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inTEAM サービス利用規約 

最終更新日：2021 年 10 月 13 日 

 

inTEAM サービス利用規約（以下「本規約」といいます）は、フレンズ株式会社（以下「当社」といいま

す）が提供する多言語コミュニケーションアプリ「inTEAM」について、その利用条件を定めるものです。 

 

第１条（用語の定義） 

本規約における主な用語の定義は、以下のとおりとします。 

① 本アプリ：当社が提供する多言語コミュニケーションアプリ「inTEAM」をいい、iPhone 版アプリケ

ーション及び Android 版アプリケーション（以下「モバイルアプリ」といいます）並びに Web アプリ

ケーション（以下「Web アプリ」といいます）の全てを含みます。 

② 利用契約：本規約に基づき、当社とユーザーとの間で締結された本アプリの利用に関する契約

をいいます。 

③ ユーザー：第４条に基づきユーザー登録を行い、当社との間で利用契約が成立した個人又は

団体をいいます。 

④ アカウント：当社がユーザーに対して発行する本アプリの利用資格をいいます。 

⑤ ユーザー登録希望者：ユーザーとなることを希望する個人又は団体をいいます。 

⑥ 個人ユーザー：個人としてアカウントを付与されたユーザーをいいます。 

⑦ 団体ユーザー：団体における複数の構成員にアカウントを付与されたユーザーをいいます。 

⑧ 団体管理者：団体ユーザーとして複数の構成員で本アプリを利用するため、各構成員へのアカ

ウント付与手続きを取りまとめる管理者をいいます。 

⑨ チャット：ユーザー同士が本アプリを通じて行うメッセージ（以下「チャットメッセージ」といいます）

又はチャットメッセージに付随する当社所定の形式及び容量に基づく添付ファイル（以下「添付フ

ァイル」といいます）のやり取りをいいます。 

⑩ チャット当事者：チャットを行うことについて相互に承認をし合ったユーザー同士をいいます。 

⑪ チャット情報：ユーザーが本アプリを通じて送信を行った全てのチャットメッセージ及び添付ファイル

をいいます。 

⑫ プライバシーポリシー：当社が別途定める個人情報の取扱い方針をいいます。 

 

第２条（本規約） 

1 本規約は、当社とユーザーとの間の一切に適用されるものとし、本規約への不同意者は、本アプリを

一切利用することができないものとします。 

2 当社が本アプリにおいて、利用方法、注意事項、ガイドライン、FAQ、その他の規律を定めた場合、

かかる規律は、本規約の一部を構成するものとします。 

3 当社は、本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場合、当社はあらかじめユーザーに

対し、本規約の変更内容及び効力発生時期を通知するものとします。ただし、当該変更内容がユ
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ーザーにとって不利益でない場合は、当社は、即時に本規約を改定し、事後的に公表する対応に

変えることができるものとします。 

 

第３条（本アプリ） 

1 当社は、本アプリにおいて、以下の機能を提供するものとします。 

① チャット当事者におけるチャット機能 

② チャット当事者における添付ファイルの受け渡し機能 

③ チャットメッセージをリアルタイムで翻訳し、表示する機能 

④ チャット情報を当社所定の期間表示する機能 

⑤ その他当社が随時実装する機能 

2 当社は、前項に定めた本アプリの機能の詳細については、本アプリ内に表示するものとし、常に当社

が本アプリ内に表示した最新の情報が優先されるものとします。 

3 当社は、いつでも本アプリの機能の全部又は一部を変更又は廃止できるものとします。当社は、本

アプリの機能の変更を行った際は、本アプリを通じて公表するものとし、公表後にユーザーが本アプリ

を利用した場合は、変更に同意したものとみなします。 

4 ユーザーは、自らの責任と費用に基づき、使用機器、インターネット環境、セキュリティ対策等、本ア

プリの利用に必要な準備を行うものとします。 

 

第４条（ユーザー登録） 

1 ユーザー登録希望者は、モバイルアプリをダウンロードし、又は、Web アプリにアクセスを行い、本規

約及びプライバシーポリシーを承諾のうえ、本アプリのユーザー登録を行うものとします。なお、未成年

者等の制限行為能力者のユーザー登録希望者は、あらかじめ親権者その他の法定代理人の同意

を得るものとします。 

2 個人ユーザーとしてのユーザー登録希望者は、ユーザー登録にあたり、本アプリに以下を登録するも

のとします。 

① アプリ上の表示名（本アプリの制約の範囲で自由設定） 

② ログイン ID（本アプリの制約の範囲で自由設定） 

③ パスワード 

④ 母国語 

⑤ メールアドレス 

⑥ 自己紹介（任意） 

⑦ その他当社が定める事項 

3 団体管理者は、団体ユーザー登録にあたり、本アプリに以下を登録するほか、対象となる構成員に

対して本アプリに前項に定めた個人ユーザーとしての登録をさせるものとします。団体管理者は、当

該構成員に対して個人ユーザーとして本規約を遵守させる義務を負うものとし、当該構成員と連帯

して本規約上の義務と責任を負うものとします。 

① 団体名（法人の場合は法人名） 
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② 団体のウェブサイトがある場合、当該サイトの URL 

③ 団体管理者氏名 

④ 団体管理者メールアドレス 

⑤ 団体電話番号 

⑥ その他当社が定める事項 

 

第５条（アカウントの発行） 

1 当社がユーザー登録希望者によるユーザー登録を承認した場合、利用契約が成立し、当該ユーザ

ー登録希望者に対して、アカウントが発行されるものとします。 

2 当社は、ユーザー登録希望者が以下に該当すると判断した場合、アカウントを発行しないことがあり

ます。この場合、当社は、その理由を開示する義務を負わないものとします。 

① ユーザー登録希望者が過去に本規約に違反した事実がある場合 

② 申請内容に虚偽が認められた場合 

③ 本規約に定めた反社会的勢力に抵触するおそれがある場合 

④ その他、ユーザーとしての適性を欠くと当社が判断した場合 

3 ユーザーは、ログイン ID 及びパスワードを厳格に管理するものとし、ユーザー以外の第三者に貸与、

譲渡、名義変更、担保設定等の処分をしてはなりません。ユーザーの故意又は過失によるログイン

ID 及びパスワードの第三者利用の結果として生じた損害については、全てユーザーの責任であるも

のとし、当社は、責任を負わないものとします。 

4 ユーザーは、当社所定の方法でアカウントを削除することにより、いつでも本アプリの利用を終了する

ことができるものとします。 

5 利用契約の期間は、アカウントの発行から、ユーザー又は当社が当該アカウントを削除した時までと

します。 

 

第６条 (変更手続き) 

ユーザーは、本アプリへの登録情報に変更がある場合、遅滞なく当社の定めた変更手続きをしなけれ

ばならないものとします。 

 

第７条（利用料金） 

1 ユーザーは、本アプリを無料で利用することができるものとします。 

2 前項に関わらず、当社が本アプリにおいて有料の機能を実装した場合、当該有料機能を利用する

ユーザーは、当社の定める利用料金を当社の定める方法で支払うものとします。 

 

第８条 (本アプリの停止等) 

1 当社は、ユーザーが本規約の一つにでも違反するおそれを認めた場合、予告なく当該ユーザーに対

する本アプリの提供を停止することができるものとします。 

2 当社は、以下の各号いずれかに該当する場合、予告なく、本アプリの全部又は一部の提供を中断
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することができるものとします。 

① 当社の指定するサービスやシステムに障害が発生した場合 

② 当社の指定するサービスやシステムの提供者が緊急でコンピュータシステムの点検、保守を行う

場合 

③ 停電、サーバー故障等が発生した場合 

④ コンピュータ、通信回線等に不良がある場合 

⑤ 地震、落雷、火災等の不可抗力による場合 

⑥ 当社の休業による場合 

⑦ その他当社が必要と判断した場合 

3 当社は、第１項及び第２項によって、ユーザーが本アプリを利用できなかったことに関する損害、作

業が中断し又はデータが失われたことに関する損害、本アプリを利用することによって得られたであろ

う逸失利益など、本アプリの利用に際して発生した損害や損失については、直接又は間接に発生し

たか否かを問わず、一切の責任を負わないものとし、ユーザーはこれを承諾するものとします。 

4 当社は、第１項によって当社に生じた損害について、ユーザー及びユーザーであった者に対して請求

することができるものとします。 

 

第９条（譲渡） 

1 ユーザーは、本アプリのユーザーとしての地位を第三者に譲渡、貸与できないものとします。 

2 当社は、本アプリの事業を第三者に譲渡した場合には、本規約に基づく契約上の地位、ユーザー

情報その他の情報を譲受人に譲渡することができるものとし、ユーザーは、あらかじめ異議なく承諾し

たものとします。 

 

第 10 条（禁止事項） 

ユーザーは、本アプリの利用に際して、故意又は過失の有無にかかわらず、自ら、又は第三者を利用

して、以下各号に該当する行為及びそのおそれのある行為を行ってはならないものとします。 

① 無断で当社又は第三者の著作物やその複製物を送信する行為 

② 無断で当社又は第三者のプライバシーや企業秘密に属する事項を送信する行為 

③ 当社又は第三者に不利益や損害を与える行為 

④ 第三者の人権を侵害する行為又は公序良俗に反する行為 

⑤ 詐欺や脅迫など犯罪行為に関して本アプリを利用する行為 

⑥ 当社のシステムやサーバに極度の負荷をかけるような行為 

⑦ 本アプリを不正に操作する行為、本アプリの不具合を利用する行為、質問を必要以上に繰り返

す行為、当社に対し不当な要求をする行為、その他当社又は本アプリの運営を妨害する行為 

⑧ 当社又は本アプリの信用を毀損する行為 

⑨ 当社に対して虚偽の申告、届出を行う行為 

⑩ 本アプリを通じてコンピュータウィルス等の有害プログラムを使用、提供する行為 

⑪ 本アプリを通じて違法ソフトウェア等を転送、共有する行為 
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⑫ 法令又は公序良俗に反する行為 

⑬ ログイン ID 及びパスワードを第三者に入力させて本アプリを利用させる行為 

⑭ 本アプリに対してリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブラ等をする行為 

⑮ 本アプリを複製、変更、サブライセンス、再販、貸与等をする行為 

⑯ 他ユーザーに対して、無差別又は迷惑なチャット申請やグループ追加等をする行為 

⑰ 改造デバイスを使って、本アプリを利用する行為 

⑱ その他、当社が不適当であると判断する行為 

 

第 11 条（利用契約の解除） 

当社は、ユーザーが以下に該当すると判断した場合、事前にユーザーに通知することなく、当然に当該

利用契約を解除し、アカウントを削除することができるものとします。 

① 本規約に違反した場合 

② 前条の禁止事項に抵触した場合 

③ 信用不安が生じた場合 

④ 本規約に定める反社会的勢力に該当するおそれがある場合 

⑤ 当社所定の期間を超えて本アプリを利用していない場合 

⑥ その他利用契約を継続することが不適切な場合 

 

第 12 条（チャット情報の取扱い） 

1 本アプリには、ユーザーがチャット情報をエクスポート又はバックアップ等を行う機能は備わっておりませ

ん。したがって、ユーザーは、重要と判断するチャット情報については、適宜スクリーンショットを保存す

る等、自らの責任において保存等を行うものとし、当社は、ユーザーが当該保存等を怠ったことにより

被った不利益について一切責任を負わないものとします。 

2 当社は、当社所定の期間を超えてチャット情報を本アプリ内に表示し、又は、これを保存する義務

を負わないものとし、本アプリの仕様に基づき削除されたデータの復旧について、いかなる責任も負わ

ないものとします。 

3 当社は、チャット情報を秘密情報として取扱い、第三者への開示及び本アプリの提供以外の目的

で利用することはしないものとします。ただし、以下の場合は例外とします。 

① 捜査機関、裁判所、行政機関からの適法な開示要求があるとき 

② 法令に基づく開示の義務を負うとき 

③ ユーザー又は第三者の生命、身体、財産の保護のため緊急の必要があるとき 

④ 本アプリのメンテナンスのため緊急の必要があるとき 

⑤ その他上記各号に準じる必要性があるとき 

 

第 13 条 (免責・責任制限)  

1 ユーザー間における本アプリを通じて発生した問題は、全てチャット当事者間で解決するものとし、当

社は、チャット当事者間又はユーザーと第三者との間に生じたクレーム、トラブル、紛争その他につい
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ては、いかなる責任も負わないものとします。 

2 当社は、本アプリにおけるチャット情報の翻訳結果の正確性について、いかなる保証もせず、いかな

る責任も負わないものとします。 

3 当社は、ユーザーが本サービスに登録した全ての情報に関して、その真実性、合法性、安全性及び

ユーザーへの期待への適合性等について、いかなる保証もせず、いかなる責任も負わないものとしま

す。 

4 当社は、当社が一般的なサービス業者として措置する程度のセキュリティ策を実施している場合に

おいて、なお回避が困難なウィルスやマルウェア等によってユーザーに損害が生じたとしても、いかなる

責任も負わないものとします。 

5 当社は、ユーザーの機器や通信回線等の障害、エラー、バグの発生等についていかなる責任も負わ

ず、かかる状況等によりユーザー又は第三者に生じた損害について、いかなる責任も負わないものと

します。 

6 当社は、ユーザーが URL 等を書き込んだ結果、他のユーザーが当該 URL のリンク先で被った損害

について、いかなる責任も負わないものとします。 

7 本規約に定めた当社を免責する規定は、当社に故意又は重過失が存する場合には適用しません。

また、本規約のいずれかの条項の一部が民法、消費者契約法その他の法令により無効、取消、又

は差し止めとなった場合であっても、残部は継続して完全に効力を有するものとします。 

 

第 14 条（権利の帰属等） 

1 本アプリに関する一切の著作権、商標権、その他一切の知的財産権は、当社又は当社に使用許

諾した権利者に帰属するものとします。 

2 当社は、本規約に基づき、ユーザーに対して本アプリの使用を許諾しますが、いかなる知的財産権

の譲渡も行いません。このため、ユーザーは、本アプリの一部又は全部について、複製、改変、二次

的創作ができないことはもとより、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、又は逆アセンブラ、その他

本アプリを解析しようと試みてはならないものとします。 

3 ユーザーは、当社に対して、チャットメッセージを翻訳する権利を許諾するものとします。 

4 前項の他、当社は、ユーザーに本アプリの提供のために必要な範囲に限って、チャット情報を複製、

翻案、自動公衆送信、その他の利用を行うことができるものとします。 

 

第 15 条（連絡） 

1 当社からユーザーへの連絡は、当社が適当と判断する連絡方法によって行うものとします。 

2 ユーザーから当社への連絡は、本アプリ上に当社が設置した連絡方法によるものとし、当社は、かか

る手段以外の方法によるユーザーからの連絡に対しては、対応する義務を負わないものとします。 

 

第 16 条（個人情報の取り扱い） 

当社は、ユーザーの個人情報について、プライバシーポリシーに基づき取り扱うものとします。 
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第 17 条（秘密保持） 

ユーザーは、本アプリに関連して当社がユーザーに対して秘密に扱うことを指定して開示した情報につい

て、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、開示目的以外に利用せず、また、第三者に開

示しないものとします。 

 

第 18 条（反社会的勢力排除） 

1 ユーザー又はユーザー登録希望者は、自らが暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係

企業、総会屋等社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者(以下これらを

「反社会的勢力」といいます）に該当しないこと、及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します。 

① 反社会的勢力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 反社会的勢力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又は第三者に損害を加える目的をもっ

てするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること 

④ 反社会的勢力に資金等を提供し、又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 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を

有すること 

2 ユーザー又はユーザー登録希望者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する

行為を行わないことを確約します。 

① 暴力的な要求行為 

② 法的な責任を超えた不当な要求行為 

③ 取引に関して、脅迫的な言辞又は暴力を用いる行為 

④ 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は業務を妨害する行

為 

 

第 19 条（協議） 

本規約に定めのない事項、又は本規約の条項の解釈に疑義が生じた事項については、誠意をもって

協議し解決をはかるものとします。 

 

第 20 条 (準拠法及び管轄合意) 

本規約は、日本法に基づき解釈されるものとします。ユーザーと当社の間で生じた一切の紛争について

は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし

ます。 

以上 
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inTEAM Terms of Service (English Ver) 

Last updated: October 13, 2021 

If this English version of “inTEAM Terms of Service” does not conform to Japanese 

version, the Japanese version shall prevail. 

 

The inTEAM Service Terms of Use (hereinafter referred to as the "Terms") 

stipulate the terms of use for the multilingual communication app "inTEAM" 

provided by Friends CORP. (hereinafter referred to as the "Company"). 

 

Article 1 (Definition of terms) 

The definitions of the main terms in this agreement are as follows. 

(1) This application: The multilingual communication application "inTEAM" 

provided by our company, all of the iPhone version application, Android version 

application (hereinafter referred to as "mobile application") and Web application 

(hereinafter referred to as "Web application"). Includes. 

(2) Usage contract: A contract regarding the use of this application concluded 

between the Company and the user based on this agreement. 

(3) User: An individual or group that has registered as a user based on Article 4 

and has a usage contract with the Company. 

(4) Account: Refers to the usage qualification of this application issued by the 

Company to the user. 

(5) User registration applicant: An individual or group who wishes to become a 

user. 

(6) Individual user: A user who has been given an account as an individual. 

(7) Group user: A user who has been given an account to multiple members of a 

group. 

(8) Group administrator: An administrator who manages the account granting 

procedure for each member in order to use this application with multiple members 

as a group user. 

(9) Chat: Exchange of messages (hereinafter referred to as “chat messages”) 

between users through this application or attached files (hereinafter referred to as 

“attached files”) based on the format and capacity specified by the Company 

attached to the chat messages. Says. 

(10) Chat parties: Users who mutually approve each other to chat. 

(11) Chat information: All chat messages and attachments sent by the user 

through this application. 
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(12)Privacy policy: This is the personal information handling policy separately set 

by the Company. 

 

Article 2 (Terms) 

1 This agreement shall be applied to all between our company and the user, and 

those who disagree with this agreement shall not be able to use this application at 

all. 

2 If we have established usage, precautions, guidelines, FAQs, and other 

disciplines in this application, such disciplines shall form part of this agreement. 

3 Our company shall be able to change this agreement. When changing this 

agreement, we shall notify the user in advance of the content of the change and 

the effective time of this agreement. However, if the change is not 

disadvantageous to the user, we may immediately revise this agreement and 

change it to a response that will be announced after the fact. 

 

Article 3 (this application) 

1 Our company shall provide the following functions in this application. 

(1) Chat function for chat parties 

(2) Attachment delivery function for chat parties 

(3) A function to translate and display chat messages in real time 

(4) Function to display chat information for a period specified by our company 

(5) Other functions that we implement at any time 

2 The Company shall display the details of the functions of this application 

specified in the preceding paragraph in this application, and the latest information 

displayed in this application by our company shall always take precedence. 

3 The Company shall be able to change or abolish all or part of the functions of 

this application at any time. When we change the function of this application, we 

will announce it through this application, and if the user uses this application after 

the announcement, we will consider that we have agreed to the change. 

4 The user shall make necessary preparations for using this application, such as 

the equipment used, the Internet environment, security measures, etc., based on 

his / her own responsibility and expense. 

 

Article 4 (User registration) 

1 Those who wish to register as a user shall download the mobile application or 

access the web application, and after accepting this agreement and privacy policy, 

register as a user of this application. In addition, those who wish to register as a 
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user of persons with restricted ability such as minors shall obtain the consent of 

the parent or guardian or other legal representative in advance. 

2 Applicants who wish to register as individual users shall register the following in 

this application when registering as a user. 

(1) Display name on the app (free setting within the limits of this app) 

(2) Login ID (free setting within the limits of this application) 

(3) Password 

(4) Native language 

(5) Email address 

(6) Self-introduction (optional) 

(7) Other matters specified by our company 

3 In addition to registering the following in this application when registering as a 

group user, the group administrator shall have the target members register in this 

application as individual users specified in the preceding paragraph. The group 

manager shall be obliged to make the member comply with this agreement as an 

individual user, and shall bear the obligation and responsibility under this 

agreement in solidarity with the member. 

(1) Group name (in the case of a corporation, the corporate name) 

(2) If there is a website of the organization, the URL of the website 

(3) Group manager name 

(4) Group administrator email address 

(5) Group phone number 

(6) Other matters specified by the Company 

 

Article 5 (Issuing an account) 

1 If the Company approves the user registration by the user registration applicant, 

the usage contract will be established and an account will be issued to the user 

registration applicant. 

2 The Company may not issue an account if it is determined that the user 

registration applicant falls under any of the following. In this case, we shall not be 

obliged to disclose the reason. 

(1) When there is a fact that the user registration applicant has violated this 

agreement in the past 

(2) When false information is found in the application contents 

(3) When there is a risk of conflicting with the antisocial forces stipulated in this 

agreement 

(4) In addition, when we judge that it lacks suitability as a user 
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(5) The user shall strictly manage the login ID and password, and shall not lend, 

transfer, change the name, set collateral, etc. to a third party other than the user. 

The user shall be responsible for any damages caused as a result of the user's 

intentional or negligent use of the login ID and password by a third party, and the 

Company shall not be liable. 

4 The user shall be able to terminate the use of this application at any time by 

deleting the account by the method prescribed by the Company. 

5 The term of the usage contract shall be from the issuance of the account to the 

time when the user or the Company deletes the account. 

 

Article 6 (Change procedure) 

If there is a change in the registration information for this application, the user 

shall follow the change procedure specified by the Company without delay. 

 

Article 7 (Usage fee) 

1 User shall be able to use this application for free. 

2 Notwithstanding the preceding paragraph, if the Company implements a paid 

function in this application, the user who uses the paid function shall pay the 

usage fee specified by the Company by the method specified by the Company. 

 

Article 8 (Stopping this application, etc.) 

1 The Company shall be able to suspend the provision of this application to the 

user without prior notice if the user acknowledges that there is a risk of violating 

even one of these terms. 

2 The Company shall be able to suspend the provision of all or part of this 

application without prior notice if any of the following items apply. 

(1) When a failure occurs in the service or system specified by our company 

(2) When the provider of the service or system designated by our company 

urgently inspects and maintains the computer system. 

(3) When a power outage or server failure occurs 

(4) When there is a defect in the computer, communication line, etc. 

(5) In case of force majeure such as earthquake, lightning strike, fire, etc. 

(6) When our company is closed 

(7) If we deem it necessary 

3 Our company was obtained by using this application, damages related to the 

user's inability to use this application, damages related to work interruption or 

data loss, according to paragraphs 1 and 2. We shall not be liable for any 
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damages or losses incurred when using this application, such as lost profits, 

regardless of whether they occurred directly or indirectly, and the user shall 

consent to this. increase. 

4 The Company shall be able to claim the damage caused to the Company by 

Paragraph 1 against the user and the person who was the user. 

 

Article 9 (transfer) 

1 The user shall not be able to transfer or lend the status as a user of this 

application to a third party. 

2 When the business of this application is transferred to a third party, the 

Company shall be able to transfer the contractual status, user information and 

other information based on this agreement to the transferee, and the user may 

object in advance. It is assumed that you have consented without. 

 

Article 10 (Prohibited matters) 

When using this application, the user shall not perform any of the following acts or 

any acts that may cause them, either intentionally or by mistake, or by using a 

third party. 

(1) The act of transmitting the copyrighted work of our company or a third party 

or its copy without permission 

(2) Acts of transmitting matters belonging to the privacy or corporate secrets of 

the Company or a third party without permission 

(3) Acts that cause disadvantage or damage to the Company or a third party 

(4) Acts that infringe the human rights of third parties or acts that violate public 

order and morals 

(5) Acts of using this application for criminal acts such as fraud and intimidation 

(6) Acts that place an extreme load on our systems and servers 

(7) Unauthorized operation of this application, use of defects in this application, 

repeated questions more than necessary, making unreasonable requests to our 

company, and other acts that interfere with the operation of our company or this 

application. 

(8) Acts that damage the credibility of our company or this application 

(9) Acts of making false declarations and notifications to the Company 

(10) Acts of using and providing harmful programs such as computer viruses 

through this application 

(11) Acts of transferring and sharing illegal software, etc. through this application 

(12) Acts that violate laws and regulations or public order and morals 
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(13) Act of having a third party enter the login ID and password to use this 

application 

(14) Reverse engineering, decompiling, disassembling, etc. for this application 

(15) Acts of copying, modifying, sublicensing, reselling, lending, etc. this 

application 

(16) Acts of indiscriminate or annoying chat applications or group additions to 

other users 

(17) Act of using this application using a modified device 

(18) Other acts that the Company deems inappropriate 

 

Article 11 (Cancellation of usage contract) 

If we determine that the user falls under any of the following, we can of course 

cancel the usage contract and delete the account without notifying the user in 

advance. 

(1) If you violate this agreement 

(2) If you violate the prohibited items in the previous article 

(3) When credit insecurity occurs 

(4) When there is a risk of falling under the antisocial forces stipulated in this 

agreement 

(5) If you have not used this application for more than the period specified by us 

(6) Other cases where it is inappropriate to continue the usage contract 

Article 12 (Handling of chat information) 

1 This application does not have a function for users to export or back up chat 

information. Therefore, the user shall save the chat information that he / she 

deems important at his / her own risk, such as saving screenshots as appropriate, 

and the Company suffers from the disadvantage caused by the user's failure to 

save the chat information. We do not take any responsibility for. 

2 The Company shall not be obliged to display or store chat information in this 

application beyond the period specified by the Company, and shall have any 

responsibility for the recovery of data deleted based on the specifications of this 

application. I shall not be liable for it. 

3 Our company treats chat information as confidential information and shall not 

use it for any purpose other than disclosure to third parties and provision of this 

application. However, the following cases are exceptions. 

(1) When there is a legal disclosure request from an investigative agency, court, 

or administrative agency 

(2) When obliged to disclose based on laws and regulations 
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(3) When there is an urgent need to protect the life, body, or property of the user 

or a third party 

(4) When there is an urgent need for maintenance of this application 

(5) When it is necessary to comply with each of the above items 

 

Article 13 (Disclaimer / Limitation of Liability) 

1 All problems that occur through this application between users shall be resolved 

between the chat parties, and the Company shall be responsible for any 

complaints, troubles, disputes, etc. that occur between the chat parties or 

between the user and a third party. We do not take any responsibility. 

2 Our company does not guarantee the accuracy of the translation result of the 

chat information in this application and does not take any responsibility. 

3 The Company does not guarantee the truth, legality, safety, conformity with the 

expectations of the user, etc. with respect to all the information registered by the 

user in this service, and does not take any responsibility. .. 

4 The Company shall not be liable for any damage caused to the user due to 

viruses or malware that are still difficult to avoid when the Company implements 

security measures to the extent that it takes measures as a general service 

provider. Suppose. 

5 The Company shall not be liable for any failure, error, bug, etc. of the user's 

equipment or communication line, and shall not be liable for any damage caused 

to the user or a third party due to such circumstances. .. 

6 The Company shall not be liable for any damages incurred by other users at the 

link destination of the URL as a result of the user writing the URL. 

7 The provisions stipulated in this agreement that exempt the Company from 

liability do not apply if the Company has intentional or gross negligence. In 

addition, even if a part of any provision of this agreement is invalidated, canceled 

or suspended by the Civil Code, Consumer Contract Law or other laws and 

regulations, the rest shall continue to be in full force and effect. increase. 

 

Article 14 (Attribution of rights, etc.) 

1 All copyrights, trademark rights, and all other intellectual property rights related 

to this application belong to the Company or the right holder who has licensed the 

Company. 

2 Based on this agreement, we license the user to use this application, but we do 

not transfer any intellectual property rights. For this reason, the user must not 

attempt to reverse engineer, decompile, disassemble, or otherwise analyze the 
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App, as well as not being able to copy, modify, or secondary create part or all of 

the App. Suppose. 

3 The user grants us the right to translate the chat message. 

4 In addition to the preceding paragraph, the Company shall be able to copy, 

adapt, automatically send to the public, and other uses of chat information only to 

the extent necessary to provide this application to the user. 

 

Article 15 (contact) 

1 We will contact the user by the contact method that we deem appropriate. 

2 The contact from the user to the Company shall be by the contact method set 

up by the Company on this application, and the Company shall not be obliged to 

respond to the contact from the user by any method other than such means. .. 

 

Article 16 (Handling of personal information) 

We will handle your personal information based on our privacy policy. 

 

Article 17 (Confidentiality) 

The user shall not use the information disclosed by the Company in connection 

with this application by designating it to be treated confidentially to the user, 

except for the purpose of disclosure, except with the prior written consent of the 

Company. , Will not be disclosed to third parties. 

 

Article 18 (Exclusion of antisocial forces) 

1 A user or a person who wishes to register as a user is a gangster, a gangster, a 

gangster associate member, a gangster affiliated company, a general assembly 

shop, etc. We state that it does not fall under any of the following items, and 

promise that it will not fall under any of the following items in the future. 

(1) Having a relationship in which antisocial forces are recognized as controlling 

management 

(2) Having a relationship in which antisocial forces are deemed to be substantially 

involved in management 

(3) Having a relationship that is recognized as unfairly using antisocial forces, such 

as for the purpose of gaining the wrongful profits of oneself, the company or a 

third party, or for the purpose of damaging a third party. 

(4) Having a relationship that is recognized as being involved in providing funds, 

etc., or providing convenience to antisocial forces 
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(5) Officers or persons who are substantially involved in management have a 

relationship that should be socially criticized with antisocial forces. 

2 The user or the person who wishes to register as a user promises not to 

perform any of the following acts by himself or by using a third party. 

(1) Violent demands 

(2) Unreasonable demands beyond legal responsibility 

(3) Acts that use threatening words or violence regarding transactions 

(4) Disseminating rumors and using counterfeiting or power to damage the 

credibility of the other party or interfere with business 

 

Article 19 (Consultation) 

Matters not stipulated in this agreement or matters that raise doubts about the 

interpretation of the provisions of this agreement shall be discussed in good faith 

and resolved. 

 

Article 20 (Governing law and jurisdiction agreement) 

This agreement shall be construed based on Japanese law. For all disputes arising 

between the user and the Company, the Tokyo District Court or the Tokyo 

Summary Court shall be the exclusive agreement jurisdictional court of the first 

instance, depending on the amount of the complaint. 


