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ビューティーナビ利用規約 

ビューティーナビ株式会社（以下「当社」といいます）は、その運営するウェブサイト「ビューテ

ィーナビ」（以下、「本サイト」といいます）の利用規約（以下、「本規約といいます」）を次のとお

り定めます。 

1. 総則 

(1) 用語の定義 

本規約における用語の定義は、次のとおりとします。 

① 「本サービス」：当社が本サイト上において美容室などの情報を提供することを主たる目

的とし運営する各種サービスの総称 

② 「契約者」：本規約に同意の上、当社が指定する必要な手続きを完了した申込者 

③ 「利用申込書等」：契約者となることを希望する申込者が、本規約に同意の上、当社に対

し個別の契約の申込を行う際に使用する当社所定の書面等 

④ 「利用契約」：当社が利用申込書等による申込に対し承諾することにより成立する本サ

ービス利用に係る個別の契約 

⑤ 「情報掲載領域」：契約者が本サイトにおいて契約者の情報を掲載するページ領域 

⑥ 「本データ」：契約者が情報掲載領域において掲載する自己の紹介文、メニュー、店舗

画像等の情報 

⑦ 「本サービス設備」：本サービスの運営のために当社が設置・運用するコンピュータ、電

気通信設備・回線、自動公衆送信装置、その他の機器ならびにソフトウェア等 

⑧ 「知的財産権」：著作権（著作権法第27条および第28条に定める権利を含みます）特許

権、実用新案権、商標権、意匠権その他知的財産権（それらの権利を取得しまたはそ

れらの権利につき登録などを出願する権利を含みます） 

(2) 本規約の範囲 

① 本規約は、本サイトの利用に関し、利用契約の内容を構成するものとして、契約者が本

サイトを利用する際に適用されます。 

② 当社が契約者に対して別途次の各号のものを定めた場合、これらも本規約の一部を構

成するものとします。 

a. プライバシーポリシー 

b. 利用申込書等 

c. 各種ガイドライン 

d. その他、名称の如何を問わず当社から契約者に対し個別に通知し、または本サイ

ト上に表示する本サービス利用上の決まり 

③ 当社は、契約者が本サイトに前項のいずれかに違反する表示があることを当社が確認

した場合、契約者に通知をすることなく当該部分の削除を行えるものとします。 

 

(3) 本規約の変更 

当社は契約者の事前の承諾を得ることなく本サイト上で掲載の方法により本規約を変更する

場合があります。この場合、当該変更後の本規約が本サイト上に掲載された時点をもって変

更後の本規約の効力が生じるものとします。なお、変更前の本規約の条件にて利用契約に

合意した契約者においても、変更後の本規約の条件に則り利用契約を継続することになりま

す。 

2. 利用契約 

(1) 期間 

① 本規約は、利用契約の有効期間中、契約者に対しその効力を有するものとします。 

② 利用契約の有効期間は、3(2)に定める利用契約成立の日から次項に定める其々の利

用期間の終了日までとします。ただし、利用期間終了日の 1 ヶ月前までに当社所定の

書面による契約終了の申し出が無い限り、本契約は自動的に更新されます。 

③ 契約者は 10(2)に定める本サービス開始日から本サービスを利用開始できるものとし、

その利用期間の終了日は、本サービスの各プランにより異なります。 

(2) 権利譲渡の禁止 

契約者は、如何なる事由によるを問わず、本サービスを受ける利用契約上の地位または利

用契約に基づく権利または義務を第三者に対して譲渡、名義変更、貸与、質権の設定、担

保提供、その他一切の処分をすることができません。 

3. 利用申込み 

(1) 利用申込み 

申込者は当社に対し、真実、正確かつ最新の情報を記載した利用申込書等により利用契約

の申込みを行います。 

(2) 利用契約の成立 

① 当社が、利用申込書等を受領した時点で当社と契約者間の利用契約が成立します。 

② 契約者は、利用契約成立後に利用契約の取消をすることはできません。 

(3) 申込の拒絶 

① 当社は、次の各号に該当する場合には、申込者による利用申込みを拒絶する場合があ

ります。 

a. 本サービスの提供などが困難であると当社が判断した場合 

b. 申込者が利用契約上の義務を果たすことができないおそれがあると当社が判断し

た場合 

c. 申込者が過去に本規約に違反したことなどにより当社から当該利用契約を解除す

るなどの処分を受けている場合 

d. 申込者が 5(1)に該当する行為を行ったことがある場合、または行うおそれがあると

当社が判断した場合 

e. 申込者の申込内容に虚偽の事項が含まれている場合 

f. 知的財産権、肖像権などを含む他人の権利を侵害するおそれのある場合 

g. マルチレベルマーケティング（いわゆる「マルチ商法」、特定商取引に関する法律

において禁止されている「連鎖販売取引」等）を行っている場合 

h. 法令に違反する商品またはサービスを取り扱っている場合 

i. 社会通念上、もしくは当社運営上の理由により本サイトを利用することが認められ

ないと当社が判断する場合 

j. 反社会的勢力の構成員（過去に構成員であった者を含みます）およびその関係

者であるか、またはそのおそれがあると当社が判断した場合 

k. その他利用申込みを承認することが不適当であると当社が判断した場合 

② 前項の規定により当社が本サービスの利用申込みを拒絶する場合、当社は、申込者に

対し書面もしくはそれに準ずる手段によりその旨を通知します。 

③ 前項の通知に対し、申込者は、異議を申し出ることまたはその理由の開示を要求するこ

とはできません。 

 

(4) 届出事項等 

① 契約者は、あらかじめ当社に届け出た利用申込書等記載の事項に変更が生じた場合

には、当社に対し速やかに届け出るものとします。 

② 契約者が前項の届出を怠ったことにより、当社、契約者、第三者に生じた損害について

は、当社は一切責任を負わず、契約者がその責に任ずるものとします。 

③ 契約者は、本サービスの申込みにあたり、次の事項を誓約します。 

a. 契約者が行っている美容業等に必要な許認可などを有効に得ていること。 

b. 本サイト上において、当社が別に定める掲載規程および関係業界団体等によるガ

イドライン等によって定められた表示等を行うこと。 

c. 契約者が行っている美容業等において、関連諸法規・規則を遵守していること。 

④ 契約者が前項の誓約事項に違反したことにより、当社、契約者、第三者に生じた損害に

ついては、当社は一切責任を負わず、契約者がその責に任ずるものとします。 

4. 個人情報 

(1) 個人情報の定義 

個人情報とは、本サービスに付随してユーザーから開示された情報で、個人の氏名、住所、

電話番号、メールアドレスその他個人を特定しうる一切の情報とします。 

(2) 個人情報の安全管理義務 

① 契約者は本サービス利用により取得した個人情報について「個人情報の保護に関する

法律」上の個人情報取扱事業者に該当するか否かを問わず、同法に定める個人情報

取扱事業者としての義務その他関連法令・諸規則などを遵守するものとします。 

② 契約者は本サービスにより知り得た個人情報につき、不当・不正なアクセスまたは紛失、

破壊、改ざん、漏洩等の危険に対し、最善の安全対策を講じなければならないものとし

ます。 

③ 万が一、本サービスにより知り得た個人情報につき契約者側で事故が発生した場合は、

速やかに当社に通知するものとします。 

(3) 禁止行為 

① 本サービスにより知り得た個人情報を第三者に開示または漏洩すること。 

② 本サービスにより知り得た個人情報を本人の同意を得ることなく、複写、紙媒体への出

力、電子記録媒体への格納、ダイレクトメールの作成・発送等、本サービスの目的以外

に利用すること。 

③ 第三者に対して自己の為に営業活動・営利活動を行うこと。 

(4) 期間 

本条の規定は、本サービス利用契約終了後も期間の定めなく有効に存続するものとします。 

5. 提供の停止等 

(1) 提供の停止 

当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、14 日間の期間を定めて催告の上、

それでも当該事由が是正されない場合その旨を契約者に対し通知することにより、本サービ

スの提供を停止することができます。 

a. 契約者に支払不能または支払い停止があった場合 

b. 契約者が本サービスの料金を支払わない場合 

(2) 提供の中止 

当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を契約者に通知

することなく中止することができます。 

a. 利用申込みに際し虚偽の事項を記載したことが当社において判明した場合 

b. 契約者が仮差押えまたは差押えを受け、もしくは契約者に破産手続開始、民事再

生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあった場合 

c. 本サービス設備の保守上、または工事上やむを得ない場合 

d. 本サービス設備にやむを得ない障害が発生した場合 

e. 第一種電気通信事業者または当社指定管理会社が電気通信サービスの提供を

中止することにより、本サービスの提供を行うことが困難になった場合 

f. 7(1)の本データ取扱規定に違反すると当社が判断した場合 

g. 前各号に該当する以外にも、本規約に違反する行為、当社の業務の遂行もしくは

当社または第三者の電気通信設備に支障を及ぼした場合、または及ぼすおそれ

があると当社が判断した場合 

h. その他当社がやむを得ないと判断した場合 

(3) 通信利用の制限 

① 当社は、天災地変、その他非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の全
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部または一部を接続することができなくなった場合などの不可抗力により、何ら債務不

履行責任を負うことなく本サービスの提供を制限、または中止する措置を採ることがで

きます。 

② 契約者は、本サービス設備に過大な負荷を生じさせる行為をしてはならないものとしま

す。契約者にこのような行為があった場合には、当社は契約者に対し本サービスの利

用を制限し、または損害賠償請求を行うことがあります。 

(4) 本サービスの中止 

当社は、契約者に対し、本サービス中止予定日の 1 ヶ月前に当社の定める方法にて通知す

ることにより、本サービスを中止することができます。この場合、当社は当該中止により約者を

含むその他一切の第三者に損害が生じたとしても、一切免責されるものとします。 

6. 利用契約の解除 

(1) 当社が行う利用契約の解除 

当社は 5(1)「提供の停止」、5(2)「提供の中止」または 5(4)「本サービスの中止」に従い本サー

ビスの停止または中止をする場合には、停止の場合は催告期間満了の翌日以降に、中止の

場合は契約者に対して通知を要することなく利用契約を将来に向かって解除できるものとし

ます。この場合、当社は契約者に対し何ら債務不履行責任を負わないものとします。 

(2) 契約者が行う契約の解除 

契約者は理由の如何を問わず、契約期間の途中での契約の解除はできないものとします。 

7. 本データの取扱い 

(1) 本データの取扱い 

① 契約者は、自己の情報掲載領域でなされた一切の行為およびその結果について、当

該行為を自己が行ったか否かを問わず、一切の責任を負うものとします。 

② 契約者は、自己が登録した本データについて一切の責任を負うものとし、当社は如何

なる事由によるを問わず第三者に対して一切責任を負わないものとします。 

③ 契約者は、自己の情報掲載領域内における一切の紛争につき、自己の責任において

解決し、当社またはその他第三者に迷惑や損害等を与えない事を確約します。 

④ 当社は、契約者の本サービス利用に際し、以下の行為を禁止します。 

a. わいせつ、賭博、暴力または残虐な情報を発信し、発信の仲介もしくは受信する

などの公序良俗に反する行為 

b. 犯罪行為又は犯罪のおそれのある行為 

c. 他人の知的財産権その他の権利を侵害する行為 

d. 他人の財産およびプライバシーを侵害する行為 

e. 他人の名誉または信用を毀損または中傷、誹謗する行為 

f. 有害プログラムを含んだ情報、虚偽もしくは詐欺的情報、または公職選挙法に違

反する情報を発信し、発信の仲介もしくは受信する行為 

g. その他法令またはガイドライン等に違反する行為 

h. 本サービス内において当社以外の第三者が運営する本サービスと鵜維持するサ

ービスの紹介等 

i. 本サービスの運営を妨げる行為、もしくは当社の信用を毀損する行為 

⑤ 契約者が前項の行為をしたと当社が判断した場合、当社は契約者の承諾なく当社の本

サービス設備内の該当する本データの全部または一部を何ら債務不履行責任を負うこ

となく削除することができるものとします。 

(2) バックアップ 

当社は、契約者の登録した本データの複写を本サービス設備の故障・停止などに備えて保

管いたします。 

契約者が登録した本データを消失するなどして契約者が不利益を被った場合においても、

当社は一切責任を負わないものとします。 

(3) ファイルデータの削除 

当社は、本サービス設備のファイル容量に余裕がなくなるおそれがあると判断した場合は、

何ら債務不履行責任を負うことなく、また、契約者の同意を得ずに当該ファイルに蓄積されて

いる契約者の本データを消去することができます。 

(4) データの管理 

契約者は、本サービスを利用して受信または送信する本データについては、本サービス設

備の故障による消失を防止するための措置（バックアップ等をいうが、これにかぎりません）

を契約者自身の責任および費用にて講じるものとします。 

(5) 顧客情報 

① 契約者は、本サービスを利用した第三者にかかる属性、購入履歴、本サービス利用履

歴その他顧客情報（以下「顧客情報」といいます）に関し、利用契約の存続の有無にか

かわらず、当社が自らの業務遂行のためこれを利用することが出来る旨の事前の同意

を顧客から得るものとします。 

② 当社および契約者は、顧客情報を利用するにあたっては、顧客のプライバシーに配慮

し、正当な理由なく第三者に開示してはならないものとします。 

③ 契約者は、当社が、①および②の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する限度

において、顧客情報および当社が自らまたは第三者からの委託を受けて契約者の全

部または一部に対し実施するアンケート調査ならびにモニタリングによって得た情報

（以下「その他情報」といいます）を、利用契約の存続の有無にかかわらず、自らの業務

遂行のためにこれらを利用することができ、これらすべての情報の利用権は、当社に帰

属する旨の事前の同意を顧客から得るものとします。 

a. 顧客情報およびその他情報を集積、分析して得られた情報を個人が特定できな

いデータとして第三者へ提供する場合 

b. 契約者への書類、顧客への景品の送付等、当社が本サービスの実施に必要な行

為を行う場合 

c. 契約者が任意で同意した個別の顧客情報を利用する場合 

8. 損害賠償 

(1) 損害賠償 

当社は、8(2)で定める理由による不履行の場合にのみ損害賠償請求に応じます。ただし、本

サービス停止期間において、契約者が本サービスで掲載していた本データによって得られ

たであろう利益については、当社は一切損害賠償に応じないものとします。 

(2) 賠償限度額 

当社は、第一種電気通信事業者または当社指定管理会社（以下「電気通信事業者等」といい

ます）の責に帰すべき事由により、本サービスの提供ができなかった場合、当社が当該電気

通信事業者等から受領済みの損害賠償の総額をもって本サービスを受けられなかった契約

者全員にたいする損害賠償の限度額とし、その限度額の範囲内において契約者に対し損害

賠償請求に応じるものとします。 

(3) サービス提供不能の場合の免責 

当社は、当社の責に帰すべき事由によらず、本サービスを提供できなかった場合には、いか

なる責任も負わないものとします。 

(4) 本データについての保証責任 

当社は、契約者が本サービスを利用することにより得たデータ等について、何ら保証責任を

負わず、これらの本データ等に起因して生じた損害の賠償責任も負わないものとします。 

(5) 本データ削除の場合の免責 

当社は如何なる事由によるを問わず、本データが削除されたことに起因して当該契約者に

損害が発生したとしても一切の責任を負わないものとします。 

(6) 第三者に対する障害の責任 

契約者は、本サービスの利用に関連して、他の契約者または第三者に対して損害を与え、

当該契約者または第三者から何らかの請求がされ、または訴訟が提起された場合には、契

約者は自己の責任と費用において紛争を解決するとともに、当社が相手方とされた場合には、

その対応費用等を負担し、当社に何の不利益または損害を与えないものとします。 

9. 雑則 

(1) 秘密保持 

当社は、利用契約の履行に際し、知り得た契約者の業務上の秘密（通信の秘密を含む）を第

三者に開示することはありません。ただし、契約者が承諾した場合または法令に基づく場合

はこの限りではありません。 

(2) 知的財産権 

① 当社が提供する本サービスおよびサイト内のシステムならびに契約者等に提供する一

切の著作物等に関する知的財産権は、当社または当社に権利を許諾する第三者に帰

属するものとします。 

② 本データの知的財産権は、一部データを除き契約者に帰属します。ただし、契約者は

当社および当社が指定する第三者に対し著作者人格権を行使しないものとします。 

③ 契約者は、当社に対して、本データを本サイト、当社が提携する第三者サイトおよび紙、

CD-ROM 等の記録媒体において利用期間中、非独占的に使用する権利（複製権、公

衆送信権（送信可能化を含みます）、上映権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、翻案

権を含みますが、これに限りません）を許諾（再許諾を含みます）したものとします。 

(3) 契約者の義務 

① 契約者は、当社からログインおよびパスワードが発行され場合、これらを第三者に知ら

れないように管理し、パスワードの盗用を防止する措置を契約者の責任において行うも

のとします。 

② 契約者がパスワードを忘れた場合や盗用された場合には、速やかに当社に届け出るも

のとします。 

③ 当社は、パスワード等が第三者に利用されたことによる一切の賠償責任を負わないもの

とします。 

④ 当社は、本サイトへのアクセスについて、送信されたアカウントがいずれも契約者が登

録したものである場合には、契約者からの送信として取り扱うこととし、不正使用その他

の事故があった場合においても、それに起因する一切の損害につき、賠償責任を負わ

ないものとします。 

(4) 指定ソフトウェア 

当社は、本サービスの利用のために必要または適したソフトウェアを指定することがあります。

この場合、契約者により当社が指定した以外のソフトウェアを用いたときは、当社が提供する

サービスを受けられないことがあります。 

(5) 免責 

当社が契約者に対して通知を行う場合、契約者に対する個別の通知または、本サイト上に通

知事項を掲載するものとし、当該掲載を行った時点より効力を発するものとします。個別の通

知方法の場合、当社は、契約者が予め登録したメールアドレスその他の連絡先に通知を行

えば足りるものとし、契約者によるメールアドレスの変更登録を怠ったこと等により当該通知

が不到達となっても、到達すべきときに到達したとみなします。 

10. 利用料金等 

(1) 利用料金の項目 

本サービスの利用にかかる料金は次の項目から構成されます。 

① 「基本料金」：契約者が本サービスの対価として当社に支払う料金であり、利用契約に基

づいて利用期間分の料金を当社の請求に従って支払う料金をいいます。 

 

② 「オプションサービス利用料金」：契約者が前各号の料金に含まれないサービスを利用

する場合には、当該サービスの対価として、利用契約に基づいて利用期間分の料金を

当社の請求に従って支払う料金をいいます。 
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(2) 本サービスの開始日 

本サービスの開始は、3(2)「利用契約の成立」の規定により利用契約が成立した後、当社が

指定する日からとします。 

(3) 契約者の支払義務等 

契約者は、当社に対して本サービスの利用料金を当社が指定する方法および指定する日時

に一括もしくは分割して支払うものとします。なお、支払にかかる手数料は、契約者負担とな

ります。 

(4) 遅延損害金 

契約者は、本サービスの利用料金の支払いを遅延した場合には、遅延期間につき未払額に

対する年率14％の割合による遅延損害金を当社に対して支払うものとします。 

(5) 期限の利益の喪失 

契約者は、利用申込書において本サービスの利用料金を分割して支払う定めがあっても、

利用申込書に定めた指定日時に 1 回でも支払が遅延した場合、原則一括して支払うことを了

承するものとします。 

(6) 消費税 

契約者が当社に対して本サービスの利用料金を支払う場合、消費税（地方消費税を含む）を

付加して支払うものとします。 

(7) 返金 

契約者は自己に帰すべき事由により本サービス利用契約を解約した場合は、利用料金が返

金されないことを予め了承したものとします。 

(8) 本サービスにかかる料金 

10(2)に定める本サービスにかかる利用料金の金額は、別途当社が定めた額とします。 

11. その他 

(1) 合意管轄裁判所 

本規約に関して生じた一切の争訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管

轄裁判所とします。 

(2) 誠実協議 

本規約に関して、本規約または当社の指導により解決できない問題が生じた場合には、当

社と契約者が協議によって誠意をもってこれを解決するものとします。 

附 則  

1. 当社は、美容室情報を掲載する契約者が本サイトに次のいずれかに該当する表示がある

ことを当社が確認した場合、契約者に通知をすることなく当該部分の削除を行えるものとし

ます。 

(1) 顔そり（シェービング）について、肌にカミソリを当てるような本格的な顔そりにあたる表

示（理容所登録されている店舗で、理容師免許を持った理容師が施術する場合を除

く）。 

(2) エステティックにおいて、いわゆる美顔施術（医療行為又は医療類似行為である場合を

除く）について、容姿を整え、又は美しくするために化粧品又は医薬部外品を用いる等、

業務を行うに当たって公衆衛生上一定の知識を必要とするような施術内容ではない表

示。 

(3) 景品類（クーポン・特典）の記載において、不当景品類および不当表示防止法に則った

景表法の範囲を超えた提供と判断される表示。 

(4) まつ毛パーマ（熱や力を加える等で物理的にまつ毛をカールさせる方法を除く）に関す

る表示。 

(5) アートメイク（針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等で色素を入れる行為）に関

する表示。 

2. 脱毛及び除毛（医師法の適用に該当する行為に関らず）に関する表示をする際はユーザ

ーへの説明責任は契約者にあり、当社は何ら責任を負わないものとします。 

3. 本規約は平成27 年7 月1 日より施行します。 

令和1 年7 月1 日 最終改定 

 

以上の利用規約を確認同意し、契約いたします。 

令和    年    月    日 

法人（サロン）名 

 

                                  印    

代表者名 

 

                                  印    

 


