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ビルボードライブ「ゲスト会員サービス利用規約」新旧対照表 

平成 29 年 2 月 1日付 2019 年 10 月 1 日付 

第 1条（ゲスト登録） 

1.ゲスト登録申込 

ゲスト会員になろうとする方は、本規約をご

覧の上、当社が運営するビルボードライブの

インターネットサイトに掲示されるゲスト登

録申込フォームに電磁的に記入する方法で登

録申込を行ってください。当社は、当社の裁

量により登録を承認します。ゲスト会員は、

登録申込をした時点で、本規約の内容に同意

したものとみなされ、当社が登録を承認する

ことによりゲスト会員と当社との間に本規約

を内容とする契約が成立したものとします。

なお、ゲスト会員として不適当と判断される

場合は、登録を承認できないことがありま

す。また、同一個人で複数のゲスト会員資格

を有することはできません。 

 

2.登録承認の通知 

登録申込に対して当社が登録を承認したゲス

ト会員については、当社は、ゲスト会員が登

録申込書に記入したメールアドレス宛に、登

録を承認する旨の電子メールを送付すること

により登録を承認する旨の通知を行います。

ゲスト会員は、この電子メールを受領した日

にゲスト会員資格を付与されます。 

第 1条（ゲスト登録） 

1.ゲスト登録申込 

ゲスト登録を希望する方は、本規約をご覧の

上、当社が運営するビルボードライブのイン

ターネットサイトに掲示されるゲスト登録申

込フォームに電磁的に記入する方法で登録申

込を行ってください。当社は、当社の裁量に

より登録を承認します。ゲスト会員は、登録

申込をした時点で、本規約の内容に同意した

ものとみなされ、当社が登録を承認すること

によりゲスト会員と当社との間に本規約を内

容とする契約が成立したものとします。な

お、ゲスト会員として不適当と判断される場

合は、登録を承認できないことがあります。

また、同一個人で複数のゲスト会員資格を有

することはできません。 

 

2.登録承認の通知 

登録申込に対して当社が登録を承認したゲス

ト会員については、当社は、ゲスト会員が登

録申込書に記入したメールアドレス宛に、登

録を承認する旨の電子メールを送付すること

により登録を承認する旨の通知を行います。

ゲスト会員は、この電子メールを受領した日

にゲスト会員資格を付与されます。 

第 3条（禁止事項） 

ゲスト会員は、以下の行為を行ってはならな

いものとします。ゲスト会員が以下の行為を

行っていると当社が判断した場合、第 8条に

基づきゲスト会員資格を喪失させ、または店

内への入場を認めない（既に入場している場

合は退場させる）ことがあります。この場

合、既に発生したミュージックフィーおよび

第 3条（禁止事項） 

ゲスト会員は、以下の行為を行ってはならな

いものとします。ゲスト会員が以下の行為を

行っていることが判明した場合、第 8条に基

づきゲスト会員資格を喪失させ、店内への入

場を認めない（既に入場している場合は退場

させる）、警察に通報する、損害賠償を請求

するといった措置をとることがあります。こ
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席指定料、その他費用の返金は致しません。

また、以下の行為によって生じたトラブル・

損害等については、当社は一切の責任を負い

ません。 

(1)ゲスト会員番号、パスワード、ゲスト会

員特典その他本規約のゲスト会員たる地位

を、ゲスト会員資格の有無を問わず第三者に

貸与、譲渡、売買または担保に供する等の行

為。 

(2)営利・転売目的として、ビルボードライ

ブ大阪、ビルボードライブ東京店舗内におい

て行われる公演等または当社が主催する公演

（以下「BBL 公演等」といいます。）のチケ

ットを購入し、または予約する行為。 

(3)BBL 公演等のチケットまたは予約権を第

三者に転売し、または転売しようとする行為

（掲示板、オークション、インターネットチ

ケットオークション、チケットショップ、ダ

フ屋、もしくは転売サイトにおいて転売し、

または転売しようとする行為を含みますが、

これらに限りません。）。 

(4)当社もしくは当社が認める業者以外の者

から BBL 公演等のチケットもしくは予約権

を購入する行為（「掲示板」、「オークショ

ン」、「チケットショップ」、「購入代行業

者」、「ダフ屋」等の購入方法・場所は問いま

せん。）、または BBL 公演等のチケットもし

くは予約権を当社が定める販売金額を超える

金額で購入する行為。 

(5)BBL 公演等における当社の事前許可のな

い写真・ビデオ撮影または録音（スマートフ

ォン等による撮影・録音を含みます。）。 

(6)BBL 公演等において、他の入場者に迷惑

をかけると当社が判断する行為。 

の場合、既に発生したミュージックフィーお

よび席指定料、その他費用の返金は致しませ

ん。また、以下の禁止行為によって生じたト

ラブルや損害等は当該会員が自己の責任と費

用で解決するものとし、当社は関知しませ

ん。 

(1)ゲスト会員番号、パスワード、ゲスト会

員特典その他本規約のゲスト会員たる地位

を、ゲスト会員資格の有無を問わず第三者に

貸与、譲渡、売買または担保に供する等の行

為。 

(2)営利・転売目的として、ビルボードライ

ブ大阪、ビルボードライブ東京、ビルボード

ライブ横浜店舗内において行われる公演等ま

たは当社が主催する公演（以下「BBL 公演

等」といいます。）のチケットを購入し、ま

たは予約する行為。 

(3)BBL 公演等のチケットまたは予約権を第

三者に転売し、または転売しようとする行為

（SNS や電子掲示板、オークション、イン

ターネットチケットオークション、チケット

ショップ、ダフ屋、もしくは転売サイトにお

いて転売し、または転売しようとする行為を

含みますが、これらに限りません。）。 

(4)当社もしくは当社が認める業者以外の者

から BBL 公演等のチケットもしくは予約権

を購入する行為（「掲示板」、「オークショ

ン」、「チケットショップ」、「購入代行業

者」、「ダフ屋」等の購入方法・場所は問いま

せん。）、または BBL 公演等のチケットもし

くは予約権を当社が定める販売金額を超える

金額で購入する行為。 

(5)BBL 公演等における当社の事前許可のな

い写真・ビデオ撮影または録音（スマートフ

ォン等による撮影・録音を含みます。）。 

(6)BBL 公演等において、他の入場者に迷惑
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をかけると当社が判断する行為。 

(7)会員本人でない名義のクレジットカード

にて会員登録を行う行為。 

(8)公演の入場時に、会員同士で分かれて個

別の整理番号を取得し、整理番号の確定後、

最も小さい整理番号の会員の並び位置に合流

する行為。 

(9)他の会員の権利を侵害する行為や他の会

員に迷惑をかける行為を行う場合、当社担当

者の指示や要請に従わない場合。 

(10)その他法律、政令、条例、本規定に反す

る行為を行った場合。 

第 4条（ゲスト会員特典） 

1.特定公演のインターネットサイトでの予約 

ゲスト会員は、ビルボードライブ大阪、ビル

ボードライブ東京店舗内において当社主催で

行われる公演（特別公演、貸切公演、イベン

トおよび他社主催公演等は除きます。以下

「特定公演」といいます。）について、第 5

条の定めに従い、インターネットサイトでご

予約いただくことができます。 

2.情報提供 

ゲスト会員限定の情報や最新情報を、メール

マガジン、ダイレクトメール等でご案内する

ことがあります。ただし、情報提供の頻度お

よび対象となるゲスト会員は、当社が当社の

裁量により決定するものとします。 

第 4条（ゲスト会員特典） 

1.特定公演のインターネットサイトでの予約 

ゲスト会員は、ビルボードライブ大阪、ビル

ボードライブ東京、ビルボードライブ横浜店

舗内において当社主催で行われる当社が指定

する公演（特別公演、貸切公演、イベントお

よび他社主催公演等は除きます。以下「特定

公演」といいます。）について、第 5条の定

めに従い、お電話またはインターネットサイ

トでご予約いただくことができます。 

2.情報提供 

ゲスト会員限定の情報や最新情報を、メール

マガジン、ダイレクトメール等でご案内する

ことがあります。ただし、情報提供の頻度お

よび対象となるゲスト会員は、当社が当社の

裁量により決定するものとします。 

第 5条（予約） 

1.予約の方法 

(1)ゲスト会員は、ビルボードライブ大阪、

ビルボードライブ東京店舗内において行われ

る特定公演の予約ができます。特定公演であ

っても満席公演の場合は、ご予約いただけま

せん。 

(2)ご予約の際は、ゲスト会員である旨をお

第 5条（予約） 

1.予約の方法 

(1)ゲスト会員は、ビルボードライブ大阪、

ビルボードライブ東京、ビルボードライブ横

浜店舗内において行われる特定公演の予約が

できます。ただし、特定公演であっても満席

公演の場合は、ご予約いただけません。 

(2)ご予約の際は、ゲスト会員である旨をお
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申出のうえ、お電話またはインターネットサ

イトでご予約をお入れください。ご予約時に

ゲスト会員である旨のお申出のない場合は、

ご予約ができないことがあります。ご予約に

際しては、電話オペレータまたはインターネ

ットサイトコンピュータシステムがその他の

必要事項を確認させていただきます。 

2.支払方法 

(1)インターネットサイトでご予約のゲスト

会員は、ミュージックフィーおよび指定席ご

予約の場合の席指定料の全額を、ご予約時に

クレジットカードでお支払いただきます。 

(2)お電話でご予約のゲスト会員は、ミュー

ジックフィーおよび指定席ご予約の場合の席

指定料の全額を、公演当日の当社が指定する

時間に現金またはクレジットカードでお支払

いただきます。 

3.ご予約内容の変更 

(1)インターネットサイトでご予約のゲスト

会員の変更は、第 5条第 4 項に定めるキャン

セルの手続きを完了いただいた場合にのみ、

承ります。ただし、変更前のご予約と同じ内

容でのご予約は、承ることができないことが

あります。 

(2)お電話でご予約のゲスト会員のご予約内

容の変更は、必ず公演の 1営業日前までにお

電話でご連絡ください。当日の変更はお受け

できません。また、満席公演に関しては、満

席となった時点で、ご予約の変更ができない

ことがあります。 

4.ご予約のキャンセル 

(1)インターネットサイトでご予約のゲスト

会員のキャンセルは、インターネットサイト

上で当社が定める手続きをいただいた場合の

み、承ります。この場合、ご予約時にお支払

いいただいた金額に対し、次に定める料率を

申出のうえ、お電話またはインターネットサ

イトでご予約ください（公演により、当社が

定めた外部のチケット販売サービスに、チケ

ット販売を委託する場合がございます。この

場合、予約の方法や支払い方法、予約の変

更・キャンセルについては外部のチケット販

売サービスの利用規約にしたがうものとしま

す。また、外部のチケット販売サービスの規

定にしたがい、利用手数料等が発生する場合

がございます。）。ご予約時にゲスト会員であ

る旨のお申出のない場合は、ご予約ができな

いことがあります。ご予約に際しては、電話

オペレータまたはインターネットサイトコン

ピュータシステムがその他の必要事項を確認

させていただきます。 

 

2.支払方法 

(1)インターネットサイトでご予約のゲスト

会員は、ミュージックフィーおよび指定席ご

予約の場合の席指定料の全額を、ご予約時に

クレジットカードでお支払いただきます。 

(2)お電話でご予約のゲスト会員は、ミュー

ジックフィーおよび指定席ご予約の場合の席

指定料の全額を、公演当日の当社が指定する

時間に現金またはクレジットカードでお支払

いただきます。 

 

3.ご予約内容の変更 

(1)インターネットサイトでご予約のゲスト

会員の変更は、第 5条第 4 項に定めるキャン

セルの手続きを完了いただいた場合にのみ、

承ります。ただし、キャンセルの手続き完了

後、変更前のご予約と同じ内容でのご予約

は、承ることができないことがあります。ま

た、キャンセルの手続き完了後、満席となっ

た時点でご予約を承ることができないことが
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乗じた金額を、キャンセル手数料として、ク

レジットカードでお支払いいただきます。な

お、ご予約時にお支払いいただいた金額は、

その全額を、クレジットカードを通じて返金

いたします。 

なお、公演当日の開演時刻の 3時間前を経過

した場合またはクレジットカードでキャンセ

ル手数料のお支払いがいただけない場合、キ

ャンセルは一切承ることができません。 

●公演の前日から起算して 7日前まで 

サービスエリア自由席：5％ 

サービスエリア指定席：10％ 

カジュアルエリア：5％ 

●公演の前日から起算して 2日前まで 

サービスエリア自由席：20％ 

サービスエリア指定席：50％ 

カジュアルエリア：20％ 

●公演の前日まで 

サービスエリア自由席：50％ 

サービスエリア指定席：75％ 

カジュアルエリア：50％ 

●公演の当日の開演時刻の 3時間前まで 

サービスエリア自由席：75％ 

サービスエリア指定席：100％ 

カジュアルエリア：75％ 

(2)お電話でご予約のゲスト会員のキャンセ

ルは、必ず公演の 1営業日前までにお電話で

ご連絡ください。 

5.ご来店 

(1)ご予約いただいたゲスト会員は、開演の

10 分前までに必ずご来店ください。開演ま

でにご来店いただけない場合には立見席とな

るか、ご予約を取り消させていただくことが

あります。インターネットサイトでのご予約

を取り消しさせていただいた場合には、お支

払済みのミュージックフィーおよび指定席ご

あります。 

(2)お電話でご予約のゲスト会員のご予約内

容の変更は、必ず公演の 1営業日前までにお

電話でご連絡ください。当日の変更はお受け

できません。また、満席公演に関しては、満

席となった時点で、ご予約の変更ができない

ことがあります。また、同一公演で複数ステ

ージのご予約を承っている場合、キャンセル

を受け付けることができない場合がございま

す。 

 

4.ご予約のキャンセル 

(1)インターネットサイトでご予約のゲスト

会員のキャンセルは､原則としてできませ

ん。ただし、インターネットサイト上で当社

が定める手続きをいただいた場合で、かつ、

ご予約時にお支払いいただいた金額に対し、

次に定める料率を乗じた金額を、キャンセル

手数料として、クレジットカードでお支払い

いただく場合には、例外としてキャンセルを

承ります。適正なキャンセル手続がなされた

場合には、ご予約時にお支払いいただいた金

額は、その全額をクレジットカードを通じて

返金いたします。なお、公演当日の開演時刻

の 3時間前を経過した場合またはクレジット

カードでキャンセル手数料のお支払いがいた

だけない場合、キャンセルは一切承ることが

できません。 

 

●公演の前日から起算して 7日前まで 

サービスエリア自由席：5％ 

サービスエリア指定席：10％ 

カジュアルエリア：5％ 

●公演の前日から起算して 2日前まで 

サービスエリア自由席：20％ 

サービスエリア指定席：50％ 
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予約の場合の席指定料の全額は返金いたしま

せん。また、ご入場時に本人確認、年齢確認

を実施させていただく場合がありますので、

予めご了承ください。 

(2)ご予約いただいたにもかかわらずキャン

セルのご連絡なく来店されないこと、または

ご予約されたゲスト会員本人が来店されない

ことが複数回生じた場合には、第 8条に基づ

きゲスト会員資格を喪失させることがありま

す。また、この場合でゲスト会員資格喪失後

新たに入会の申込をされたときは、入会をお

断りすることがあります。 

カジュアルエリア：20％ 

●公演の前日まで 

サービスエリア自由席：50％ 

サービスエリア指定席：75％ 

カジュアルエリア：50％ 

●公演の当日の開演時刻の 3時間前まで 

サービスエリア自由席：75％ 

サービスエリア指定席：100％ 

カジュアルエリア：75％ 

 

(2)お電話でご予約のゲスト会員のキャンセ

ルは、必ず公演の 1営業日前までにお電話で

ご連絡ください。また、各種プランをご利用

の場合、別途当社が設定する期限までにキャ

ンセルのご連絡を頂く必要がある場合がござ

います。 

 

5.ご来店 

(1)ご予約いただいたゲスト会員は、開演の

10 分前までに必ずご来店ください。開演ま

でにご来店いただけない場合には、ご予約に

ついては権利放棄との取り扱いをさせていた

だくことがあります。この場合、お支払済み

のミュージックフィーおよび指定席ご予約の

場合の席指定料の全額は返金いたしません。

また、ご入場時に本人確認、年齢確認を実施

させていただく場合がありますので、予めご

了承ください。 

(2)ご予約いただいたにもかかわらずキャン

セルのご連絡なく来店されないこと、または

ご予約されたゲスト会員本人が来店されない

ことが複数回生じた場合には、第 8条に基づ

きゲスト会員資格を喪失させることがありま

す。また、この場合でゲスト会員資格喪失後

新たに入会の申込をされたときは、入会をお

断りすることがあります。 
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第 8条（ゲスト会員資格の喪失） 

当社は、ゲスト会員が本規約に違反しまたは

次の各号の一つにでも該当した場合その他当

社がゲスト会員として不適当と判断した場

合、ゲスト会員に通知することなしにゲスト

会員資格を喪失させることができます。その

場合、既に支払われた料金等は返金されませ

ん。また、ゲスト会員資格の喪失により生し

た不利益・損害等については、当社は一切の

責任を負わないものとします。 

(1)公演入場料その他の債務について、当社

が定める所定の期日までに支払を確認できな

いとき。 

(2)同一個人が複数のゲスト会員資格を保有

し、または保有しようとしたとき。 

(3)第 3 条に定める禁止事項に違反してい

る、またはその可能性が高いものと当社が判

断したとき。 

(4)当社または提携会社が管理運営する施設

を破損したとき。 

(5)当社または提携会社が管理運営する施設

の名誉を傷つけ、または秩序を乱したとき。 

(6)入会時に虚偽の申告をしたことが判明し

たとき。 

(7)暴力団、総会屋その他の反社会的勢力

（暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的

利益を追求する集団又は個人）に該当する者

ないしこれらに準じる者であると認められた

とき。 

(8)暴力的又は威迫的な要求行為や法的な責

任を超えた不当な要求行為を行ったとき。 

(9)法令、本規約その他当社が定める規則に

違反したとき。 

第 8条（ゲスト会員資格の喪失） 

当社は、ゲスト会員が本規約に違反しまたは

次の各号の一つにでも該当した場合、ゲスト

会員資格を喪失させることができます。その

場合、既に支払われた料金等は返金されませ

ん。また、ゲスト会員資格の喪失により生し

た不利益・損害等については、当社は一切の

責任を負いません。 

(1)公演入場料その他の債務について、当社

が定める所定の期日までに支払を確認できな

いとき。 

(2)同一個人が複数のゲスト会員資格を保有

し、または保有しようとしたとき。 

(3)第 3 条に定める禁止行為を行ったとき。 

(4)当社または提携会社が管理運営する施設

を破損したとき。 

(5)当社または提携会社が管理運営する施設

の名誉を傷つけ、または秩序を乱したとき。 

(6)入会時に虚偽の申告をしたことが判明し

たとき。 

(7)暴力団、総会屋その他の反社会的勢力

（暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的

利益を追求する集団又は個人）に該当する者

ないしこれらに準じる者であると認められた

とき。 

(8)暴力的又は威迫的な要求行為や法的な責

任を超えた不当な要求行為を行ったとき。 

(9)法令、本規約その他当社が定める規則に

違反したとき。 

(10)他の会員の権利を侵害する行為や他の会

員に迷惑をかける行為を行った場合、当社担

当者の指示や要請に従わない場合、その他当

社が会員として不適切と判断する行為を行っ

たとき。 

第 9条（パスワード発行等） 

1.パスワード 

第 9条（パスワード発行等） 

1.パスワード 
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ゲスト会員が、インターネットサイトのゲス

ト会員専用ページを利用するには、ゲスト会

員番号とパスワードが必要です。当社は、あ

らかじめ初期パスワードをゲスト会員ごとに

設定し、これをゲスト会員に対して通知しま

す。ゲスト会員は、インターネットサイトの

ゲスト会員専用ページを利用して初期パスワ

ードを変更することができます。 

2.パスワードの使用および管理等 

(1)ゲスト会員番号およびパスワードは、設

定・発行を受けたゲスト会員のみが使用でき

るものとし、その使用および管理に関し、ゲ

スト会員が一切の責任を負うものとします。

パスワードに関する当社へのお問い合わせへ

の回答は、当社が定める書面または電磁的な

方法においてのみ行うものとし、電話等での

回答はいたしません。 

(2)当社は、ゲスト会員番号およびパスワー

ドが第三者に使用されたことにより当該ゲス

ト会員番号およびパスワードの設定・発行を

受けたゲスト会員または第三者が被る損害に

関し、当該ゲスト会員の故意過失の有無にか

かわらず、一切の責任を負わないものとしま

す。 

(3)当社は、前号の不正使用によりなされた

本サービスの利用が、当該ゲスト会員により

なされたものとみなし、その限りにおいて当

該ゲスト会員は当社に対して全ての責任を負

うものとします。 

(4)ゲスト会員は、ゲスト会員番号およびパ

スワードが第三者により使用されていること

が判明した場合、直ちに当社宛に連絡するも

のとし、当社からの指示がある場合にはそれ

に従うものとします。 

ゲスト会員が、インターネットサイトのゲス

ト会員専用ページを利用するには、ゲスト会

員番号とパスワードが必要です。当社は、あ

らかじめ初期パスワードをゲスト会員ごとに

設定し、これをゲスト会員に対して通知しま

す。ゲスト会員は、インターネットサイトの

ゲスト会員専用ページを利用して初期パスワ

ードを変更することができます。 

2.パスワードの使用および管理等 

(1)ゲスト会員番号およびパスワードは、設

定・発行を受けたゲスト会員のみが使用でき

るものとし、その使用および管理に関し、ゲ

スト会員が一切の責任を負うものとします。

パスワードに関する当社へのお問い合わせへ

の回答は、電磁的な方法においてのみ行うも

のとし、電話等での回答はいたしません。 

(2)当社は、ゲスト会員番号およびパスワー

ドが第三者に使用されたことにより当該ゲス

ト会員番号およびパスワードの設定・発行を

受けたゲスト会員または第三者が被る損害に

関し、当該ゲスト会員の故意過失の有無にか

かわらず、一切の責任を負わないものとしま

す。ただし、当社に故意または重過失がある

場合を除きます。 

(3)当社は、前号の不正使用によりなされた

本サービスの利用が、当該ゲスト会員により

なされたものとみなし、その限りにおいて当

該ゲスト会員は当社に対して全ての責任を負

うものとします。 

(4)ゲスト会員は、ゲスト会員番号およびパ

スワードが第三者により使用されていること

が判明した場合、直ちに当社宛に連絡するも

のとし、当社からの指示がある場合にはそれ

に従うものとします。 

第 10 条（ゲスト会員番号およびパスワード

使用の停止等） 

第 10 条（ゲスト会員番号およびパスワード

使用の停止等） 
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当社は、次の各号の一に該当する場合、当該

ゲスト会員の了承を得ることなく、当該ゲス

ト会員に対して設定・発行したゲスト会員番

号およびパスワードの使用を停止する場合が

あります。 

(1)電話、ＦＡＸ、電子メール、郵便等の手

段によりゲスト会員と連絡を取ることができ

ない場合。 

(2)第三者によりゲスト会員番号またはパス

ワードが不正に使用されている場合、または

そのおそれがあると当社が認める場合。 

(3)第 8 条に定めるゲスト会員資格の取消事

由に該当するおそれがあると当社が認める場

合。 

(4)その他当社が緊急性が高いと認める場

合。 

当社が各号の措置を取ることにより当該ゲス

ト会員がサービスを利用することができず、

それによりゲスト会員に損害が発生した場

合、当社は一切の責任を負わないものとしま

す。 

当社は、次の各号の一に該当する場合、当該

ゲスト会員の了承を得ることなく、当該ゲス

ト会員に対して設定・発行したゲスト会員番

号およびパスワードの使用を停止する場合が

あります。 

(1)電話、ＦＡＸ、電子メール、郵便等の手

段によりゲスト会員と連絡を取ることができ

ない場合。 

(2)第三者によりゲスト会員番号またはパス

ワードが不正に使用されている場合、または

そのおそれがあると当社が認める場合。 

(3)第 8 条に定めるゲスト会員資格の取消事

由に該当するおそれがあると当社が認める場

合。 

(4)その他当社が緊急性が高いと認める場

合。 

当社が各号の措置を取ることにより当該ゲス

ト会員がサービスを利用することができず、

それによりゲスト会員に損害が発生した場

合、当社は一切の責任を負わないものとしま

す。ただし、当社に故意または重過失がある

場合を除きます。 

第 13 条（本規約の変更） 

1.本規約の変更 

当社は、本規約およびゲスト会員特典を、当

社の裁量で変更することができます。その場

合、変更する旨を事前に当社が運営するビル

ボードライブのインターネットサイトに公表

いたします。 

2.変更内容の承諾 

前項に定める変更があった後にゲスト会員が

本サービスを利用された場合、当該ゲスト会

員は当該変更の内容を承諾したものとみなし

ます。 

第 13 条（本規約の変更） 

1.本規約の変更 

（1）本規約の各条項は、社会情勢の変化そ

の他の合理的必要性がある場合には、契約の

目的に反せず、かつ、相当な範囲において、

変更できるものとします。 

（2）前号による本規約の変更に際しては、

変更後の規約の内容と適用開始日を、インタ

ーネットその他相当の方法であらかじめ公表

するものとし、公表の際に定める相当な期間

を経過した日から適用されるものとします。 

2.変更内容の承諾 

本規約の変更があった後にゲスト会員が本サ

ービスを利用された場合、当該ゲスト会員は
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当該変更の内容を承諾したものとみなしま

す。 

第 16 条（問い合わせ） 削除（※条項外に移動） 

 


