
会員校利用規約 

この利用規約（以下、「本会員校規約」といいます。）は、株式会社エデュケーショナルネ

ットワーク（以下、「当社」といいます。）が学校応援コミュニティサイト『Yellz』（以下、

「本サイト」といいます。）を通じて提供するサービス（以下「本サービス」といいます。）

のうち、会員校に向けたサービス（以下「会員校サービス」といいます。）の利用条件を定

めるものです。 

 

第 1 章 総則 

 

第１条（定義） 

本会員校規約において使用する用語は、各条項において定める場合を除き、それぞれ次の

各号に定めるとおりとします。 

（１）「本サービス」とは、本サイトを通じて提供される一切のサービスをいいます。 

（２）「ユーザー」とは、本サイトを閲覧するすべての者をいいます。 

（３）「サポーター」とは、ユーザーのうち、別途定めるサポーター利用規約を承認の上、

当社が定める方法によりサポーター登録を行い、当社が承認した者をいいます。 

（４）「会員校」とは、本会員校利用規約を承認の上、入会の申し込みを行い、当社が承認

した国公立又は私立の小学校、中学校、高等学校、義務教育学校、中等教育学校、特別

支援学校、大学、高等専門学校、専修学校及びその他一切の学校をいいます。 

（５）「会員校サービス」とは、本サービスのうち会員校に向けたサービスをいいます。 

（６）「会員校アカウント」とは、当社から会員校に発行された本サービス内でのアカウン

トをいいます。 

（７）「教職員等」とは、会員校に所属する教員、職員、生徒及び部活動の指導者など会員

校の指定する者をいいます。 

（８）「教職員等アカウント」とは、当社が指定した上限数に従い、会員校が教職員等へ発

行するアカウントであり、会員校サービスの全部又は一部について使用することがで

きるアカウントをいいます。 

（９）「コミュニティ」とは、本サービス内において会員校が設置する当該会員校の部活動

等について応援するウェブページをいいます。 

（１０）「プロジェクト」とは、コミュニティ内で会員校が本サービスを通じて寄付による

支援を集める目的で作成・公開された活動をいいます。 

（１１）「プロジェクト期間」とは、本サービス上で会員校が各プロジェクトに設定した、

寄付金を受け付ける期間をいいます。 

（１２）「会員校情報」とは、会員校サービスの提供を受ける目的で、会員校が当社に提供

した一切の情報をいいます。 

（１３）「コンテンツ」とは、サポーター又は会員校が本サービス上で投稿した文章、画像、



動画その他のデータをいいます。 

（１４）「コメント」とは、コンテンツのうち、本サービス上で、投稿されるメッセージと

しての文章、画像、動画その他のデータをいいます。 

（１５）「ポスト」とは、コンテンツのうち、コミュニティ上で、ユーザーに向けて公開す

ることを目的に、会員校が投稿する記事としての文章、画像、動画その他のデータをい

います。 

（１６）「寄付」とは、ユーザーが本サービスを通じて、金銭を寄付することをいい、かか

る金銭を「寄付金」といいます。 

（１７）「証明書」とは、ユーザーが会員校に対して寄付を行ったことを証明する、当該会

員校が発行する証明書をいいます。 

（１８）「ユーザー利用規約」とは、ユーザーと当社の間の利用条件を定める規約をいいま

す。 

（１９）「サポーター利用規約」とは、サポーターと当社の間の利用条件を定める規約をい

います。 

（２０）「個別規約」とは、会員校利用規約、サポーター利用規約その他当社の定める個別

の規約の総称をいいます。 

（２１）「利用規約等」とは、ユーザー利用規約、個別規約その他当社が本サービスの運用

のために定めたルールの総称をいいます。 

（２２）「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的

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等を出願する権利を含

みます。）を意味します。 

 

第２章 登録 

 

第２条 （会員校登録） 

１．ユーザーは、利用規約等の定めに従い会員校登録をすることで、コミュニティを設置す

ることができ、また当該コミュニティの中でプロジェクトを登録し、寄付の募集をおこな

うことができます。 

２．ユーザーのうち会員校となることを希望する学校（以下、「登録希望校」といいます。）

は、当社指定の方法に従って、会員校登録情報を入力し、本会員校規約に同意の上、会員

校登録手続の申込みを行うものとします。 

３．当社は、前項に基づく申込みを行った登録希望校の利用の可否を判断し、当社が会員校

登録を承認する場合、登録希望校に対し、登録完了の旨をメール等の方法により通知し、

アカウントを発行します。当該通知により、本会員校規約を内容とする利用契約が当社と

登録希望校の間に成立します。利用希望校は、利用契約の成立により、会員校として登録

されます。 



４．登録希望校は、利用の申込みにあたり、真実、正確、最新の会員校登録情報を当社に提

供しなければなりません。 

 

第３条（登録の拒否） 

当社は、登録希望校が次の各号のいずれかに該当すると認める場合、会員校登録の承認を

拒否することがあります。この場合において、当社は、承認を拒否した理由を開示する義務

を負いません。 

 （１）登録希望校の教職員等が反社会的勢力若しくは反社会的活動を行う団体に所属し、

又はこれらと密接な関係が認められる者である場合 

 （２）利用規約等の規定に反する又は反すると疑われる場合 

 （３）過去に当社より本サービスの利用停止等の措置を受けていた場合 

 （４）その他当社が会員校として適切でないと判断した場合 

 

第４条（変更通知） 

１．会員校は、会員校登録情報に変更があるときは、当社の定める方法により速やかに当社

に通知するものとします。 

２．当社は、会員校が前項の通知を怠ったことにより、通知の不送達その他の事由が生じ、

それにより会員校に損害が生じた場合であっても、一切責任を負わないものとします。 

３．会員校は、当社から登録情報に関する資料の提供を求められた場合、速やかにこれに応

じるものとします。 

 

第５条（会員校アカウント管理） 

１．会員校は、当社が付与する会員校アカウントを適切に管理する責任を負うものとします。 

２．会員校は、一校につき一つの会員校アカウントのみを保有することができるものとしま

す。 

３．会員校は、会員校アカウントを第三者に利用させ、又は譲渡その他の処分をすることが

できません。 

４．当社は、会員校アカウントを利用して行われた一切の行為を、当該会員校本人による行

為とみなします。 

５．会員校は、会員校アカウントが第三者に漏えいした場合又は会員校アカウントが第三者

に使用されている疑いのある場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社の

指示がある場合にはこれに従うものとします。この場合、当社はその会員校アカウントを

不正アカウントとして停止することができるものとします。 

６．会員校は定期的にパスワードを変更する義務を負い、その義務を怠ったことにより損害

が生じても当社は一切の責任を負わないものとします。 

７．会員校アカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は会



員校が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。また、会員校アカウントの管理不

十分、使用上の過誤、第三者（子会社、関係会社及び関連会社を含みます。以下同じ。）

の使用等により当社が損害を被った場合、会員校は、当該損害を賠償するものとします。 

 

第３章 会員校サービス 

 

第６条（利用許諾） 

１．当社は、会員校に対して、本会員校利用規約に定められた条件のもとで、会員校サービ

スの利用を非独占的に許諾します。 

２．会員校サービスに関する知的財産権は、全て当社又は当社にライセンスを許諾している

者に帰属しており、本会員校規約に基づく会員校サービスの利用許諾は、会員校サービス

に関する当社又は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の使用許諾を意味す

るものではありません。 

 

第７条（アカウントの発行） 

１．会員校は、教職員等に対し、当社の定める方法により教職員等アカウントを発行するこ

とができます。 

２．教職員等アカウントは、以下の種類があり、会員校の裁量により、対象の教職員等へ発

行されるものとします。なお、詳細については、別途当社が定めるガイドライン等をご覧

ください。 

（１）プロジェクトの登録やコメントの投稿又は公開を承認する承認アカウント 

（２）寄付金に関するデータをダウンロードする経理アカウント 

（３）サポーターからのコメントを閲覧し、コメントの返信を作成し、ポストを作成する

ことができる作成アカウント 

（４）その他、当社がガイドライン等で定めるアカウント 

３．会員校は、利用規約等で定められた会員校の義務を教職員等に遵守させるものとし、当

該教職員等による義務の違反に関し、当社に対してすべての責任を負うものとし、自己の

費用と責任において、当社の指示に従い、違反を行った教職員等の本サービスの利用を中

止し、かつ、再発防止に必要な措置をとるものとします。 

 

第８条（プロジェクトの登録） 

１．会員校は、当社所定の方法により、本サイト上に寄付を募集するプロジェクトを登録す

ることができます。当該プロジェクトは、ユーザー又はサポーターからの寄付の申込みを

受けることができます。 

２．プロジェクトの登録は、会員校の責任において行うものとし、当社は、一切の責任を負

いません。 



３．会員校は、登録したプロジェクトを会員校の都合で取り下げることはできません。やむ

を得ない理由により登録したプロジェクトをプロジェクト期間の満了前に終了させる必

要が生じた場合、当社へ連絡するものとします。 

４．プロジェクトにより集まった寄付金については、プロジェクトに記載した用途に使用す

るものとし、定期的にポストによってユーザー又はサポーターに報告を行う義務を負う

ものとします。 

５．会員校は、プロジェクトの寄付の内容として、サポーターから、毎月 1 回、特定の会

員校の特定のプロジェクトに寄付を受けるという内容のプロジェクト（以下「定期寄付プ

ロジェクト」といいます）を登録することもできます。 

 

第４章 寄付 

 

第９条（寄付の成立） 

１．ユーザー又はサポーターからの寄付の申込み（定期寄付プロジェクトへの寄付の申込み

も含む。以下、本条において同じ。）は、当該寄付の対象となるプロジェクトを掲載して

いる会員校へ通知されます。 

２．前項に基づくユーザー又はサポーターからの寄付の申込みが行われた時点で、当社は、

当該ユーザー又はサポーターと会員校との間に寄付契約が成立したものとみなします。

当該ユーザー又はサポーター及び会員校は、寄付契約に基づき発生した権利義務を第三

者に譲渡、担保提供その他の処分をすることはできないものとします。 

３．当社は、寄付契約が成立した後、会員校からの寄付金の受領を拒否するなどの要求の一

切について受け付けることはできません。 

４．会員校とユーザー又はサポーターの間の寄付契約は、両当事者の間に直接成立します。

当社は、寄付契約の当事者又は代理人ではなく、また、寄付行為の委託を受けるものでは

ありません。 

 

第 10 条（寄付金の支払い） 

１．会員校は、当社又は当社の指定する決済事業者及び収納代行業者に対して、寄付金を代

理受領する権限を付与することにつき承諾するものとします。また、会員校は、ユーザー

が当社又は当社の指定する決済事業者及び収納代行業者に対して、寄付金を支払った時

点で、ユーザーによる寄付契約に基づく支払いは完了することを承諾するものとします。 

２．当社は、前項に基づく権限により代理受領した寄付金を、末日にて締め、翌月末日まで

に、会員校の指定した銀行口座へ払い込みます。当該払込をもって、当社は、会員校に対

する債務を全て履行したものとします。なお、銀行振込手数料は会員校の負担とし、1 口

座あたり 300 円(税抜)とします。 

３．会員校が本サービスに入力した決済手段又は金融機関の情報が第三者に利用され又は



当該情報の内容が不正確であったことによって会員校に生じた損害について、当社は一

切の責任を負わないものとします。 

４．当社は、寄付金を代理受領するだけであり、寄付金に関する一切の責任を負うものでは

ありません。支払いの遅滞や寄付金額の不足などのお問い合わせについて、当社は回答す

る義務はありません。 

 

第 11 条（謝礼） 

会員校は、プロジェクトに寄付したサポーターに対し、任意で謝礼を提供することができ

ます。当該謝礼の提供は、会員校の費用と責任の下に行われるものであり、当社は一切の責

任を負いません。 

 

第 12 条（税金） 

本サービスを利用する場合には、会員校又はサポーターに対し、税金が課せられることが

ありますが、かかる課税について当社は一切関与しないものとし、自らの責任で処理するも

のとします。 

 

第 13 条（証明書） 

寄付についての証明書は、会員校が、その責任で発行するものとします。証明書の発行に

ついて、当社は、何らの責任も負いません。 

 

第５章 利用料金 

 

第 14 条（利用料金） 

１．会員校は、当社に対し、会員校サービスの利用料金として、寄付契約によりサポーター

から会員校に対して支払われる寄付金の 18％に相当する金額を利用料金として支払うも

のとします。 

２．本サービスの利用料は、当社が会員校に代わって受領する寄付金から差し引く方法によ

り徴収されるものとし、会員校は、かかる方法により徴収することにつき予め同意するも

のとします。 

３．会員校は、本サービスの利用料金に係わる消費税、地方消費税及びその他法令に基づき

課される租税公課を負担するものとします。 

４．当社は、会員校の承諾なく利用料金を変更することができるものとします。 

５．当社は、会員校より支払いを受けた利用料金につき、書面による別段の合意がある場合

を除き、減額又は返金しないものとします。 

 

第６章 プロジェクト 



 

第 15 条（プロジェクトの終了） 

１．プロジェクトは、次の各号に定める事由が生じた場合、終了します。 

（１）会員校の定めたプロジェクト期間が満了した場合 

（２）その他当社がプロジェクトの継続が不適切と判断する場合 

２．プロジェクトの終了に伴いサポーター又は第三者に生じる損害については、会員校がそ

の一切を負うものとし、当社は、一切の責任を負わないものとします。 

３．会員校とサポータ―の間で定期寄付プロジェクトに関する寄付契約が成立した場合、当

該サポーターが退会するなどの理由によりサポータ―サービスの利用を終了したとき、

当該終了をもって、サポータ―から当該寄付契約の解除の意思表示が行われたものとみ

なし、当該寄付契約は当然に終了することに会員校は同意します。 

 

第７章 コンテンツ 

 

第 16 条（ポスト・コメント） 

１．会員校は、コミュニティ上で、文章、画像、動画その他のデータをポストとして、投稿

し、公開することができます。 

２．会員校は、自身の設置したコミュニティにおいて、サポーターから送付されたコメント

及び当該サポーターへ返信した自身のコメントについて、自己の裁量により、本サイト上

へ公開することができます。 

３．会員校は、当社がサポーター及び会員校の間のコメントを必要に応じて閲覧すること及

び当社が当該コメントを他のユーザーが閲覧可能な形式で本サイト上に公開することに

ついて、あらかじめ同意するものとします。 

４．会員校は、自身の設置したコミュニティにおいて、サポーターから送付されたコメント

を、会員校のパンフレット等に掲載することができます。ただし、当社は、適切でないと

判断した場合、当該掲載を中止するよう会員校に求めることができるものとし、会員校は

当該中止の要請を受けた場合、速やかに従うものとします。 

 

第 17 条（知的財産権等） 

１．会員校は、ポスト及び会員校の投稿したコメントを含むコンテンツについて、本サイト

内へ投稿することについての適法な権利を有していること及び当該コンテンツが第三者

の権利を侵害していないことについて、当社に対し表明し、保証するものとします。 

２．会員校は、コンテンツについて、当社に対し、使用、複製、譲渡、貸与、公衆送信、翻

訳、翻案、二次的著作物の作成、その他一切の利用行為並びにこれらの行為を第三者へ行

わせることに関する世界的、非独占的、無償かつ譲渡可能なライセンスを付与します。 

３．会員校は、当社及び当社が指定した者に対して著作者人格権を行使しないことに同意す



るものとします。 

 

第 18 条（非保証） 

１．会員校の投稿したコンテンツに関する一切の責任は、当該会員校が負うものとし、当社

は、当該コンテンツの内容、品質、正確性、信憑性、適法性、最新性、有用性等について、

確認いたしません。また、当社は、それらに関して、一切の保証をせず、一切の責任を負

わないものとします。 

２．会員校は、他の会員校又はサポーターが投稿又は発信したコンテンツに関して、その内

容、品質、正確性、信憑性、適法性、最新性、有用性等を、自身で判断するものとし、当

社は、それらに関して、一切保証せず、一切責任を負わないものとします。 

 

第８章 禁止行為 

 

第 19 条（禁止行為） 

１．会員校は、本サービスの利用にあたり、次に定める各号のいずれかに該当する行為又

は該当すると当社が判断する行為をしてはなりません。 

（１）ユーザーに対して、本サービスを介さず寄付を行うよう働きかける行為 

（２）当社の許諾なくユーザーへ寄付金を返金する行為 

（３）本利用規約又は法令に違反する行為 

（４）当社、本サービスの他のユーザー又はその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為 

（５）公序良俗に反する行為 

（６）当社、本サービスの他のユーザー又はその他の第三者の知的財産権、肖像権、プラ

イバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為 

（７）本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為 

（８）本サービスの運営を妨害するおそれのある行為 

（９）当社のネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし、又は不正なアクセスを試

みる行為 

（１０）第三者に成りすます行為 

（１１）パスワードの不正利用行為 

（１２）当社が事前に許諾しない本サービス上での宣伝、公告、勧誘、又は営業行為 

（１３）本サービスの他のユーザーの情報を収集する行為 

（１４）当社、本サービスの他のユーザー又はその他の第三者に不利益、損害、不快感を

与える行為 

（１５）反社会的勢力等への利益供与を目的とする行為 

（１６）第三者との出会いや交際を目的とした行為であり、当社が本サービスの目的から

して不適切と判断する行為 



（１７）前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為 

（１８）その他、当社が不適切と判断する行為 

２．会員校は、次の各号に該当し、又は該当すると当社が判断する情報をユーザー、サポー

ター、当社若しくは他の会員校に送信又は本サービス上に投稿（コメントとしての投稿を

含みます。）してはなりません。 

（１）本人の承諾のない個人情報（但し、一般に公開されている著名人などの情報は除く） 

（２）アダルト画像、動画、その他アダルトサイト関連の情報（イラストや絵画等も含む） 

（３）ユーザー、サポーター、他の会員校若しくは他人を誹謗・中傷もしくは侮辱する情

報又は他人の名誉や信用を傷つける情報 

（４）法律に抵触ないし社会通念上、不適切と解釈され、又はその恐れのある情報 

（５）過度に暴力的又は残虐な表現を含む情報 

（６）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 

（７）当社、ユーザー又は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 

（８）わいせつな表現を含む情報 

（９）差別を助長する表現を含む情報 

（１０）自殺、自傷行為を助長する表現を含む情報 

（１１）薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報 

（１２）反社会的な表現を含む情報 

（１３）チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める情報 

（１４）他人に不快感を与える表現を含む情報 

（１５）第三者との出会いや交際を目的とした情報であり、当社が本サービスの目的から

して不適切と判断する情報 

（１６）マルチ商法への勧誘、投資の勧誘など、商業上の利益を得ることを目的とした情

報 

（１７）自己のメールアドレス等の本サービス以外の他の媒介による連絡をとるための

情報 

（１８）その他当社が不適切と判断する情報 

 

第９章 違反への措置 

 

第 20 条（コンテンツの削除） 

１．当社は、法令又は利用規約等の遵守状況などを確認する必要がある場合、コンテンツの

内容を確認することができます。ただし、当社はそのような確認を行なう義務を負うもの

ではありません。 

２．当社は、次の事由が生じた場合、会員校の同意なく、コンテンツを削除又は第三者へ提

供することができます。 



（１）利用規約等に違反する又は違反するおそれのあると当社が判断した行為が認めら

れた場合 

（２）前条第 2 項に該当する情報が含まれていると当社が判断した場合 

（３）裁判所、警察等の捜査機関、税務署等の行政機関、弁護士会等の公的機関が法令に

基づいて開示を請求してきた場合 

（４）その他、本サービスの適切な運用のため必要であると当社が判断した場合 

３．当社は、本条に基づくコンテンツの削除又は第三者への提供によって生じた損害につい

て、一切の責任を負わないものとします。 

 

第 21 条（利用停止・退会措置） 

１．会員校が以下各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、直ちに本サービス

の利用停止、投稿した内容の削除等の措置を取ることができ、また、利用契約を解除し、

当該会員校を退会させることができるものとします。 

（１）利用規約等のいずれかの条項に違反した場合 

（２）登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合 

（３）支払停止もしくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更

生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続きの開始の申立があった場

合 

（４）第 19 条第 1 項各号にある行為を行った場合又は第 19 条第 2 項各号の情報を投稿

した場合 

（５）過去に利用規約違反等により、当社から退会等の処分を受けている場合 

（６）反社会的勢力であると判明した場合、又は、反社会的勢力等が経営に実質的に関与

している法人の役員、従業員である等反社会的勢力等と何らかの関係を有している

と判明した場合 

（７）その他当社が本サービスの利用を適当でないと判断した場合 

２．会員校が前項各号に定める事由に該当した場合において、当社が何らかの損害を被った

場合、当該会員校は当社の損害を賠償するものとします。 

３．当社は、本条に基づく本サービスの利用の停止によって生じた損害について、一切の責

任を負わないものとします。 

 

第 22 条（サービスの中断） 

１．当社は、次の事由が生じた場合、本サービスの全部又は一部を中断することができます。 

（１）定期的又は緊急に本サービス提供のためのコンピューターシステムの保守・点検を

行う場合 

（２）火災・停電、天災地変等の非常事態により本サービスの運営が不能となった場合 

（３）戦争、内乱、暴動、騒擾、労働争議等により、本サービスの運営が不能となった場 



   合 

（４）本サービス提供のためのコンピューターシステムの不良及び第三者からの不正ア

クセス、コンピューターウイルスの感染等により本サービスを提供できない場合 

（５）法律、法令等に基づく措置により本サービスが提供できない場合 

（６）その他、当社が止むを得ないと判断した場合 

２．当社は、前項に基づき本サービスを中断する場合、適切な方法により会員校及び第三者

にその旨を通知するものとします。ただし、緊急の場合は、この限りではありません。 

３．当社は、本条に基づく本サービスの中断によって生じた損害について、一切の責任を負

わないものとします。 

 

第 23 条（サービスの変更、廃止） 

１．当社は、本サービスの内容や機能・利用料金等を変更し、追加し、削除することができ

るものとします。 

２．当社は、当社の判断によっていつでも、会員校の同意なく、本サービスを廃止できるも

のとします。 

３．当社は、本サービスに関わる重要な機能・利用料金等を変更・廃止する場合、事前に会

員校にその旨を周知するものとします。ただし、緊急の場合は、この限りではありません。 

４．当社は、本条に基づく本サービスの廃止又は変更によって生じた損害について、一切の

責任を負わないものとします。 

 

第１０章 免責 

 

第 24 条（トラブル） 

本サービスに関連して、会員校とユーザー（他の会員校及びサポーターを含む。）の間で

生じたトラブルに関しては、当該会員校の責任において処理及び解決するものとし、当社は

かかるトラブルについて一切の責任を負わないものとします。 

 

第 25 条（設備等） 

１．本サービスの提供を受けるために必要な、コンピューター、ソフトウェア、その他の機

器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、会員校の費用と責任において行うも

のとします。 

2．会員校は自己のサービスの利用環境に応じて、コンピューターウイルスの感染の防止、

不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講

じるものとします。 

３．当社は、会員校のコンテンツについてバックアップを行う義務を負うものではありませ

ん。当社は、コンテンツのバックアップがなされていないことに基づき会員校に生じた損



害について一切の責任を負いません。 

４．会員校は、本サービスの利用開始に際し又は本サービスの利用中に、本サイトからのダ

ウンロードその他の方法によりソフトウェア等を会員校のコンピューター等にインスト

ールする場合には、会員校が保有する情報の消滅若しくは改変又は機器の故障、損傷等が

生じないよう十分な注意を払うものとし、当社は会員校に発生したかかる損害について

一切の責任を負わないものとします。 

5．会員校の行為により、当社に損害（弁護士費用その他の費用及び当社による第三者への

賠償金の支払を含みます。）が発生した場合、会員校は当社の損害を賠償するものとしま

す。 

 

第 26 条（免責等） 

１．会員校サービスを利用して行われた寄付及びその結果について当社は一切の責任を負

いません。また、当社の故意又は重過失によらずに対象プロジェクトが実行されず、又は

対象プロジェクトの進行が中断したことによって損害が発生したとしても、当社は、その

損害の責任を負わないものとします。 

２．当社は、当社の故意、重過失がある場合を除き、会員校の逸失利益、間接損害、特別損

害、拡大損害、弁護士費用等を賠償しないものとします。当社が責任を負う場合は、当社

は会員校の損害につき、会員校が 1 年間に当社に本サービスの対価として支払った総額

を限度額として、それ以上の賠償する責任を負わないものとします。 

３．会員校のコンテンツは、会員校自身の責任によって管理されるものとし、当社は、会員

校のコンテンツの誤り、消失、毀損、漏洩又は第三者による改ざん等に関し、一切の責任

を負わないものとします。 

 

第１１章 その他 

 

第 27 条（期間） 

１．会員校サービスの利用期間は、利用契約が成立した日の属する年度の 3 月末日までと

します。 

２．利用期間満了の 30 日前までに会員校から別段の意思表示がない場合、本契約は同一条

件にて 1 年間更新されるものとし、その後も同様とします。 

３．会員校は、本契約期間中といえども、解約日の 30 日前までに、当社所定の手続きによ

って当社に通知することにより、利用契約を解約し、退会することができるものとします。

ただし、プロジェクト期間中は解約することはできません。 

５．会員校は、本契約の解約を行う場合、事前に、本サイトを介して行われた寄付に関する

データについて、自己の責任及び負担でバックアップ等の必要な措置を講じるものとし

ます。 



 

第 28 条（契約終了後の措置） 

１．会員校は、事由のいかんにかかわらず、利用契約が終了した場合、既に生じた利用料金

等について、当社所定の方法で支払うものとし、また、当社に既に支払われた利用料金に

ついて、一切返還請求などは行うことはできないものとします。 

２．当社は、事由のいかんにかかわらず、利用契約が終了した場合、その終了日以降は、会

員校の個別の同意を得ることなく、本サイト上に掲載された会員校のプロジェクトや、本

サービスに関する会員校のデータの全てを削除することができるものとします。この場

合、当社は、当該削除による一切の責任を負いません。 

３．会員校は、事由のいかんにかかわらず、利用契約が終了した後、再度、会員校サービス

の利用を希望する場合、再度、本会員校規約に規定する登録手続きを実施するとともに、

当社に対し、利用料金を支払うものとします。ただし、当社は、利用契約が終了する前の

会員校のデータ等を復元する義務を負いません。 

 

第 29 条（再委託） 

当社は、本サービスの提供に際して必要となる業務の全部又は一部を当社の判断にて第

三者に再委託することができるものとします。 

 

第 30 条（損害賠償） 

会員校による利用規約等への違反により当社に損害が発生した場合、当社は、当該会員校

に対し、損害賠償を請求できるものとします。 

 

第 31 条（規約の変更） 

１．当社は以下の各号のいずれかの場合に、当社の裁量により、利用規約等を変更すること

ができます。 

（１）利用規約等の変更が、会員校の一般の利益に適合するとき。 

（２）利用規約等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内

容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである

とき。 

（３）その他当社が必要と判断したとき。 

２．当社は前項による利用規約等の変更にあたり、事前または変更後速やかに利用規約等を

変更する旨及び変更後の利用規約等の内容とその効力発生日を適切な方法により、会員

校に周知します。 

３．当社は、変更後の利用規約等の効力発生日以降に会員校が本サービスを利用したとき、

当該会員校は、利用規約等の変更に同意したものとみなします。 

 



第 32 条 （通知・連絡） 

１．当社から会員校に対する通知その他の連絡は、本サイト上の掲示又は当該会員校のマイ

ページへの掲示により行うものとします。ただし、当社が必要であると判断した場合には、

当社から当該会員校の登録メールアドレス宛に個別的に通知を行うものとします。 

２．会員校が登録メールアドレス変更の届出を怠る又は当社からの通知を受領しない設定

としている等会員校の責めに帰すべき事由により、当社が行った通知又は送付した書類

等が延着し又は到達しなかった場合は、通常到達すべき時に到達したものとし、当該不到

達により会員校に損害が生じた場合であっても、当社は、一切の責任を負わないものとし

ます。 

３．会員校から当社への連絡は、本サイト内の所定の場所に設けられている「お問い合わせ」

のページから、所定のフォームに従ったメールの送信により行うものとします。なお、当

該メールの受付時間は、祝祭日、年末年始を除く平日（月曜日～金曜日）の午前 10 時～

午後 5 時までとし、午後 5 時以降に受信したメールは、翌営業日に受信したものとして

扱うものとします。 

 

第 33 条（秘密情報の取扱い） 

１．会員校及び当社は、本サービスを提供又は利用するために相手方から提供を受けた相手

方の営業上又は技術上、その他業務上の情報のうち、相手方が提供の際に秘密と指定した

情報（以下、「秘密情報」といいます。）を、第三者に開示、提供又は漏洩してはならない

ものとし、本サービスを提供又は利用する目的の範囲内で利用するものとします。但し、

次の各号に該当する情報、又は事前に相手方から承諾を得ている場合についてはこの限

りではないものとします。 

（１）開示を受けたときに既に公知である情報 

（２）開示を受けた後、自己の責によらず公知となった情報 

（３）開示を受ける前から、自己が適法に保有している情報 

（４）秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報 

（５）相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 

２．前項の定めにかかわらず、会員校及び当社は、法令の定めに基づき又は権限ある官公署

からの要求に従って、秘密情報のうち開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先

又は当該官公署に対して開示することができるものとします。この場合、法令に反しない

範囲において、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知する

ことができない場合には開示後速やかにこれを行うものとします。 

３．秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとし、

相手方からの承諾を得て複製・複写した秘密情報がある場合には、これも同様に取り扱う

ものとします。 

４．前各項の定めにかかわらず、当社が必要と認めた場合には、当社は、当社の再委託先に



対して、本サービスの提供に必要な範囲で、会員校から事前の書面による承諾を受けるこ

となく秘密情報を開示することができるものとします。この場合、当社は当該再委託先に

対して、本条に基づき当社が負う秘密保持義務と同等の義務を負わせるものとします。 

５．本条の規定は、利用契約の終了後、3 年間有効に存続するものとします。 

 

第 34 条（お問い合わせ） 

１．当社は、本サービスに関する FAQ 等のサポート情報を適宜本サイト上に掲示するも

のとし、会員校は当該情報を参照することができるものとします。 

２．会員校は、本サービスの操作等に関する質問等がある場合、管理画面の問い合わせフォ

ームを通じて、当社に問い合わせることができるものとします。 

３．当社は、第 1 項に定めるサポート情報や前項の問い合わせに対するアドバイスについ

てその正確性、適切性の確保に努めるものとしますが、当該アドバイスについて誤りがな

いことを明示又は黙示を問わず保証するものではありません。 

４．本サービスをアップデートした場合には、アップデート後の新しいサービスが本条に基

づくサポートサービスの対象となり、アップデート前のサービスについては対象外となり

ます。 

 

第 35 条 （個人情報の取り扱い等） 

１．当社は、当社のプライバシーポリシー（https://yellz.jp/privacy/ ）に従い、会員校の個

人情報を適切に取り扱うものとします。 

２．会員校は、本サービスを通じて知り得たユーザー又はサポーターに関する個人情報を、

個人情報保護法等の法令の定めに従い、適切に取り扱うものとし、当社のプライバシーポ

リシーにて同意を得た目的でのみ使用するものとします。 

 

第 36 条（利用状況等確認情報の取得） 

１．当社は、会員校が本サービスの利用に際 

して使用するＯＳ・ブラウザの種類、インターネット接続状況、アカウント等の使用状況そ

の他会員校による本サービスの利用状況等に関する情報（但し、行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律に規定される特定個人情報その他個人

を特定することが可能な情報は含まれません。以下「利用状況等確認情報」といいます。）

を取得することがあります。 

２．当社は、前項に基づき取得した利用状況等確認情報を、セキュリティ管理、本サービス

の利便性向上、当社の新製品開発、会員校による本サービスの利用状況の確認その他会員

校に対するサービスの向上に用いる目的に限って利用するものとし、会員校の同意なく

当該目的以外の用途で利用することは一切ありません。 

 



第 37 条（サービスレベル） 

１．本サービスにサービルレベルが定められている場合（サービスレベルの内容は別途定め

ます。）、当社は、当該サービスレベルを満たすよう努めるものとします。 

２．当社は、会員校の承諾なしに、サービスレベルを随時変更することができるものとしま

す。 

３．第 1 項に記載するサービスレベルが満たされなかった場合でも当社は損害賠償その他

一切の責任も負わないものとします。 

 

第 38 条 （Cookie 等及び IP アドレス等） 

１．当社は、次の各号に定める目的を達成するため、Cookie・広告識別番号及び会員校から

取得したアクセスログ（IP アドレスを含み、以下「Cookie 等」といいます）を利用する

ことがあり、会員校はこれを承諾するものとします。 

（１）会員校が登録情報の一部を入力することにより、全部を入力する手間を省くため 

（２）会員校の動向を分析し、よりよいサービスを企画、提供するため 

２．会員校は、利用するパーソナルコンピュータやスマートフォン端末等における設定やブ

ラウザの設定により、Cookie の利用を許可するか否かの選択をすることができます。た

だし、会員校が Cookie の利用を許可しない設定とした場合、当社は会員校の情報を正し

く認識できず、本サービスの一部について適切な提供が行えない可能性があります。また、

それに起因して会員校に生ずる損害について、当社は一切の責任を負わないものとしま

す。 

 

第 39 条（反社会的勢力等の排除） 

１．会員校は、当社に対し、反社会的勢力等（暴力団、暴力団関係企業、総会屋、特殊知能

暴力集団、右翼団体、過激な政治活動をする集団その他これらに準ずる者。以下、同じ。）

に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するものとし

ます。 

２．会員校は、当社に対し、自ら又は第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わない

ことを確約するものとします。 

（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、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

（４）脅迫的な言動、風説の流布をなし、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、

又は相手方の業務を妨害する行為 

（５）その他前各号に準ずる行為 

３．会員校が、本条第 1 項各号又は第 2 項各号に該当する場合、当社の判断により、当該会

員校の本サービスの利用の停止等の措置を講ずるものとします。この場合、当社は、当該



措置により会員校に損害が発生した場合においても、一切の責任を負わないものとしま

す。 

 

第 40 条 （本規約の譲渡等） 

会員校は、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位又は利用規約等に基づく権

利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることは

できません。 

 

第 41 条 （分離の可能性） 

１．利用規約等の一部の規定の全部又は一部が法令に基づいて無効と判断された場合であ

っても、当該規定は当事者間の意思にできる限り沿うように解釈されるものとし、当該規

定の無効部分以外の部分及び利用規約等のその他の規定は有効とします。 

２．利用規約等の規定の一部がある会員校との関係で無効とされ、又は取り消された場合で

も、利用規約等はその他の会員校との関係では有効とします。 

 

第 42 条 （準拠法、協議・管轄裁判所） 

１．利用規約等の準拠法は、日本法とします。 

２．利用者と当社の間で本サービス又は利用規約等に関して訴訟の必要が生じた場合、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。 

 

 

 


