
WAKAZO.ONLINE 利用規約 

WAKAZO.ONLINE 利用規約（以下、「本利用規約」といいます。）は、WAKAZO.ONLINE

運営事務局（以下、「本運営者」といいます。）が運営する、WAKAZO.ONLINE

（URL:http://wakazo-online.com/）（以下、「本サイト」といいます。）の利用条件を定めた

ものです。 

 

 

本サイトを利用される方（以下、「利用者」といいます。）は、本サイトを利用することによ

って、本利用規約のうち、利用者に関わる条項（第 1,3,6,7,9,10,12,13,15,16,17項）の内

容を承諾したものと見なされます。 

 

 

本利用規約の内容は、本運営者が必要に応じて変更することがありますが、利用者、及びユ

ーザー（第 2条で定義します。）はその変更内容に従うものとします。変更の都度、利用者

にはご連絡はいたしかねますので、ご利用の際には、本サイトに記載されております、最新

の利用規約をご確認ください。変更後の本利用規約は、本サイト上に公開された時点より効

力を生じるものとします。また、変更の効力が生じた後、利用者及びユーザーが本サイトを

ご利用される際に、変更後の本利用規約に同意したものとみなされます。 

 

 

第１条 （本サイト） 

 

第１項 本サイトは、本運営者が運営します。なお、本運営者は、本サイトの企画及び運営

に関する業務の一部を、第三者に委託することがあります。 

 

 

第２条 （ユーザー登録） 

 

第１項 利用者でユーザー登録を希望する者（以下「登録希望者」といいます。）は、本利

用規約および個人情報保護方針に同意し、Facebook アカウント、または Google+

アカウント、または本運営者の定める一定の情報（これら各々により本運営者が取

得する情報のことを、以下「登録情報」といいます。）を、本サイトを通じて本運

営者に提供することにより、ユーザー登録をすることができます。ユーザーの定義

は次項にて定義します。 

 

第２項 前項に定める登録完了時に、登録希望者と本運営者との間に本サイト利用契約が

成立し、登録希望者は、本サイトを本利用規約に従い利用することができます（以



下この利用者を「ユーザー」といいます。）。 

 

第３項 本運営者は、以下のいずれかの事由に該当すると本運営者が判断する場合、登録希

望者の登録又は再登録を認めません。この場合、本運営者は、その理由を一切開示

する義務を負いません。 

 登録情報の全部または一部に虚偽、誤記、記載漏れ、その他事実と相違する情

報が登録された場合 

 登録希望者が反社会的勢力（暴力団員、反社会的勢力、その他これに準ずる者

を含みます。）などの構成員、または資金提供、その他を通じて、反社会的勢

力等の維持、運営または経営に関与するなど、反社会的勢力と関係がある場合 

 登録希望者が、過去に本運営者との契約に違反した者、またはその関係者であ

る場合 

 その他、本運営者が登録を適当でないと判断した場合 

 

 

第３条 本サイト上での活動  

 

第１項 利用者の活動 

利用者は本利用規約に従って、以下のことを本サイト上にて行うことが出来ます。 

(i) 本サイトを閲覧すること。 

(ii) 本サイトにおいて、アイデア（以下「本アイデア」といいます。）および

作品（以下「本作品」といいます。）にたいして「いいね」をつけること。 

 

第２項 ユーザーの活動 

ユーザーは、本利用規約に従って、上記利用者の活動に加え、以下のことを本サイ

ト上にて行うことが出来ます。 

(i) 本サイトにおいて、2025年大阪万博誘致に賛同すること。 

(ii) 本サイトにアイデアを投稿すること。 

(iii) 本サイトにコンペティションに対して、作品を投稿すること。 

(iv) 第三者の本アイデアを含む本サイト上に存在する本アイデア、本作品に

対して、本サイト上でコメント（以下「本コメント」といいます。）をす

ること。 

 

ただし、（iii）の作品の投稿に関しては３０歳以下のユーザーのみ投稿することが

出来るものとします。 

なお、ユーザーが本サイトに投稿した本アイデア、本作品、本コメント、およびそ



の他の情報を、以下ユーザー投稿といいます。 

 

 

第４条 （アカウントの管理） 

 

第１項 ユーザーは、自身のアカウントについて、自己の責任の下で管理を行うものとし、

登録情報が不正確または虚偽であったためにユーザーが被った一切の不利益およ

び損害に関し、本運営者は一切の責任を負わないものとします。 

 

第２項 本運営者は、ログイン時に入力された情報が、登録された情報と一致することを所

定の方法により確認した場合にのみ、当該ログインを真正なユーザーのログイン

とみなし、ユーザーによる利用とみなします。 

 

 

第５条 （届出情報の変更、ユーザー登録の解除） 

 

第１項 ユーザーは、届出情報に変更があった場合、すみやかに本運営者の定める手続きに

より本運営者に届け出るものとします。この届出がない場合、本運営者は届出情報

の変更がないものとして取り扱います。 

 

第２項 ユーザーからの届出情報の変更の届出がないために、本運営者からの通知、その他

が遅延し、または不着、不履行であった場合、本運営者はその責任を負わないもの

とします。 

 

第３項 ユーザーは、本サイト所定のユーザー登録解除の手続きを行うことによって、ユー

ザー登録を解除することができます。 

 

 

第６条 （プライバシー） 

 

第１項 本運営者は、本サービスを提供するにあたり必要となる利用者情報を利用者から

取得します。 

 

第２項 前項の利用者情報の取扱い、および利用については、別途本サイトの定めによるも

のとし、利用者は本サービスの利用にあたって個人情報保護方針および個人情報

の取り扱いに同意するものとします。 



 

 

第７条 （自己責任の原則） 

 

第１項 利用者は、利用者による本サイトの利用と本サイトを使用してなされた一切の行

為とその結果について一切の責任を負います。 

 

第２項 利用者は、利用者による本サイトの利用、および本サイトを利用してなされた一切

の行為に起因して、本運営者又は第三者に対して損害を与えた場合（利用者が本利

用規約上の義務を履行しないことにより本運営者又は第三者が被害を被った場合

を含みます。）、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。 

 

 

第８条 （ユーザー投稿の利用、知的財産権） 

 

第１項 ユーザーは、ユーザー投稿に関する著作権（著作権法第 27 条および第 28 条に規

定する権利を含みます。）、商標権、意匠権、その他の知的財産権、所有権等一切の

権利を本運営者に無償で譲渡し、また、当該作品に関する著作者人格権その他一切

の人格権を本運営者およびその指定する者に対して行使しない旨をご了解いただ

くとともに、本運営者またはその指定する者等により商標・意匠の出願・登録が行

われることがあるため、その旨ご了解いただきます。本項における譲渡、了解はユ

ーザーがユーザー投稿を投稿したことをもって行われたものとし、永続的かつ取

消不能のものとします。本項に付属して、ユーザーは原則的にユーザー投稿の編集

を行うことができないものとします。 

 

第２項 すべてのユーザー投稿について、本運営者は、広報・記録等を目的とした印刷物、

Web、展示会、イベント等にて無償でこれを使用できるものとすることを許諾する

ものとする。本項における許諾はユーザーがユーザー投稿を投稿したことをもっ

て行われたものとし、永続的かつ取消不能のものとします。 

 

第３項 ユーザーは、そのユーザー投稿が当該ユーザー自らが創作したオリジナルの作品

であって、第三者の著作権、商標権、意匠権その他の知的財産権等の一切の権利を

侵害するものではないこと、ならびに、それらの違反があった場合には、その一切

の責任を負うとともに本運営者に一切の迷惑をかけないことを確約していただき

ます。本項における確約はユーザーがユーザー投稿を投稿したことをもって行わ

れたものとし、永続的かつ取消不能のものとします。 



 

 

第９条 （本運営者の財産権） 

 

第１項 ユーザーが送信（発信）したユーザー投稿の情報を除き、本サイトに含まれる一切

のコンテンツおよび情報に関する財産権は本運営者に帰属します。 

 

第２項 本サイトに掲載・提供されているコンテンツは、著作権法、商標法、意匠法等によ

り保護されております。 

 

第３項 本サイトおよび本サイトに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、知

的財産権に関する法令等により保護されている財産権および営業秘密を含んでお

ります。 

 

 

第１０条 （禁止事項） 

 

第１項 利用者は、本サイトを利用するに際し、以下の行為、または以下の行為に該当す

ると本運営者が判断する行為を行ってはなりません。 

 

 法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為 

 公序良俗に反する行為 

 本運営者、ユーザー、本サイトの他の利用者またはその他の第三者の知的財

産権、肖像権、プライバシー権、その他の権利または利益を侵害する行為 

 本運営者、ユーザー、本サイトの他の利用者またはその他の第三者の名誉、

ブランドイメージを築づけるような行為 

 本運営者、本サイトの他の利用者またはその他の第三者に対する詐欺または

脅迫行為 

 本サイトのネットワークまたはシステムなどに過度な負荷をかける行為及び

これらに不正にアクセスしまたは不正なアクセスを試みる行為 

 本サイトの情報の一部または全部コピー、第三者による本サイトの利用を可

能とする行為、その他本運営者による本サイトの運営を妨害するおそれがあ

る行為 

 他者になりすます行為 

 他のユーザーのユーザーＩＤまたはパスワードを取得、または利用する行為 

 本運営者の許可を得ないで行う本サイト上での宣伝、広告、勧誘その他の営



業行為 

 本運営者、本サイトの他の利用者、またはその他の第三者に不利益、損害、

不快感を与える行為 

 本サイトにおいて、以下に該当し、または該当すると本運営者が判断する本

アイデア、本作品、本コメントを投稿すること。 

・暴力的または残虐な表現を含む情報 

・コンピューター・ウイルスその他の有害なコンピューター・プログラ

ムを含む情報 

・本運営者、ユーザー、その他の第三者の名誉又は信用を毀損する表現

を含む情報 

・個人情報、企業秘密、その他公開されることを予定されていない情報 

・差別表現、および差別を助長する表現を含む情報 

・犯罪行為、薬物、その他反社会的な表現を含む情報 

・自殺、自傷行為、及びそれらを助長、惹起する表現を含む情報 

・他人に不快感を与える表現を含む情報 

・その他、本サイトの趣旨にそぐわない情報 

 本利用規約、その他の本サイトの利用についてのルールに抵触する行為 

 前各号の行為を直接的または間接的に惹起、または容易にする行為 

 

 

第１１条 （譲渡禁止等） 

 

第１項 ユーザーは、自身が保有するアカウントを第三者に譲渡したり、売買、名義変更、

その他の担保に供する等の行為ができないものとします。 

 

 

第１２条 （免責） 

 

第１項 本運営者は、本サイトの利用により発生した利用者の損害については、一切の賠償

責任を負いません。 

 

第２項 本運営者は本サイトにおいて発生した不具合、エラー、障害などにより本サイトが

利用できないことによって引き起こされた損害について一切の賠償責任を負いま

せん。 

 

第３項 本運営者が提供する情報、ユーザーが登録する文章、およびソフトウェア等につい



て、その完全性、正確性、適用性、有用性等いかなる保証も致しません。 

 

第４項 何らかの外的要因（システムの故障などを含みます。）により、本サイトのデータ

が破損した場合について、本運営者は一切責任を負いません。 

 

第５項 本サイトの中には、他のウェブサイトやリソースにリンクをしている場合があり

ます。その場合、本運営者は、当該サイトやリソースなどに起因または関連して生

じた、一切の損害（間接的であるか直接的であるかに関わりません。）について、

一切の賠償責任を負いません。 

 

 

第１３条 （サイトの一時的中断、停止） 

 

第１項 本運営者は、以下の場合には、利用者に事前の通知をすることなく、本サイトの一

部または全部の利用の停止または中断の措置をとることができます。 

 本サイトを提供するシステムの点検・保守 

 本サイトを提供するシステムの停止 

 火災、停電等により本サイトの運営ができなくなった場合 

 地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サイトの運営ができなくなった場合 

 戦争、動乱、暴動、騒乱等により本サイトの一時的な中断が必要と判断した場

合 

 その他、本運営者が停止または中断の必要があるものと判断した場合 

 

第２項 本運営者は、本運営者の都合により、本サイトの内容を変更することができます。 

 

第３項 本運営者は、ユーザーに事前に通知した上で本サービスの提供を終了することが

できます。 

 

第４項 本運営者は、本条によりユーザーに損害が生じても一切の責任を負いません。 

 

 

第１４条 （本サイトのユーザー投稿掲載） 

 

第１項 本運営者は、投稿されたユーザー投稿を本サイト上で公開する義務を負いません。

なお、本運営者がユーザー投稿を公開しない場合には、該当するユーザー投稿が本

利用規約に違反しているとき、技術的な理由があるときを含みますが、それらに限



りません。また、本運営者は次項の方法で報告されたユーザー投稿を、本運営者側

で判断をすることにより、ユーザーに事前に通知することなく削除することが出

来るものとします。 

 

第２項 本利用規約に違反している可能性があるユーザー投稿を報告するには、該当する

ユーザー投稿の URL 及び理由を記載して、info@wakazo-online.com まで、メール

で本運営者に報告してください。 

 

 

第１５条 （開発中のサービスについて） 

 

第１項 本運営者は、本サイト、サービスの一部または独立したサービスとして、開発中の

サイト、サービスを提供することができるものとします。 

 

第２項 ユーザーは、開発中のサービスがその性質上、バグや瑕疵、誤作動等、正常に動作

しない症状等の不具合を含み得るものとして提供されることを理解するものとし

ます。 

 

第３項 本運営者は、本運営者が必要と判断した場合には、事前に通知することなく、いつ

でも開発中のサイト、サービスの内容を変更、または開発中のサイト、サービスの

提供を停止もしくは中止することができるものとします。 

 

第４項 本運営者は、開発中のサイト、サービスの完全性、正確性、適用性、有用性、利用

可能性、安全性、確実性等につき、いかなる保証も一切しません。 

 

 

第１６条 （準拠法） 

 

第１項 本利用規約は、日本法に準拠し、解釈されるものとします。 

 

 

第１７条 （裁判管轄） 

 

第１項 利用者と本運営者との間で訴訟が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属的

合意管轄裁判所とします。 

 



 

【付則】 

 

２０１７年５月１日 制定・施行 

 

２０１７年９月２７日 改定 


