利用規約
この利用規約（以下，「本規約」といいます。）は，artKYOTO 実行委員会（以下，「当委員会」といいます。）がこのウェブサイト上
で提供するサービス（以下，「本サービス」といいます。）の利用条件を定めるものです。登録ユーザーの皆さま（以下，「ユーザ
ー」といいます。）には，本規約に従って，本サービスをご利用いただきます。

第 1 条（適⽤）

•

本規約は，ユーザーと当委員会との間の本サービスの利⽤に関わる⼀切の関係に適⽤されるものとします。

第 2 条（利⽤登録）

•

登録希望者が当委員会の定める⽅法によって利⽤登録を申請し，当委員会がこれを承認することによって，利⽤
登録が完了するものとします。

•

当委員会は，利⽤登録の申請者に以下の事由があると判断した場合，利⽤登録の申請を承認しないことがあり，
その理由については⼀切の開⽰義務を負わないものとします。

①. 利⽤登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
②. 本規約に違反したことがある者からの申請である場合
③. その他，当委員会が利⽤登録を相当でないと判断した場合

第 3 条（ユーザーID およびパスワードの管理）

•

ユーザーは，⾃⼰の責任において，本サービスのユーザーID およびパスワードを管理するものとします。

•

ユーザーは，いかなる場合にも，ユーザーID およびパスワードを第三者に譲渡または貸与することはできませ
ん。当委員会は，ユーザーID とパスワードの組み合わせが登録情報と⼀致してログインされた場合には，その
ユーザーID を登録しているユーザー⾃⾝による利⽤とみなします。

第 4 条（料⾦について）

•

当サイトのサービス利⽤料は無料です。

第 5 条（禁⽌事項）
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•

ユーザーは，本サービスの利⽤にあたり，以下の⾏為をしてはなりません。

①. 法令または公序良俗に違反する⾏為
②. 犯罪⾏為に関連する⾏為
③. 当委員会のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり，妨害したりする⾏為
④. 当委員会のサービスの運営を妨害するおそれのある⾏為
⑤. 他のユーザーに関する個⼈情報等を収集または蓄積する⾏為
⑥. 他のユーザーに成りすます⾏為
⑦. 当委員会のサービスに関連して，反社会的勢⼒に対して直接または間接に利益を供与する⾏為
⑧. その他，当委員会が不適切と判断する⾏為

第 6 条（本サービスの提供の停⽌等）

•

当委員会は，以下のいずれかの事由があると判断した場合，ユーザーに事前に通知することなく本サービスの全
部または⼀部の提供を停⽌または中断することができるものとします。

①. 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を⾏う場合
②. 地震，落雷，⽕災，停電または天災などの不可抗⼒により，本サービスの提供が困難となった場合
③. コンピュータまたは通信回線等が事故により停⽌した場合
④. その他，当委員会が本サービスの提供が困難と判断した場合
•

当委員会は，本サービスの提供の停⽌または中断により，ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または
損害について，理由を問わず⼀切の責任を負わないものとします。

第 7 条（利⽤制限および登録抹消）

•

当委員会は，以下の場合には，事前の通知なく，ユーザーに対して，本サービスの全部もしくは⼀部の利⽤を制
限し，またはユーザーとしての登録を抹消することができるものとします。

①. 本規約のいずれかの条項に違反した場合
②. 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
③. その他，当委員会が本サービスの利⽤を適当でないと判断した場合
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•

当委員会は，本条に基づき当委員会が⾏った⾏為によりユーザーに⽣じた損害について，⼀切の責任を負いませ
ん。

第 8 条（免責事項）

•

当委員会の債務不履⾏責任は，当委員会の故意または重過失によらない場合には免責されるものとします。

•

当委員会は，何らかの理由によって責任を負う場合にも，通常⽣じうる損害の範囲内かつ有料サービスにおいて
は代⾦額（継続的サービスの場合には 1 か⽉分相当額）の範囲内においてのみ賠償の責任を負うものとします。

•

当委員会は，本サービスに関して，ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において⽣じた取引，連絡また
は紛争等について⼀切責任を負いません。

第 9 条（サービス内容の変更等）

•

当委員会は，ユーザーに通知することなく，本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中⽌すること
ができるものとし，これによってユーザーに⽣じた損害について⼀切の責任を負いません。

第 10 条（利⽤規約の変更）

•

当委員会は，必要と判断した場合には，ユーザーに通知することなくいつでも本規約を変更することができるも
のとします。

第 11 条（通知または連絡）

•

ユーザーと当委員会との間の通知または連絡は，当委員会の定める⽅法によって⾏うものとします。

第 12 条（権利義務の譲渡の禁⽌）

•

ユーザーは，当委員会の書⾯による事前の承諾なく，利⽤契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務
を第三者に譲渡し，または担保に供することはできません。

第 13 条（準拠法・裁判管轄）
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•

本規約の解釈にあたっては，⽇本法を準拠法とします。

•

本サービスに関して紛争が⽣じた場合には，当委員会の本店所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄としま
す。

以上
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Terms of Use ("Terms")
Please read these Terms of Use ("Terms", "Terms of Use") carefully before using the artkyoto.jp website (the
"Service") operated by artKYOTO Executive Committee ("us", "we", or "our").

Your access to and use of the Service is conditioned on your acceptance of and compliance with these Terms.
These Terms apply to all visitors, users and others who access or use the Service.

By accessing or using the Service you agree to be bound by these Terms. If you disagree with any part of the
terms then you may not access the Service.

Content

Our Service allows you to post, link, store, share and otherwise make available certain information, text, graphics,
videos, or other material ("Content"). You are responsible for the Content that you post to the Service, including its
legality, reliability, and appropriateness.

By posting Content to the Service, you grant us the right and license to use, modify, publicly perform, publicly
display, reproduce, and distribute such Content on and through the Service. You retain any and all of your rights
to any Content you submit, post or display on or through the Service and you are responsible for protecting those
rights. You agree that this license includes the right for us to make your Content available to other users of the
Service, who may also use your Content subject to these Terms.

You represent and warrant that: (i) the Content is yours (you own it) or you have the right to use it and grant us
the rights and license as provided in these Terms, and (ii) the posting of your Content on or through the Service
does not violate the privacy rights, publicity rights, copyrights, contract rights or any other rights of any person.

Accounts

When you create an account with us, you must provide us information that is accurate, complete, and current at
all times. Failure to do so constitutes a breach of the Terms, which may result in immediate termination of your
account on our Service.

You are responsible for safeguarding the password that you use to access the Service and for any activities or
actions under your password, whether your password is with our Service or a third-party service.
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You agree not to disclose your password to any third party. You must notify us immediately upon becoming
aware of any breach of security or unauthorized use of your account.

You may not use as a username the name of another person or entity or that is not lawfully available for use, a
name or trade mark that is subject to any rights of another person or entity other than you without appropriate
authorization, or a name that is otherwise offensive, vulgar or obscene.

Intellectual Property

The Service and its original content (excluding Content provided by users), features and functionality are and will
remain the exclusive property of artKYOTO Executive Committee and its licensors. The Service is protected by
copyright, trademark, and other laws of both the Japan and foreign countries. Our trademarks and trade dress
may not be used in connection with any product or service without the prior written consent of artKYOTO
Executive Committee.

Links To Other Web Sites

Our Service may contain links to third-party web sites or services that are not owned or controlled by artKYOTO
Executive Committee.

artKYOTO Executive Committee has no control over, and assumes no responsibility for, the content, privacy
policies, or practices of any third party web sites or services. You further acknowledge and agree that artKYOTO
Executive Committee shall not be responsible or liable, directly or indirectly, for any damage or loss caused or
alleged to be caused by or in connection with use of or reliance on any such content, goods or services available
on or through any such web sites or services.

We strongly advise you to read the terms and conditions and privacy policies of any third-party web sites or
services that you visit.

Termination

We may terminate or suspend your account immediately, without prior notice or liability, for any reason
whatsoever, including without limitation if you breach the Terms.

Upon termination, your right to use the Service will immediately cease. If you wish to terminate your account, you
may simply discontinue using the Service.
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Governing Law

These Terms shall be governed and construed in accordance with the laws of Japan, without regard to its conflict
of law provisions.

Our failure to enforce any right or provision of these Terms will not be considered a waiver of those rights. If any
provision of these Terms is held to be invalid or unenforceable by a court, the remaining provisions of these
Terms will remain in effect. These Terms constitute the entire agreement between us regarding our Service, and
supersede and replace any prior agreements we might have between us regarding the Service.

Changes

We reserve the right, at our sole discretion, to modify or replace these Terms at any time. If a revision is material
we will try to provide at least 30 days notice prior to any new terms taking effect. What constitutes a material
change will be determined at our sole discretion.

By continuing to access or use our Service after those revisions become effective, you agree to be bound by the
revised terms. If you do not agree to the new terms, please stop using the Service.

Contact Us

If you have any questions about these Terms, please contact us.
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