
［ 入会にあたり ］ 

・オンラインサロン上での会話、公開情報は秘密厳守にてお願いします。 

・サロンメンバーへの一方的な営業行為は一切禁止いたします。 

・上記、あるいは設定されたコミュニティルールや利用規約をお守りいただけない場合や著しい迷惑行為、

他会員の不利益と感じられる行為があった場合には、退会処置・法的処置をとらせていただくことがござ

います。ご了承ください。 

 

［ 入会の流れ ］ 

・http://lidic.com/aboutcymos/21salon/より「お申込みはこちら」ボタンをクリックして、月会費の決済を

お願いいたします。 

・https://www.facebook.com/groups/21salon/より「グループに参加する」ボタンをクリックして、入会申し

込みをお願いいたします。 

・月会費の決済、入会申込はどちらが先でも結構です。両方のお手続き完了より２営業日後よりサロンに

参加いただけます。 

・ご入会後、https://www.facebook.com/groups/21salon/へログインいただくと、サロン内の記事、動画がご

覧いただけます。 

 

「+21サロン」サービス利用規約 

第１条 はじめに 

１．この利用規約（以下「本利用規約」といいます）は、ライディック株式会社（以下「ライディック」と

いいます）が「+21サロン」の名称で運営する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）を、本サービスを利用する方（以下「ユーザー」といいます）が利用する際の一切の行為に適用されま

す。 

２．本利用規約は、本サービスの利用条件を定めるものです。ユーザーは、本利用規約に従い本サービス

を利用するものとします。 

３．本サービスは、個人を対象として提供するサービスです。よって、ライディックが特に認めた場合を

除き、個人ではない法人その他団体等の名義により本サービスのユーザー登録をすること、および本サー

ビスを利用することはできません。 

４．ユーザーが本サービスのユーザー登録をした場合、および本サービスを利用した場合、ユーザーが本

利用規約の全ての記載内容について同意したものとみなされるものとします。 

 

第２条 本利用規約の変更等 

１．ライディックは以下の場合に、ライディックの裁量により、本利用規約を変更することができます。 

（１）本利用規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。 

（２）本利用規約の変更が、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関わる事情に照らして合理的なものであるとき。 



２．ライディックは前項による本利用規約の変更にあたり、変更後の本利用規約の効力発生日の 7 日前ま

でに、本利用規約を変更する旨および変更後の利用規約の内容とその効力発生日を本サービスサイトに掲

示し、またはユーザーに電子メールで通知します。 

３．変更後の本利用規約の効力発生日以降にユーザーが本サービスを利用したときは、ユーザーが本利用

規約の変更に同意したものとみなされるものとします。 

 

第３条 利用申込・登録と登録期間等 

１．本サービスの利用を希望する方は、本利用規約の内容に同意したうえで、ライディック所定の方法に

より申込を行うものとします。 

２．本サービスの利用申込をした方（以下「利用申込者」といいます）は、ライディックが当該申込を承諾

した時点でユーザーとなります。 

３．本サービスは、ライディックが業務提携する株式会社 ROBOT PAYMENT（以下「ロボットペイ

メント」という）が提供する月額会費決済サービス(以下「決済サービス」といいます)の利用者登録をおこ

なっている方のみが利用することができるものとなっております。したがって、本サービスの利用を希望

する方は、事前に決済サービスの利用者として登録されていなければなりません。決済サービスの利用者

登録をされていない方は、本サービスのユーザー登録は受け付けられません。 

４．ユーザーのユーザー登録有効期間（本サービス利用可能期間）は、利用申込者がロボットペイメント

にて決済サービスの初回登録を行った時点を始期とし、ユーザー登録がなされた日の翌月の登録締日（下

記ご参照。以下「登録締日」といいます）の２３時５９分までとなります。登録締日の２３時５９分までに

ユーザーがライディック所定のユーザー登録終了の手続きを行い、ライディックが当該手続きを完了する

か、またはユーザーの資格が失効しない限り、原則ユーザー登録の有効期間は自動的に翌月の登録締日ま

で更新（以下「自動更新」といいます）されるものとし、以降も同様とします。 

【登録締日について】 

・「登録締日」はその月の「ユーザー登録がなされた日」の１４日前の日となります（例：ユーザー登録を

１１月１５日にされたユーザーの登録締日は毎月１日） 

 

第４条 利用申込の不承諾等 

ライディックは、次の各号のいずれかに該当する場合、ライディックの判断によって、利用申込者の申込

を承諾しないことがあります。この場合、ライディックは利用申込者に対し当該承諾しなかった理由を開

示する義務を負わないものとします。 

(1)利用申込者が決済サービスの利用登録者ではない場合 

(2)利用申込者が、ライディック所定の方法によらずに利用申込を行った場合 

(3)利用申込者が、虚偽の事項に基づいて利用申込した場合 

(4)利用申込者が、過去に本利用規約またはその他の規約・契約等に違反したことを理由として本サービス

またはその他ライディックのサービス利用停止処分を受けた者である場合 

(5)その他ライディックが不適切と判断した場合 



 

第５条 ユーザー登録の終了 

１．ユーザーが本サービスの利用を終了し、ユーザーとしての登録削除を希望する場合、ユーザーは、ラ

イディック所定の方法により手続きを行うものとします。 

２．ユーザーが決済サービスの利用を終了した場合、ライディックはユーザーに事前の告知等をなすこと

を要せずに、ユーザーに対する本サービスの提供を終了し、またユーザー登録を削除することができるも

のとします。 

３．ライディックは、ユーザーが次の各号に掲げるいずれかの行為を行った場合、ライディックの判断に

よって、ユーザーによる本サービス利用をお断りし、ユーザー登録を強制的に終了および削除することが

あります。 

(1)ライディック所定の方法によらずに利用申込を行ったことが明らかとなった場合 

(2)ユーザーがなした利用申込の内容に虚偽事項があったことが明らかとなった場合 

(3)ユーザーが本サービス登録に際し料金の決済手続きを 1か月以内に完了しない場合 

(4)ユーザーが登録した本サービスに関わる料金の決済を 3か月以上滞らせた場合 

(5)本利用規約に違反した場合 

(6)その他ライディックが不適切と判断した場合 

４．ユーザーの本サービスのユーザー登録が終了・削除された場合、ライディックは本サービス内のオン

ラインサロン・掲示板・チャットその他のユーザーが発言・投稿等し、または他の利用者とコミュニケー

ションをとることのできるサービス機能(総称して以下「発言・投稿サービス」といいます)におけるユーザ

ーによる発言・投稿等の情報(以下「ユーザー発言・投稿等」といいます)の一部または全部をユーザーの同

意なく任意に削除することができるものとします。 

５．ライディックは、前項に関わり、ユーザー発言・投稿等を削除する義務を負うものではありません。ユ

ーザー発言・投稿等を削除するか否かはライディックが任意に判断することができるものとします。ライ

ディックが削除することを決めない場合、ユーザーの本サービスのユーザー登録が終了・削除された以降

においても、ユーザー発言・投稿等については、本サービスにおいて掲載され続け、他のユーザーにおい

て引き続き閲覧可能な状態となります。 

 

第６条 利用料金等 

１．本サービスを利用するには、下記に定める要領により、ライディックに対して本サービスの月額基本

利用料金（以下「基本利用料金」といいます）を支払う必要があります。ユーザーは基本利用料金を支払う

ことにより、有効期間中本サービスを利用することができます。 

①基本利用料金（月額）は別途本サービスのサイト等にて表示される金額(消費税別途)とします。 

②基本利用料金の支払い方法は、ライディックが指定する方法（決済サービスの採用する決済方法）に限

るものとします。 

２．本サービスにおいては、基本利用料金とは別途の利用料金（以下「その他利用料金」といいます）が生

じるオプションサービスを提供する場合、あるいは有料の商品等を販売する場合があります。ユーザーは



これら有料オプションサービスを利用し、あるいは商品等を購入した場合、それらのその他利用料金また

は商品等購入代金をライディックが別途定める方法にて支払うものとします。 

３．ライディックは、基本利用料金およびその他利用料金を変更する場合、変更日の 30日前までにユーザ

ーに告知するものとします。ただし、やむを得ない事情が存する場合はこの限りではありません。また商

品等販売金額についても適時変更される場合があります。 

４．ライディックは、ユーザーが支払った、または自動更新後に発生することが一旦確定した基本利用料

金およびその他利用料金について、ユーザーが本サービスを有効期間内に利用しなかった場合、ユーザー

が自主的にユーザー登録終了した場合、またはユーザー資格が失効した場合を含め、理由の如何を問わず

返金および減免等を行わないものとします。 

 

第７条 登録メールアドレスおよびパスワードの管理 

１．ユーザーは、自分の管理に属する使用可能なメールアドレスを登録メールアドレスとして登録しなけ

ればならないものとします。またユーザーは、当該登録メールアドレスが自己の管理に属さなくなった場

合、自己の管理に属する使用可能な別のメールアドレスを変更登録しなければならないものとします。 

２．ユーザーが前項に定める変更登録手続きを怠ったことにより、ユーザーに損害が生じたとしても、ラ

イディックは何らの責任を負わないものとします。 

３．ユーザーは、自己の登録メールアドレスおよびパスワードの不正利用の防止に努めるとともに、その

管理について一切の責任を負うものとします。 

４．登録メールアドレスやパスワードが第三者に利用されたことによって生じた損害等について、ライデ

ィックに故意または重過失がある場合を除き、ライディックはいかなる責任も負わないものとします。 

５．ライディックは、ユーザー登録の有効期間中において、ユーザーの登録メールアドレスに対し、本サ

ービスに関わる各種案内およびその他ライディックが任意に選定した情報等を定期また不定期に配信する

ことができるものとします。ただし、ユーザーが情報の提供を希望しない旨を、事前または事後にライデ

ィックに所定の方法で通知した場合、ライディックは本サービスの提供に必要な場合を除いて、情報の提

供を行わないものとします。 

 

第８条 アカウントの保有 

１．ユーザーは１つのみの本サービスのアカウントを保有することができるものとします。１人が複数の

アカウントを保有すること、また複数人が１つのアカウントを共同して保有し利用することはできません。

ただし、ライディックが特段の事情により認めた場合はこの限りではありません。 

２．ユーザーは自らのアカウントについて、いかなる場合・理由においても第三者に譲渡し、貸与し、また

は使用させてはならないものとします。 

 

第９条 利用環境の整備 

１．ユーザーは、本サービスを利用するために必要となる機器・ソフトウェア、通信環境、セキュリティ対

策、およびその他を自らの責任と負担により整備するものとします。 



２．ライディックはユーザーの本サービスを利用するための環境整備について一切関与せず、また一切の

責任も負担しません。 

 

第１０条 第三者サービスの利用 

１．ライディックは、本サービスの一部をライディックおよびロボットペイメント以外の第三者が運営す

るＷｅｂサービス等（例えば Facebook や Slack など。総称して以下「第三者サービス」といいます)を介

して提供する場合があります。ユーザーは、第三者サービスを介して提供される本サービスを利用する場

合、自らの責任と負担により当該第三者サービス利用に関わる手続きを行い、利用環境を整えるものとし、

ライディックはユーザーによる当該第三者サービス利用に関わる手続きについて関与せず、またユーザー

が当該第三者サービスを利用できることを保証するものではありません。 

２．ユーザーは、第三者サービスを介して提供される本サービスを利用する場合、当該第三者サービスの

運営者(以下「第三者サービス運営者」といいます)が定める利用規約等を遵守するものとします。 

 

第１１条 個人情報の取扱い 

１．ライディックは、ユーザーに関わる個人情報をライディックのホームページにて掲載する「プライバ

シーポリシー」に則して適切に取り扱うものとします。 

２．ライディックは、前項に関わらず、ユーザーに関わる個人情報を、ロボットペイメントと共有するこ

とができ、ユーザーはこれに同意します。なお、ロボットペイメントはユーザーの個人情報をロボットペ

イメントがロボットペイメントのホームページまたは決済サービスサイトにて掲載される「プライバシー

ポリシー」に則して取り扱います。 

３．ライディックは、本サービスの一部を第三者サービスを介して提供する場合、当該第三者サービス運

営者に対しユーザーに関わる個人情報を、本サービス提供に必要となる最低限の範囲において提供する場

合があり、ユーザーはこれに予め承諾するものとします。 

 

第１２条 ユーザーの責任 

１．ライディックは、事前にユーザーおよび他の利用者の発言・投稿サービスにおける発言・投稿等の内

容を閲覧することは行いません。従って、それら発言・投稿の内容や利用の状態については真偽、正確性、

第三者の権利を侵害していないこと等を含め一切保証しておりません。発言・投稿サービスの利用は、ユ

ーザーご自身の責任において行ってください。 

２．ユーザーは、ユーザー発言・投稿等した内容について、第三者の権利を侵害していないことをライデ

ィックに対し保証するものとします。 

３．ユーザーは、ユーザーが本サービスを利用してなした一切の行為およびその結果について一切の責任

を負います。ユーザーは他人の名誉を毀損した場合および他人の権利を侵害する行為をした場合、自らの

責任と負担により解決しなければならず、ライディックは一切の責任を負担しません。 

４．ユーザー発言・投稿等について、ライディックはそれらを保存する義務を負わないものとします。よ

ってユーザーは、必要な事項・情報等については自らの責任においてバックアップをとる等するものとし



ます。 

５．ユーザーは、本サービスの利用申込時（ユーザー登録時）においてライディックに申請したユーザー

に関わる情報が変更等した場合、遅滞なくライディック所定の方法によりライディックに通知しなければ

ならないものとします。また、ユーザーが決済サービスを利用しなくなった場合も同様とします。 

６．ユーザーは、ライディックまたは本サービスの他の利用者との間で紛争が生じた場合には、当事者間

においてこれを解決するものとします。 

 

第１３条 発言・投稿に関する事項 

１．本サービスおよび発言・投稿サービスでの使用言語は、日本語に限定します。 

２．発言・投稿に関わり著作権等の権利が発生する場合、当該発言・投稿に特別の意思表示のない限り、そ

れを書き込んだ利用者に帰属するものとみなします。 

３．本サービスおよび発言・投稿サービスにおいては、何人も、他の利用者からの発言・投稿に応答しなけ

ればならない義務は負わないものとします。 

 

第１４条 各種視聴サービス 

１．本サービスにおいては、テキスト記事、画像や PDF 資料、その他の動画や音声等（総称して以下「本

コンテンツ等」といいます）をサービスサイト上で配信し、ユーザーが視聴できるサービスを提供する予

定です。 

２．本コンテンツの詳細（内容、視聴可能期間、有償となる場合の料金、その他等）については、本サービ

スのサイト上への掲載のほか、ライディックがユーザーの登録メールアドレスに配信するメール等により

案内されます。 

３．本コンテンツ類に関わる著作権その他の一切の知的財産権は、ライディックまたはライディックに権

利を付与する第三者に帰属するものであり、特に明示されている場合を除き、ユーザーに対してはそれら

をユーザー自身のみが視聴することが許諾される以外の一切の権利は付与されないものとします。したが

って、ユーザーは、特段の明示される許諾がある場合を除き、本コンテンツ類を第三者に譲渡、貸与しま

たは視聴させることの他、ダウンロード、複製、転載、改変、翻訳、二次的著作物の制作、Ｗｅｂ上への掲

載等を含む公衆送信など権利者の権利を侵害する行為をしてはならないものとします。 

 

第１５条 本サービスの変更・利用の停止等 

１．ライディックは、ライディックの都合により、本サービスの全部または一部をいつでも任意の理由で

追加、変更、中断、終了することができます。 

２．ライディックは、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利用を停止または中断することができるものとします。この場合、ライデ

ィックは、本サービスの利用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。 

①ライディックまたはロボットペイメントが本サービスに関わ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・運用が困難となった場合 

③本サービスに関わるコンピュータシステムまたは通信回線が事故により停止等した場合 

④その他、ライディックが本サービスの提供・運用が困難と判断した場合 

 

第１６条 禁止事項 

ユーザーは、本サービスにおいて以下の行為をおこなってはならないものとします。万一、ユーザーがこ

れら行為をなしたとライディックが判断した場合、ライディックは、ユーザーによる本サービスの利用を

停止させ、ユーザー発言・投稿等の一部または全部をユーザーの同意なく削除し、またはその他ユーザー

にとって不利益となる措置をなすことがあります。 

①日本国法令または公序良俗に反するおそれのある発言・投稿その他行為をすること 

②著作権などの第三者の知的財産権を侵害し、または侵害を助長する行為 

③国内法に抵触するサイトへのリンクを設定すること 

④ライディックもしくは第三者のプライバシーを侵害し、もしくは秘密を漏えいするような発言・投稿を

すること 

⑤ライディックもしくは第三者に対する誹謗中傷または名誉毀損、もしくは他者に対して不利益または不

快感を与えるおそれのある発言・投稿をすること 

⑥虚偽または故意に誤解を与える発言・投稿をすること 

⑦民族的・人種的差別につながる、または倫理的に問題のある発言・投稿をすること 

⑧特定の政党もしくは政治団体のための活動、宗教活動等を目的とした発言・投稿をすること 

⑨商業用の広告、宣伝または勧誘を目的とする発言・投稿をすること。ただし、ライディックが事前に承

諾したものを除きます 

⑩自分以外の人物を名乗ったり、他の企業・団体・組織等の代表権や代理権がないにもかかわらずあるも

のと装ったり、または他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽ったりする言動をすること 

⑪性行為、わいせつな行為等を目的として利用すること 

⑫面識のない異性との出会い等を目的として利用すること 

⑬アダルトサイト、ワンクリック詐欺サイト、ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を流布させ

ることを目的とするサイト等、ライディックが不適切と判断するサイトに誘導する発言・投稿をすること

（単にリンクを張る行為を含みます） 

⑭他の利用者の個人情報を収集し蓄積すること、またはこれらの行為をしようとすること 

⑮ユーザー自身または第三者の住所、電話番号、メールアドレス等の個人が特定される情報を本サービス

内の他の利用者に公開される場所に発言・投稿すること 

⑯ライディック等が禁止を明示した発言・投稿または削除した発言・投稿と同一または類似する内容の発

言・投稿をすること 

⑰本サービスの目的および開設されたテーマとは無関係な発言・投稿をすること 

⑱本サービスにより得た情報を転載または引用および他メディアへの掲載等をすること 



⑲事実に反する情報を他の会員に流布すること 

⑳他の利用者による本サービスの利用を妨害すること 

㉑次に掲げるスパム行為を行うこと。 

(1)スパム投稿・スパムメッセージ：一人または複数の者が、本サービス内の発言・投稿可能な場所に、同

一または類似の文章を発言・投稿し、またはメッセージで送信すること 

(2)スパムワード：一人または複数の者が、本サービス内の発言・投稿可能な場所に、当該場所と無関係も

しくは関連性の希薄な語句を複数羅列し、または著しく長い文章もしくは大量の語句を発言・投稿するこ

と 

(3)スパム URL：一人または複数の者が、本サービス内の発言・投稿可能な場所に、同一の URL を投稿し、

またはメッセージで送信すること 

(4)その他ライディックがスパムと判断する行為をすること 

㉒ライディックの設備に蓄積された情報を不正に書き換え、または消去する行為をすること 

㉓ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載すること 

㉔ライディックまたは他者のサーバーに負担をかける行為、もしくは、本サービスの運営やネットワーク・

システムに支障を与える行為、またはこれらの恐れのある行為をすること 

㉕本サービスにより提供される情報を改ざん・消去すること 

㉖本サービスに接続されている他のコンピュータシステムまたはネットワークへの不正アクセスを試みる

こと 

㉗本サービスまたは本サービス上で使用されているソフトウェアをリバース・エンジニアリング、逆コン

パイル、または逆アセンブルすること 

㉘ライディックおよびライディックの関連会社が関与する公開前のプロジェクトの内容を第三者に口外す

ること 

㉙運営および特定メンバーへの誹謗中傷、荒らし行為な等コミュニティの秩序を大きく乱すこと 

㉚本サービスの他、当社の運営するサービスを妨害する行為 

㉛前各事項に類する行為をすること 

㉜その他、ライディックが定める事項に反する行為をすること 

 

第１７条 免責事項 

１．ユーザーが本サービスの利用により、第三者の権利を侵害しまたは第三者に対して損害を与えたこと、

あるいはユーザーが第三者より権利侵害を受けまたは損害を受けたことに関連して生じた全ての苦情や請

求について、ライディックは一切関知せず、また損害賠償その他の責任・義務を一切負いません。 

２．ライディックは、ユーザーによる本サービスへの発言・投稿内容等を削除したこと、もしくは削除し

なかったこと、または保存しなかったことについて一切責任を負わず、その理由を説明する義務を負いま

せん。 

３．ライディックは、本サービスの内容の追加、変更、または本サービスの中断、終了によってユーザーに

生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。また、アクセス過多、その他予期せぬ要因で表



示速度の低下や障害等が生じた場合も同様とします。 

４．ライディックは、ユーザーおよび他の利用者によって発言・投稿される情報を監視したり、保存する

義務を負いません。 

５．ライディックは、ユーザーおよび他の利用者によって発言・投稿される情報の合法性、道徳性、信頼

性、正確性等について責任を負いません。 

６．ライディックは、次に掲げる場合、当該ユーザー発言・投稿等の内容を閲覧したり、保存したり、第三

者に開示すること（総称して以下「閲覧等」といいます）ができるものとします。ライディックは、それに

よって生じたいかなる損害についても、一切責任を負わないものとします。 

①ライディックが、ユーザーの登録メールアドレスに宛てて閲覧等の同意を求める電子メールを送信した

場合で、次の各号に掲げるいずれかに該当するとき。 

(ア)ユーザーが閲覧等に同意したとき 

(イ)ライディックが閲覧等の同意を求める電子メールを送信してから 7 日以内に、これを拒否する旨のユ

ーザーの電子メールでの回答がライディックのメールサーバに到達しなかったとき。ただし、緊急性があ

り止むを得ない事由が生じたときは除きます。 

②本サービスの技術的不具合の原因を解明し、解消するため必要なとき。 

③裁判所や警察などの公的機関から、法令に基づく正式な照会を受けたとき。 

④本利用規約に違反する行為またはその恐れのある行為が行われ、ユーザー発言・投稿等の内容を確認す

る必要が生じたとライディックが判断したとき。 

⑤人の生命、身体および財産などに差し迫った危険があり、緊急の必要性があるとライディックが判断し

たとき。 

⑥本サイトを適切に運営するために必要が生じたとき。 

⑦その他本規約にて定める事項に該当するとき。 

７．ユーザーによる本サービスの利用に伴い、ライディックの債務不履行または不法行為に基づきユーザ

ーに損害が発生した場合、ライディックはユーザーに対し、当該債務不履行または不法行為が生じた月に

おいてユーザーに生じる本サービスの基本利用料金およびその他利用料金額を上限として、損害賠償責任

を負います。ただし、ライディックに故意または重過失がある場合はこの限りではありません。 

 

第１８条 ユーザー発言・投稿等の閲覧・使用許諾等 

１．ライディックは自らまたは第三者に委託して、ユーザー発言・投稿等を、本サービスの円滑な提供、本

サービスの品質向上、本サービスシステムの構築、改良、メンテナンス等に必要な範囲内で閲覧等、監視、

および使用することができるものとします。ただし、ライディックはこれらを実施する義務を負うもので

はありません。 

２．ライディックは、ユーザー発言・投稿等につき、サービスの保守や改良等に必要な範囲で複製等を行

えるものとします。 

３．ライディックは、本サービスの広告および本サービスにより派生する商品化および役務化（書籍化等

の二次利用を含むがこれに限りません）の目的のために、ユーザー発言・投稿等を無償で利用（複製・複



写・改変・第三者へのサブライセンスその他あらゆる利用を含みます）できるものとし、ユーザーは、これ

をライディックに対して、永続的かつ取消不能のものとして許諾するものとします。ただし、ユーザー発

言・投稿等のうち個人を特定することのできる情報やユーザーが限定公開の意図を明示して投稿した情報

を利用する場合、ライディックは、ユーザー発言・投稿等を投稿したユーザーの事前の承諾を得るものと

します。 

４．ライディックが本条に定める範囲内でユーザー発言・投稿等を使用するにあたっては、情報の一部お

よび氏名等の表示を省略することができるものとします。 

５．ユーザーは、本条に基づくライディックによるユーザー発言・投稿等の利用について、ライディック

およびライディックの指定する者に対し著作者人格権を行使しないものとします。 

 

第１９条 ライディックの削除権限 

ライディックは、次に掲げる場合、ユーザー発言・投稿等の違法性・規約違反の有無に関わらず、ユーザー

発言・投稿等の一部または全部をユーザーの同意なく削除し、またはその他ユーザーにとって不利益とな

る措置をなすことがあります。 

①人（実在の人物であるか否かを問わず、漫画・アニメ等のキャラクターを含みます）の裸体（着衣の全部

または一部を欠くものをいいます）を撮影・描写した発言・投稿がなされた場合。 

②公的な機関または専門家（国、地方公共団体、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信

者情報の開示に関する法律のガイドラインに規定された信頼性確認団体、インターネット・ホットライン

センター、弁護士等をいいます）から、ユーザー発言・投稿等について、違法、公序良俗違反または他人の

権利を侵害する等の指摘・意見表明があった場合。 

③権利者と称する者から、ユーザー発言・投稿等が自分の権利を侵害する旨の申告があった場合。ただし、

権利者と称する者から権利者であることを合理的に判断できる資料を提示され、ライディックにて慎重に

検討した結果、権利者であるとライディックが判断した場合に限ります。 

 

第２０条 反社会的勢力の排除 

１．ユーザーは、現在および将来において、自己が次に掲げる各号に該当しないことを表明し、保証しま

す。 

①暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他の反社会的勢力と認め

られる企業、組織および個人等（以下、総称して「反社会的勢力」といいます）であること、また反社会的

勢力であったこと 

②反社会的勢力に直接的または間接的に資金提供していること 

③前各号に掲げるもののほか、反社会的勢力と何らかの関係を有していること 

２．ユーザーは、自らまたは第三者を利用して、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとしま

す。 

①ライディックおよび本サービスの他の利用者に対して脅迫的な言動をし、もしくは暴力を用いること 

②偽計または威力を用いてライディックの業務を妨害すること 



③ライディックおよび本サービスの他の利用者に対して不当な要求をすること 

 

第２１条 損害賠償 

ユーザーの行為（ユーザーの行為が原因で生じた第三者からのクレーム等を含みます）に起因してライデ

ィックに損害が発生した場合、ライディックはユーザーに対し、当該損害の全額（ライディックが負担す

る弁護士費用を含みます）を賠償請求できるものとします。 

 

第２２条 権利義務の譲渡禁止 

ユーザーは、本規約に基づく全ての契約について、その契約上の地位およびこれにより生じる権利義務の

全部または一部を、ライディックの書面による事前の承諾なく第三者に対し譲渡、移転、担保設定その他

の処分をすることはできないものとします。 

 

第２３条 本利用規約の有効性 

１．本利用規約の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、本利用規約のその他の規定は有効と

します。 

２．本利用規約の規定の一部が他の利用者との関係で無効とされ、または取り消された場合でも、本利用

規約はユーザーとの関係では有効とします。 

 

第２４条 準拠法および管轄裁判所 

１．本利用規約の準拠法は、日本法とします。 

２．ユーザーとライディックの間で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。 

 

2020年 11 月１8 日制定  2020 年 11 月 24 日適用 

2021年 3 月 25 日改定 


