
利用規約 
最終更新日：2019 年 5 月 15 日 

本利用規約（以下、「本規約」）は、お客様の雇用主（以下、当社の

「顧客」）がお客様に提供する SocialChorus のプラットフォーム、ウ

ェブサイト、モバイルアプリケーションおよびその他のオンラインサー

ビス（以下、総称して「サービス」）に適用されます。  本サービス

は、SocialChorus, Inc.（以下、「SocialChorus」または「当社」）

が、書面契約（以下、「契約」）に従い、顧客に代わって提供していま

す。  SocialChorus は、お客様に本規約を実施する権利を有し（その権

利を受け入れたものとみなされ）ます。当社サービスにアクセスまたは

当社サービスをご利用になることで、お客様は本規約に従うことに同意

したことになります。本規約に同意しない場合、当社サービスをご利用

になることはできません。  

当社サービスの利用に関連した個人情報の収集方法ならびに当社による

個人情報の使用および開示方法に関する詳細情報については、当社のプ

ライバシー方針をご覧ください。本サービスまたは本規約についてご質

問やご不明な点がある場合は、当社（privacy@socialchorus.com）まで

ご連絡ください。 

1. 資格 
顧客が、お客様が本サービスに加入し、ユーザープロファイルを作成す

るよう招待します。お客様は、本サービスを使用する顧客の従業員であ

るか、またはその他なんらかの関係を有している必要があります。お客

様は、（i）過去に本サービスを停止された、もしくは削除されたことが

ない、または本サービスを停止もしくは削除される可能性のある活動に

従事したことがない、（ii）複数のアカウントを有していない（iii）本規

約を締結する十分な権限を有している、および（iv）現在、顧客に雇用

されている、または顧客と関連があることを表明し保証します。 

2. アカウント 
お客様は、ご自身のアカウントおよびアカウント認証情報の安全性の維

持に単独で責任を負い、お客様の許可を得ずに誰かがお客様のアカウン
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トにアクセスしたことを発見したり、そのような疑いがあったりする場

合には、当社または顧客に速やかに通知する必要があります。お客様

は、ご自身のアカウントに基づく本サービスへのアクセスを他人に許可

してはなりません。 

3. 利用規定 
当社サービスにアクセスまたは使用している間、お客様はご自身の行動

に単独で責任を負います。お客様は、ご自身による本サービスの利用に

ついて、顧客の行動規範およびすべての適用法規に従います。本サービ

スのすべての利用に関連し、お客様は以下を行わないものとします。 

• 適用法、契約、知的財産またはその他第三者の権利を侵害した

り、不法行為を行ったりすること。 
• 嫌がらせ、脅迫、威嚇、スパム攻撃、略奪、ストーカー行為を行

うこと。 
• 他のユーザーのアカウントを、そのユーザーの許可なく使用す

る、または使用を試みること。 
• 本サービスのいずれかの要素を販売、リース、またはレンタルす

ること。 
• 本サービスを介して受け取った情報をエクスポートする、または

いずれかのユーザーに関する情報を本サービス外に開示するこ

と。 
• 本サービスを競合情報の収集、ベンチマーキング、または競合サ

ービスを作成（当社サービスを介して受け取った情報を使用して

別個のデータベースを構築するなど）するために使用すること。 
• 本サービスを妨害、中断したり、本サービスに悪影響を及ぼした

り、適切な運用を阻害する可能性のある方法で、または本サービ

スの機能を破壊し、無効にし、過負荷を与える、もしくは減損す

る可能性のある方法で本サービスを使用すること。 
• 本サービスのいずれかの要素をリバースエンジニアリングした

り、ソースコードを発見するなんらかの行為をしたり、本サービ

スのいずれかの部分へのアクセスを防御もしくは制限するために

採用した手段を迂回または回避すること。 



• 当社が採用する制約の回避、またはお客様がアクセスする権限を

もたない当社サービスの機能またはエリアへのアクセスを試みる

こと。 
• 書面による同意を得ることなく、当社サービスと情報をやり取り

するなんらかのアプリケーションを開発または使用すること。 
• データマイニング、ロボットまたは類似のデータ収集もしくは当

社が提供した robots.txt ファイル（当社ウェブサイトの一部への自

動アクセスを制御するファイル）に含まれる指示に従わない抽出

方法を用いること。 
• 当社サービスの一部への自動アクセスを制御するために当社が提

供する robots.txt ファイルに含まれる指示を迂回または無視するこ

と。 
• スパム、迷惑メール、大量の商業メール、チェーンレター、マル

チ商法メッセージを送信、配布、または投稿すること。 
あるいは、 

• 当初の目的以外の用途に、またはその他の違法、詐欺的、もしく

は許可されていない方法で当社のサービスを使用したり、本規約

に違反する活動を行ったり、奨励したり、促進したりすること。 

4. ユーザーコンテンツ 
当社サービスでは、お客様および他のユーザーが、メッセージ、テキス

ト、写真、ビデオ、ソフトウェア、オーディオ、およびその他の素材な

どのコンテンツ（以下、総称して「ユーザーコンテンツ」）を作成、投

稿、保存、および共有することができます。お客様が以下に許諾するラ

イセンスを除き、お客様と顧客の間においては、お客様が自身のユーザ

ーコンテンツに関するすべての権利を保持します。お客様は、

SocialChorus に対し、（a）本サービスの提供、維持および更新に合理

的に必要、（b）サービス、セキュリティ、サポート、技術的問題の防

止または対処に合理的に必要、（c）法律で求められる場合、および

（d）顧客が書面で明示的に許可した場合に限定し、ユーザーコンテン

ツにアクセスし、ユーザーコンテンツを使用、処理、コピー、配布、実

行、エクスポート、表示する期間限定の非独占的ライセンスを付与しま

す。ユーザーコンテンツを投稿または共有する場合、お客様は自身のユ

ーザーコンテンツと関連情報（ユーザー名やプロフィール写真など）が



他のユーザーに表示される可能性があることを理解するものとします。

本サービスは、顧客による内部使用を意図しています。ただし、

SocialChorus は、ユーザーコンテンツを一般に公開する他のユーザーの

行動について責任を負いません。 

当社には、ユーザーコンテンツを選別、編集、または監視する義務はあ

りませんが、いつでも、理由を問わず、ユーザーコンテンツを削除する

ことができます。 

5. ユーザーコンテンツの制限 
お客様は、以下のいかなるユーザーコンテンツも作成、投稿、保管また

は共有してはなりません。 

• 雇用主の行動規範に抵触している 
• 違法、名誉棄損、中傷、わいせつ、ポルノ、下品、示唆的、嫌が

らせ、脅迫、プライバシー権やパブリシティ権の侵害、第三者の

機密情報、虐待的、扇動的、誤解を招く、詐欺的である 
• 犯罪の指示を構成、奨励、もしくは提供することになる、いずれ

かの関係者の権利を侵害している、またはその他の方法で責任を

生じさせたり、現地法、州法、国内法、国際法に違反していたり

する 
• いずれかの関係者の特許、商標、企業秘密、著作権、その他の知

的所有権を侵害する可能性がある 
• お客様の正直な意見や経験を反映していない声明、発言、または

主張を含んでいる、または表現している 
• 個人または団体になりすましたり、所属を偽ったりしている 
• 一方的な宣伝、政治運動、広告、勧誘が含まれている 
• 本人の同意を得ていないプライベート情報または個人情報が含ま

れている 
• ウイルス、壊れているデータ、またはその他の有害、妨害的、ま

たは破壊的なファイルやコンテンツが含まれている 
• 当社独自の判断において、好ましくない、または他の人による当

社サービスの利用や享受を制限もしくは禁止する、あるいは顧客

または SocialChorus または他者に何らかの種類の損害や責任をも

たらす可能性がある 



6. 限定ライセンス 
当社サービス（テキスト、グラフィック、画像、写真、ビデオ、イラス

ト、商標、商号、サービスマーク、ロゴ、スローガン、ユーザーコンテ

ンツ、およびそこに含まれるその他のコンテンツ）は、顧客が所有もし

くは顧客にライセンス付与されており、米国の法律および外国の法律に

基づき保護されています。本規約に明示されている場合を除き、

SocialChorus および当社のライセンサーが、当社サービスにおけるすべ

ての権利を保持します。お客様は、上記第 3 条～第 5 条の遵守を含む本

規約に従うことを条件とし、顧客によるお客様の雇用またはお客様との

提携に関連して、当社モバイルアプリをインストールし、当社サービス

を利用する非独占的、譲渡不能、サブライセンス不能、取消可能な限定

的ライセンスを付与されます。当社の書面による事前の許可なく、本契

約で明示的に認められていない方法で当社サービスを使用することは固

く禁じられており、本契約で許諾されたライセンスは自動的に終了しま

す。 

7. 商標 
本サービスで言及されるすべての商標、登録商標、製品名、会社名また

はロゴは、該当する各所有者により所有されています。 

8. サードパーティコンテンツ 
当社サービスには、ウェブページ、求人広告など第三者のコンテンツへ

のリンクを含むサードパーティコンテンツ（以下、総称して「サードパ

ーティコンテンツ」）が含まれることがあります。お客様は、本サービ

スからリンクされているサードパーティコンテンツやアプリケーション

を閲覧または使用するかどうかを決定する責任を負います。当該サード

パーティコンテンツ（第三者サイト上または第三者サイトを通じて入手

可能な情報、素材、製品、サービスを含む）の閲覧と使用は、お客様ご

自身のリスクにおいて行うことになります。 

9. フィードバック 
お客様はご自身の雇用主もしくは本サービスに関する質問、コメント、

提案、アイデア、オリジナル素材、クリエイティブ素材またはその他の

情報（以下、総称して「フィードバック」）を送信することができま

す。お客様は、当該フィードバックを当社サービス内に組み込むこと、



またはお客様への確認または補償なしに商業的に利用することを含むあ

らゆる目的に使用できる非独占的、サブライセンス可能、取消不能な永

久ライセンスを当社に対して付与するものとします。 

10. 免責事項、リスクの容認 
当社は、当社サービス上で利用可能、もしくは当社サービスにリンクさ

れたユーザーコンテンツやサードパーティコンテンツを管理、推奨した

り、これらに関する責任を負ったりすることはありません。適用法で認

められる最大の範囲において、当社サービスは、明示または黙示を問わ

ず、商品性、特定目的への適合性、権原、および非侵害性の暗示的保証

を含むいかなる種類の保証もなく、「現状有姿」および「提供可能な範

囲内」で提供されます。当社は、本サービスの正確性、完全性、利用可

能性または信頼性について、一切の表明や保証を行いません。一部の州

では本条項に記載される制限が認められていないため、上記の制限事項

の全部または一部が適用されない場合があります。 

11. 責任の制限 
契約、本規約、または当社のその他のポリシーの違反があり、顧客が特

定のユーザーコンテンツを削除するなどの措置を講じることによって簡

単に是正できると当社が判断した場合、当社はほとんどの場合、介入す

るのではなく、措置を講じるよう顧客に依頼します。顧客が適切な措置

を講じなかった場合、または当社、本サービス、他のユーザー、第三者

に損害を与える確実なリスクがあると当社が判断した場合、当社は直接

的に介入し、当社が判断するところの適切な措置（お客様のアカウント

を無効にするなど）を取ることもあります。お客様または当社はいかな

る場合も、その原因の如何を問わず、契約、不法行為、またはその他の

責任理論に基づくか否かにかかわらず、また当事者がそのような損害の

可能性について通知されていたとしても、いかなる逸失利益や逸失収益

についても、または間接損害、特別損害、付随的損害、派生的損害、懲

罰的損害についても、他方当事者に対して一切責任を負いません。お客

様が顧客でもある場合を除き（および契約に基づく当社の権利と救済手

段が制限されることなく）、お客様は、本規約の違反に関して当社に対

する金銭的責任を有しません。本規約に違反した場合のお客様に対する

当社の最大合計賠償額は、合計 50 ドル（$50）とします。上記の免責事



項は、適用法で禁止されている範囲には適用されません。また、いずれ

の当事者も、衡平法上の救済を求める権利を制限されないものとしま

す。 

12. 準拠法および裁判管轄 
本規約およびお客様による当社サービスへのアクセスと使用には、他の

法域の法律の適用を引き起こす可能性のある抵触法の規則もしくは原則

（カリフォルニア州またはその他の法域のものであるかどうかは問わな

い）にかかわらず、カリフォルニア州の法律が適用され、同法に基づい

て解釈および実施されるものとします。両当事者間のすべての紛争は、

カリフォルニア州サンフランシスコ郡に所在するカリフォルニア州およ

び米国の州裁判所または連邦裁判所で個別に解決されるものとします。 

13. 輸出規制 
当社サービスの全部または一部は、米国の輸出規制および経済制裁に関

する法律（以下、「輸出規制」）の対象となることがあります。お客様

は、お客様による当社サービスへのアクセスと使用に関連するすべての

輸出規制を遵守することに同意します。お客様は、（i）ご自身が、米国

政府による禁輸措置の対象国または米国政府が「テロ支援国家」に指定

している国の居住者ではないこと、および（ii）自身が米国政府の通商

禁止または通商制限対象者リストに記載されていないことを表明し保証

します。 

14. 商用品目 
米国政府のいずれかの機関に取得された場合、当該機関は、（a）本サ

ービスが、48 C.F.R.§12.212 および 48 C.F.R.§227.7202 の「商用コ

ンピュータソフトウェア」または「商用コンピュータソフトウェア文

書」を構成すること、（b）当該機関の権利は、本規約に基づいて明示

的に付与される権利に限定されることを認めるものとします。 

15. 本規約の変更 
当社は、本規約を適宜変更することがあります。当社が変更を行う場

合、電子メール通知の送信、当社サービスを通じた通知の提供、または

当社サービスへの修正後の規約の掲示と上部の「最終更新日」の更新の

中から 1 つまたは複数の方法で変更の通知を行います。当社の通知に別



段の記載がない限り、修正後の規約は直ちに有効となります。お客様

は、当社が通知を提供した後も引き続き当社サービスにアクセスしご利

用になることで、当該変更を承諾したものと見なされます。修正後の規

約に同意しない場合、お客様は当社サービスへのアクセスと利用を停止

する必要があります。 

16. 雑則 
本規約のいずれかの条項または条項の一部が違法、無効、または実施不

能である場合、その条項または条項の一部は本規約から分離可能とみな

され、残りの条項の有効性および執行可能性に影響を及ぼしません。本

規約は、お客様による当社サービスへのアクセスと当社サービスの使用

に関連する両当事者間の完全なる同意を構成します。本規約の施行は、

両当事者の裁量に基づいており、本規約の権利または条項が行使または

執行されなかったとしても、当該権利や条項を放棄したとはみなされな

いものとします。本規約の条項の見出しはあくまで便宜上のものであ

り、法的効力または契約上の効果を有しません。「including（など）」

または「includes（含む）」は、「including without limitation（含むが

限定されない）」を意味すると見なします。本規約に別段の定めがある

場合を除き、本規約は両当事者の利益のみを目的としており、他の個人

または法人に第三者受益権を与えることを目的とするものではありませ

ん。 

17. iOS ユーザー向けの追加条項 
以下の条件は、Apple Inc.（以下、「Apple」）ブランドのモバイルデバ

イスで、当社のモバイルアプリケーション（以下、「アプリ」）にアク

セスまたは使用する場合に適用されます。 

（a）同意事項。本規約は、Apple とではなく、両当事者間のみで締結

されます。Apple と当社間については、当社が本アプリおよびそのコン

テンツに単独で責任を負うものとします。 
（b）ライセンスの対象範囲。本規約に基づき本アプリに関してお客様

に付与されるライセンスは、お客様が所有もしくは管理する Apple ブラ

ンド製品上で、App Store サービス利用規約に定められている Apple 
Usage Rules で許可されているように、本アプリを使用する譲渡不能な

限定ライセンスです。ただし、当該アプリは、「ファミリー共有」また



は大量購入を介して購入者に関連付けられたその他のアカウントによっ

てアクセス、取得、使用されている場合があり、その場合はこの限りで

はありません。 
（c）メンテナンス。Apple は、本アプリに関するメンテナンスおよび

サポートサービスを提供する義務を一切負いません。 
（d）保証。本規約の第 10 条の定めで事実上免責されない場合は、法律

で明示されているか暗示されているかを問わず、いかなる保証について

も当社が単独で責任を負うものとします。本アプリが、第 10 条の定め

で事実上免責されない場合に対象となる保証に適合しない場合、お客様

は Apple に通知し、Apple は本アプリの購入代金（該当する場合）を返

金する場合があります。そのような場合、適用される法律により認めら

れる最大の限度まで、Apple は、本アプリに関するその他の保証義務を

一切負わず、保証に適合しなかったことに起因するその他のあらゆるク

レーム、損失、賠償責任、損害、費用または経費については、当社が単

独で責任を負うものとします。 
（e）責任。本アプリまたはお客様による本アプリの所有および/または

使用に関連するお客様または第三者によるクレームに対処する責任は、

Apple ではなく当社が負います。これには、（i）製造物責任に関するク

レーム、（ii）適用される法的要件または規制要件に本アプリが適合し

ないというクレーム、および（iii）消費者保護またはそれに類似する法

律の定めに起因するクレームが含まれます。 
（f）知的財産に関するクレーム。本アプリまたはユーザーによる本ア

プリの所有および使用が第三者の知的財産権を侵害している旨の第三者

によるクレームの場合、Apple ではなく当社が、かかる知的財産権侵害

クレームの調査、抗弁、調停および免責について単独で責任を負いま

す。 
（g）第三者受益者 Apple およびその子会社は本規約の第三者受益者で

あり、Apple は第三者受益者としてお客様に対して本規約を履行する権

利を有します（および、その権利を受け入れたものとみなされます）。 

18. Google および Android ユーザー向けの追加条項 
Google が製造および販売したデバイス、または Google からアプリを入

手したデバイスを介して本サービスにアクセスし使用する場合は、

Google Play 利用規約に含まれる追加規約（適宜に定められています）



または Google が随時公表するその他の条件に従い本サービスをご利用

いただく必要があります。Google Play 利用規約の現行バージョンは、

https://play.google.com/intl/en-US_us/about/play-terms.html でご覧いた

だけます。 
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