Teamlancer 利⽤規約
本規約は、株式会社エンファクトリー(以下「当社」といいます)が提供するサービス「
Teamlancer」をご利⽤いただく際の、会員、ユーザー、プロジェクトオーナー（それぞれ
第 2 条に定義します）及び当社との間の⼀切の関係に適⽤されます。本サービス(第 2 条に
定義します)の利⽤につきましては、本規約にご同意いただく必要がありますので、ご利⽤前
に必ず本規約をお読みなり、本サービスにご登録くださいますようお願いいたします。
第 1 条(規約の適⽤)
1. 本規約は、ご登録⼿続時及び登録後に適⽤されます。当社は、本サービスのご

利⽤を希望される⽅（以下「登録希望者」といいます）及び会員への事前通知
・承諾なしに、必要に応じて本規約を随時変更することができるものとします
。本規約の変更は、当社が別途定める場合を除いて、本サービスを提供する当社ウ
ェブサイト（以下「本サイト」といいます）にその内容が反映された時点で効
⼒を⽣じるものとします。会員が、本規約の変更の効⼒が⽣じた後に本サービ
スを利⽤した場合には、変更後の本規約に同意したものとみなされます。
2. 当社は、登録希望者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスへの登録

をしないことができるものとし、かつ登録完了後のときには登録解除することがで
きるものとします。
1. 本サービスへの登録事項の全部⼜は⼀部につき虚偽、誤記⼜は記載漏れの可

能性がある場合
2.既に本サービスに登録した可能性がある場合
3.本サービス、その他の当社の提供するサービス⼜はその他の当社との契約におい
て規約違反その他を理由に登録の解除⼜は契約の解除等をされたことがある場合
4. その他当社が不適当と判断した場合
第 2 条(定義)
1. 「本サービス」とは、当社ウェブサイトにおいて Teamlancer という名称で運⽤し

ているサービスを意味します。
2. 「会員」とは、本規約に同意の上申込みを⾏い、本サービスの利⽤登録を完了した

⽅をいいます。
3. 「ユーザー」とは、本サービスにおいてプロジェクトやチームページのメンバー募集に

対し応募をする、法⼈企業及び個⼈をいいます。
4. 「プロジェクトオーナー」とは、本サービスにおいてプロジェクトを掲載する、法

⼈企業及び個⼈をいいます。
5. 「チームページ」とは、本サービス上において法⼈企業及び個⼈が登録するチーム

の情報を記載したウェブページのことを意味します。
6. 「チームリーダー」とは、当社の指定する⼿続きに基づき、本サービスにおいてチ

ームページを掲載する、法⼈企業及び個⼈をいいます。
7. 「外部 SNS サービス」とは、Facebook ⼜はその他の事業者が提供している当社

の定めるソーシャル・ネットワーキング・サービスで、登録メンバーの認証、友⼈関係
の開⽰⼜は当該外部ソーシャル・ネットワーク内へのコンテンツの公開などの機

能を持ち、本サービスの実施に利⽤されるサービスを意味します。
8. 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実⽤新案権、商標権、意匠権及びその他の知

的財産権（法令により定められた権利に限らず、法律上保護される利益を含む）
並びにそれらの権利を出願する権利を意味します。
9. 「利⽤契約」とは、当社と会員の間で成⽴する、本規約の諸規定に従った本サービ

スの利⽤契約を意味します。

第 3 条 (利⽤登録)
1. 登録の申請は必ず本サービスを利⽤する本⼈が⾏わなければならず、原則として

代理⼈による利⽤登録は認められません。
2. 会員は、⾃らの意思及び責任をもって、本サービスに会員登録し、本規約及び当社

が会員にお知らせする⽅法に従って利⽤するものとします。
3. 本サービスの利⽤登録に際し、当社は会員に対し以下のような書類の提出を求め

る場合があります。登録者は当該求めがあった場合には、必要な書類を速やかに当
社に対し提出するものとします。
(1) 登録者が本⼈であることを特定・確認するための⽒名・住所等記載された書類
4. 会員は、利⽤登録後、次に掲げる登録事項に変更がある場合、速やかに本サイトよ

り変更の反映を⾏う必要があります。本サイトでの変更の反映がない場合、本サー
ビスが利⽤できない場合(当社の判断による利⽤停⽌の場合を含みますが、これに
限りません)や当社の判断により登録を解除することがありますのでご注意くださ
い。
(1) ⽒名 (2) 住所 (3) 電話番号

(4) 電⼦メール

5. 当社は、会員が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、利⽤の全部⼜は

⼀部を制限することがあります。
・本サービスへの登録事項の全部⼜は⼀部につき情報の不⾜、誤記、虚偽⼜は他
者の権利の侵害が疑われるものがあった場合
・その他、当社が適当でないと判断した場合

第 4 条(プロジェクトの掲載と応募)
1. 本サイトにおいて会員はプロジェクトのメンバー募集の掲載を⾏い、内容に沿っ

た応募を受けることができます。ただし、当社が定める条件に満たないと判断した
会員は、⼀部機能がご利⽤いただけない場合もあります。
2. プロジェクトオーナーはプロジェクトを掲載する際に、依頼内容を正確かつ適切

に⼊⼒する必要があります。
3. プロジェクトオーナーは、⾃らの依頼内容が他者の知的財産権、プライバシー権、

パブリシティ権、肖像権⼜はその他の権利を侵害していないこと及び他者の秘密情
報を開⽰⼜は漏洩していないことを保証するものとします。
4. 当社は、プロジェクトオーナー、ユーザーその他第三者の間において本サービスに

関して⽣じた紛争等について関与せず、プロジェクトオーナー及びユーザーは、⾃ら
当該紛争等の解決を⾏うものとし、当社に対し、いかなる責任追及⼜は補償を求めるこ
とはできないものとします。

第５条（チームページの掲載と応募）
1. 本サイトにおいて会員はチームのメンバー募集の掲載を⾏い、内容に沿った応募

を受けることができます。ただし、当社が定める条件に満たないと判断した会員は、
⼀部機能がご利⽤いただけない場合もあります。
2. チームリーダーは、チームページの掲載、管理、運営等の責任を負うものとし、メンバ

ー募集を掲載する際に、依頼内容を正確かつ適切に⼊⼒する必要があります。
3. チームリーダーは、⾃らのメンバー募集における依頼内容が他者の知的財産権、プ

ライバシー権、パブリシティ権、肖像権⼜はその他の権利を侵害していないこと及
び他者の秘密情報を開⽰⼜は漏洩していないことを保証するものとします。
4. 当社は、チームリーダー、ユーザーその他第三者の間において本サービスに関して

⽣じた紛争等について関与せず、チームリーダー及びユーザーは、⾃ら当該紛争等の解
決を⾏うものとし、当社に対し、いかなる責任追及⼜は補償を求めることはできないも
のとします。
第 ６ 条(秘密保持)
会員は、会員登録の際⼜はその他の機会に当社の業務上・技術上の秘密情報を⼊⼿
した場合、その秘密情報を、本サービスの規約⼜はその他のガイドラインに従った
利⽤以外の⽬的に利⽤しないこととします。また、会員は、当該秘密情報を第三者
への情報開⽰⼜は漏洩してはならず、当社は、会員による秘密情報の開⽰⼜は漏
洩により⽣じた損害につき、何らの責任を負わないものとします。
第 ７ 条 (保証と責任)
1. 会員は、本サービス登録時に提供する情報に虚偽の事項が無いことを保証します。
2. 会員が前項に違反したことに起因して、他の会員⼜はその他の第三者との間で紛争
等が⽣じた場合には、会員⾃⾝の責任においてこれに対処するものとし、当社及び
他の会員に⼀切の迷惑をかけないことを保証します。
3. 会員は、⾃⾝(法⼈の場合は、⽀配株主、代表者、役員⼜はその他の実質的に経営に
関与している者を含む。)が暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動
標ぼうゴロ、⼜は特殊知能暴⼒集団その他の反社的会勢⼒(以下「反社会的勢⼒」と
いいます)に所属⼜は該当せず、かつ、反社会的勢⼒と関与していないことを表明し
、将来にわたっても所属若しくは該当、⼜は関与しないことを保証します。
4. 当社は、会員が本条第１項⼜は第３項に違反する可能性があることを知った場合、
事前に会員に通知することなく、本サービスの全部若しくは⼀部の提供を停⽌し、
⼜は会員としての登録を抹消することができるものとします。
第 ８ 条 (禁⽌事項)
1.会員は、本サービスの利⽤に際し、次の各号の⾏為を⾏ってはならないものとします
。
1)

公序良俗に反する⾏為

2)

犯罪⾏為の助⻑⼜はその実⾏を暗⽰する⾏為

3)

当社⼜は他者の知的財産権を侵害する⾏為

4)

当社⼜は他者の財産、信⽤、名誉⼜はプライバシーを侵害する⾏為

5)

当社⼜は他者に不利益・不信感を与える⾏為

6)

他者⼜はその商品若しくはサービスを誹謗中傷する、⼜は社会的信⽤を落とす⾏
為

7)

他者の秘密情報を開⽰⼜は漏洩する⾏為

8)

虚偽⼜は不正確な情報を提供する⾏為

9)

ID/パスワードを他⼈が知りうる⾏為⼜は1つのID/パスワードを複数⼈が利⽤す
る⾏為

10) 本サービスに掲載中のプロジェクトを重複登録する⾏為
11) 本サービスの運営を妨げる、当社の信⽤を毀損する、⼜は当社の営業を妨害する

⾏為
12) 法令、これに準ずるガイドライン⼜は準則等に反する⾏為
13) 本規約⼜は本サービスの利⽤⽅法若しくはその他のガイドラインに違反する⾏為

2. 当社は、会員の⾏為が前項各号のいずれかに該当するものであることを知った場合
、事前に会員に通知することなく、本サービスの全部若しくは⼀部の提供を停⽌し、会
員の登録情報、プロジェクト、チームページ若しくはその他の本サービスに掲載中の情報
を削除し、⼜は会員としての登録を解除することができるものとします。

第 ９ 条 (サービスの停⽌・終了等)
1. 当社は、災害、労働争議、停電、本サイトのシステムの故障・点検等、外部 SNS
サービスのサービス提供の中断等、若しくはその他の事情、⼜は当社の都合により、会
員に事前通知することなく、本サービスの全部⼜は⼀部を変更、停⽌⼜は終了すること
があります。当社は、本サービスの変更、停⽌⼜は終了によって会員に不利益⼜は損害
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。
2. 当社は、本サイト上で通知をすることにより、当社の判断により本サービスを終了す
ることができるものとします。当社は、本サービスの終了によって会員に不利益⼜は損
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。
第 １０ 条 (不保証)
当社は、会員の本サービスの登録及び利⽤が、プロジェクトオーナーとユーザー間のプ
ロジェクトにかかる契約の成⽴を約束するものではなく、また会員が本サービスの登録⼜
は利⽤することについての法令等への適合性、会員の利益、サービスの正確性、及び本サ
ービスの登録及び利⽤に係る情報の保管⼜は保存について、何らの保証をするものではあ
りません。
第 1１ 条 (免責)
当社が故意に会員に損害を与えた場合を除き、会員が本サービスへ申込み、⼜は本サー
ビスを利⽤したことにより⽣じた⼀切の損害につき、何らの責任を負わないものとします
。
第 1２ 条(損害賠償)
会員が本規約に反した⾏為⼜は違法な⾏為をすることによって当社、他の会員⼜はその
他の第三者が損害を与えた場合、当社は会員に対して損害賠償請求ができるものとし、直

接若しくは間接⼜は通常損害若しくは特別損害を問わず、⼀切の損害を賠償するものとし
ます。
第 1３ 条(登録解除)
1. 会員が、当社が定める所定の⽅法で登録解除申請をし、当社にてデータが受信され

た時点で当社が登録解除申請を受け付けたものとし、本サービスから当該会員の登
録を解除します。
2. 会員が本サービスに登録したプロフィール、プロジェクト情報、チームページ情報

、メッセージ履歴、及びアカウント情報等（以下「登録情報」といいます）は、登録
解除後本サービスから削除されます。⼀度登録解除されると、当該登録情報を回復
することはできません。
3. 前２項の規定に関わらず、当社は、会員の⾏為の証拠保全の必要その他の必要によ

り、 会員の登録解除⼜は登録情報の削除が不適当と考える場合、登録解除⼜は登
録情報の削除を⾏わないときがあります。
第 14 条(個⼈情報の取扱い)
1. 当社は、本サービスお申込み時及び登録時に提供いただいた個⼈情報を当社の「プ

ライバシーポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。
2. 会員が本サービスの登録解除を⾏った場合、前条第３項にあたるときを除き、原則

として、登録解除の 1 カ⽉以内に本サービスのデータベースから提供頂いた個⼈情
報を削除するものとします。なお、当社のデータベースからの削除の有無に関わら
ず、登録解除後に、再度利⽤登録をした場合も、以前に登録した情報を引き継ぐこ
とはできません。
第 15 条(プロフィール及び事例の取扱い)
1. 会員は、当社が本サービス若しくは本サイト以外の当社サイト⼜はその他の媒体に

おいて、本サービス⼜は当社の広告・宣伝等のために必要な範囲で、会員が提供し
た写真、⽒名、その他の登録者⾃⾝の経歴及び挨拶⽂を含むプロフィール、プロジ
ェクト、並びにチーム紹介情報(以下「会員コンテンツ」といいます)の内容を掲載
することを承諾します。
2. 前項の範囲で当社が会員コンテンツを掲載したことにより、登録者に⽣じた損害

について、当社は⼀切責任を負わないものとします。
3. 当社は、会員が本サービスを利⽤する際に必要⼜は有益と認められる情報（本サー

ビスの機能、オプション、メンテナンス、プロジェクト、及びチーム紹介情報、並
びに当社の他のサービス）を、会員へのメール送信⼜は本サイトに掲⽰することに
より、会員に提供することができます。
第16 条(譲渡禁⽌)
会員は、本規約上の地位⼜は本規約に基づく権利若しくは義務を当社の事前の書
⾯による承諾なく、第三者に譲渡、移転⼜は担保に供してはならないものとしま
す
第 1７条(存続規定)

登録者が登録解除⼜はその他の事由により本規約上の地位を失った場合であって
も、本規約第 5 条、第 6 条、第 9 条、第 10 条乃⾄第 16 条及び第 18 条は、引き
続き効⼒を有するものとします。
第１８条(準拠法及び管轄裁判所)
本規約は⽇本法に準拠するものとし、本サービスの利⽤にあたり、当社と会員との
間で発⽣した問題・紛争が協議によって解決できず、訴訟の必要が⽣じた場合、東
京地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。
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