する場合には、こ

の限りではありません。 

 

(２)本サービスの利用については、別途「ニコニコ生放

送」サイト上に表示する推奨環境以外の環境からの利用

の動作保証をするものではなく、また、推奨環境からの

利用についても動作保証を行うものではありません。利

用者の使用する機器及び通信環境等によって、提供サー

ビスの不具合や使用する機器に不具合を及ぼす可能性

があります。また、停電や通信回線の異常、天変地異な

どの不可抗力、その他運営会社の責によらない事由を原

因として、サービス提供の一部又は全部が休止する場合

があります。利用者は本サービスの利用に際して、これ

らの可能性があることを十分に認識し、これらの場合に

ついて運営会社が一切免責されることに同意するもの

とします。 

 

１０．本サービスの変更等 

（１）運営会社は、運営会社の都合により、本サービス

の内容を変更し又は提供を終了することができます。運

営会社が本サービスの提供を終了する場合、運営会社は

利用者に対して、本サービスのウェブサイト上において

事前に通知するものとします。 

（２）運営会社は、前項により変更又は終了したことに

起因して利用者が損害を被ったとしても一切責任を負

いません。 

 

１１．本利用規約の変更等 

運営会社は、本利用規約を変更することができるものと



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１．管轄裁判所 

本利用規約は日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を第

一審の専属管轄裁判所とします。本利用規約の表示は全

て日本語により表示され、日本語のみにより解釈されま

す。他の言語による翻訳は、利用者の便宜のためにのみ

提供されるものに過ぎず、本利用規約の解釈に際して参

照されることはありません。 

 

 

します。運営会社は、本利用規約を変更する場合、変更

内容を本サービスのウェブサイト上に掲載する方法に

より利用者に通知するものとし、当該変更通知後、利用

者が本サービスを利用したことをもって、変更後の利用

条件に同意したものとみなします。 

 

１２．分離性 

本利用規約に定める条項の一部が無効とされた場合で

あっても、他の条項の有効性に影響を与えないものとし

ます。この場合、当該無効とされた条項は、当初に意図

された経済的目的が可能な限り達成できる有効な条項

に当然に置き換えられるものとし、利用者はこれを予め

承諾するものとします。 

 

１３．本利用規約の地位の譲渡等 

（１）利用者は、運営会社の書面による事前の承諾なく、

本利用規約上の地位又は本利用規約に基づく権利もし

くは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、

その他の処分をすることができません。 

（２）運営会社は本サービスにかかる事業の全部又は一

部を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い本利

用規約上の地位、本利用規約に基づく運営会社の権利

（第3条第１項のライセンスも含みます）及び義務並び

に利用者のアカウントその他の情報等を当該事業譲渡

の譲受人に譲渡することができるものとし、利用者は、

かかる譲渡につき本項において予め同意したものとし

ます。なお、本項にかかる事業譲渡は、通常の事業譲渡

のみならず、会社分割その他の事業が移転するあらゆる

場合を含みます。 

 

１４．管轄裁判所 

本利用規約は日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を第

一審の専属管轄裁判所とします。本利用規約の表示は全

て日本語により表示され、日本語のみにより解釈されま

す。他の言語による翻訳は、利用者の便宜のためにのみ

提供されるものに過ぎず、本利用規約の解釈に際して参

照されることはありません。 

 


