タブホ powered by OPTiM 利用規約
本利用規約は、株式会社オプティム（以下「当社」という）の「タブレット使い放題 powered
by OPTiM」
（以下「タブホ」という）を利用して頂くお客様（以下「お客様」という）に
適用されます。本利用規約に必ずご同意頂き、ご利用下さい。なお、タブホを利用して当
社または第三者より提供される各種サービス（以下「提供サービス」という）については、
サービス提供会社が別途提示する規約に従うものとします。
お客様は、本利用規約の他、当社が定める各種の規約（以下「個別規約」という）に同
意頂き、タブホをご利用するものとします。お客様がタブホを利用した時点で、タブホ規
約および提供サービス規約の内容に同意したものとみなします。本利用規約と個別規約の
定めが異なる場合には、個別規約の定めが優先するものとします。
第 1 章 総則
第 1 条 適用
1． タブホ規約は、お客様によるタブホの利用の全てに適用されます。お客様がタブホを
利用するには、タブホ規約を遵守して頂くものとします。
2． タブホ規約及び個別規約の内容は必要に応じて改訂されることがあります。この場合、
タブホの提供条件は、変更後の規約によります。
第 2 章 タブホ
第 2 条 タブホの内容、対象
1． お客様は、タブホに会員登録することにより、以下の各号に定める事項を行うことが
できます。
1）当社が定める AndroidOS 搭載デバイス及び iOS 搭載デバイス（以下「当社対応端末」
という）用のアプリケーション、デジタルコンテンツ等の一切のコンテンツ（以下、併せ
て「本コンテンツ」という）を閲覧、検索、ダウンロードすること
2） 自己が保有する写真、動画等に定める情報を含めてお客様が発信する一切の情報（以
下「ユーザーコンテンツ」という）を当社のストレージサーバ（以下「本ストレージサー
バ」といいます）に保存、アップロードし、若しくは他のお客様と共有し、又は自己若し
くは他のお客様のユーザーコンテンツを閲覧、検索、ダウンロードすること
3） その他本コンテンツ又は本ストレージサーバ等を当社が定める方法で利用すること
2． 当社は、お客様に対する事前の通知なく、当社の判断により、タブホの内容の変更又
は提供条件の変更（提供されるコンテンツの変更を含む）を行うことができるものとしま
す。
3． タブホは、日本に在住する個人又は日本に所在する法人を利用対象者として想定して
います。お客様が日本国内から他国に対して、技術的な情報又はその他の情報等を送信す
る場合、お客様は技術輸出に関する又はその他の諸法令を遵守しなければなりません。ま
た、海外に在住する個人又は海外に所在する法人はタブホを利用することができません。
第 3 条 会員
1. タブホの会員登録は、お客様が当社所定の方法で申込み、当社が、お客様による申込み
に対し承諾を行った時点で完了するものとし、タブホの会員登録が完了したお客様（以下
「会員」という）と当社の間には、タブホの利用に関する契約（以下「タブホ利用契約」
という）が成立するものとします。

第 4 条 ご利用料金に関する条件
1.

タブホのご利用にあたっては、当社が指定する料金（以下「本機能使用料」という）

がかかります。 但し、本コンテンツ内の一部の機能を利用等するに際し、又は本ストレー
ジサーバの使用容量の増設等を行うに際し、別途料金（以下「タブホ追加利用料」という）
が発生する場合があります。 また、タブホのご利用には、本機能使用料の他に別途通信料
がかかります。
2. 月額利用権等の有料サービスの購入にあたっては、その利用に先立ち、当社またはサー
ビス提供会社が定めた利用料金（以下、
「利用料金」という）をお支払いただきます。本ア
プリケーション自体がお客様から対価を得て提供される場合も、同様とします。
3. 利用料金の金額、支払期日および支払方法は、本アプリケーションまたは当社もしくは
サービス提供会社の公式サイト上で定めます。
4. 当社またはサービス提供会社は、お客様の事前の了承を得ることなく、いつでも利用料
金の金額、支払期日または支払方法を変更することができるものとし、当社が別途定める
場合を除き、当社またはサービス提供会社がその変更内容を本アプリケーションまたはサ
イト上に表示した時点より、その効力を生じるものとします。当社は、当社が事前告知期
間として合理的と判断する期間、これらの変更がされる旨およびその内容を、本アプリケ
ーションまたは公式サイト上で事前に告知することがあります。
5. お客様は、当社またはサービス提供会社が支払方法として指定する決済手段について、
その取扱事業者（以下「決済事業者」という）が別途定める支払条件等に従い、利用料金
を支払うものとします。
6. お客様は、お客様と決済事業者との間で利用料金の支払いに関して紛争が発生した場合、
当該決済事業者との間で当該紛争を処理解決するものとします。当社またはサービス提供
会社は、自己に故意または重過失がある場合を除き、当該紛争について一切の責任を負わ
ないものとします。
7. お客様が一度支払われた利用料金は、当社もしくはサービス提供会社が別途案内した場
合、または当社もしくはサービス提供会社に、故意もしくは重過失がある場合を除いて、
一切返金されません。お客様が利用している通信サービスやインターネット接続サービス
の中断または瑕疵によって、タブホが利用できない場合も、同様とします。
第 5 条 クライアントソフトウェア
1． タブホの利用にあたり、専用のクライアントソフトウェア（以下「クライアントソフ
トウェア」という）を当社対応端末にインストールして頂く必要があります。
2． 会員は、クライアントソフトウェアを随時最新のバージョンにアップデートする必要
があります。会員は、クライアントソフトウェアが、随時当社のサーバー、ネットワーク
と通信を行い、会員に対する事前の通知なく、アップデートを受信することに同意します。
なお、アップデートの自動リクエスト及び受信に要する通信料等は会員が負担するものと
します。
第 6 条 本コンテンツの利用
1． 本コンテンツの一部は、各コンテンツプロバイダー等（以下「コンテンツプロバイダ
ー等」という） によって提供されます。本コンテンツの利用に際しては、タブホ規約の他
に、当該本コンテンツのコンテンツプロバイダー等が定める利用条件を遵守することに会
員は同意するものとします。

2． 当社は、お客様が、タブホを利用してダウンロードしたコンテンツについてアップデ
ートが存在する場合、お客様に通知を行うことがあります。かかる通知に要する通信料等
はお客様が負担するものとします。
第 7 条 本ストレージサーバの使用
1． 会員は、本ストレージサーバについて１GB 相当の容量を使用する権利を付与されます。
第 3 章 遵守事項
第 8 条 禁止事項
1． お客様は、タブホに関して、以下の行為をしてはなりません。
1）タブホを、犯罪行為その他の反社会的行為、もしくはこれを予告・関与・助長するため
に用いること
2）タブホを、他人の権利、プライバシーの侵害、個人情報の不正取得、その他不正の目的
をもって利用すること
3）タブホを、ストーキング行為を行う等、方法のいかんを問わず、第三者に対する嫌がら
せに利用すること
4）タブホを、当社が提供する管理ソフトを回避する方法で、各プロバイダのサービス、コ
ンテンツを利用すること
5）タブホを、端末の利用者に無断でインストールし、利用すること
6）正当な理由なく、タブホを端末にインストールすることを強制すること
7）タブホを、お客様が利用権限を有しない端末を正当な理由無く利用・管理するために用
いること
8）タブホを第三者に再許諾すること
9）タブホに関連して使用される当社または第三者の著作権、商標権その他一切の権利を侵
害する行為、またはそのおそれのある行為をすること
10）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、修正、翻訳、その他
改造行為
11）タブホを接続しているサーバーもしくはネットワークを妨害したり混乱させたりする
こと
12）ID 等を不正に使用しまたは使用させること
13）虚偽又は誤解を招くような内容を含む情報等を、掲載等し又は登録する行為
14）他人（他のお客様を含み、以下同様とします）の名前その他の情報を不正利用する行
為
15）わいせつな内容、過度に暴力的な内容、その他未成年者の人格形成等に悪影響を与え
るような表現（文書・図画・写真・動画等）を伴う投稿をすること
16）当社又は他人の産業財産権（特許権、商標権等）、著作権、企業秘密等の知的財産権を
侵害する行為
17）当社又は他人の信用若しくは名誉を侵害し、又は他人のプライバシー権、肖像権その
他一切の権利を侵害する行為
18）タブホの運営・提供若しくは他のお客様によるタブホの利用を妨害し、又はそれらに
支障をきたす行為
19）選挙の事前運動、選挙活動又はこれらに類似する行為のためにタブホを利用する行為
20）タブホを商業目的で使用する行為（但し、当社が別に定めるものを除きます。 ）
21）法令又は公序良俗に違反する行為

22）コンピュータウイルスなど、有害なプログラム・スクリプトの類を含む投稿、または
誘導する行為
23）重大な危険行為に結びつく、又は助長させる投稿をする行為
24）同内容のものを複数回投稿する行為
25）営利目的や個人的な売買・譲渡を持ちかける投稿をする行為
26）当社の認めない第三者より金品などの対価を受けることを目的とする投稿をすること
27）タブホ又は当社のサービスを妨げる内容の投稿をすること
28）当社が不適切と判断し削除した内容を再び投稿する行為
29）本条に定めるほか、本規約に違反する行為を行うこと
30）その他、当社が不適当と判断した内容又は行為
2．お客様は、タブホに関して、以下のいずれかに該当し、又はその虞のあるデータファイ
ルを保存してはなりません。
1） ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を含む、又はその虞があるデータフ
ァイル。
2） 猥褻、児童ポルノ又は児童虐待にあたるような、衣服の全部又は一部を着けない姿態
を撮影･描画したデータファイル。
3） 当社が別に定めるファイル形式でないデータファイル(拡張子を偽ったものを含みます)。
4） 法令又は公序良俗に違反するデータファイル。
5） その他当社が合理的理由に基づいて、不適切・不相当と判断するデータファイル。
3． 当社は、ユーザーコンテンツの内容の確認を行い、タブホ規約又は個別規約に違反す
ると判断した場合、必要と判断する範囲で全部・一部削除又は修正・編集を行い、必要に
応じてその内容を警察その他公的機関に通報することがあります。
4． お客様は、タブホ（又はタブホに接続されているサーバーとネットワーク）を阻害又
は妨害するいかなる行為にも関与しないことに同意するものとします。 お客様は、本コン
テンツを、当社又は任意の第三者によって運用されているサーバー、ネットワーク、又は
ウェブサイトを阻害又は妨害するような方法で使用しないことに同意するものとします。
5． お客様は、当社との別段の合意で明確に許可を得ている場合を除き、いかなる目的で
あっても本コンテンツを複写、複製、コピー、販売、取引、転売しないことに同意するも
のとします。
6． お客様は、当社と別段の合意がある場合を除き、当社が提供するインターフェース以
外の手段でタブホ、本コンテンツ及び本ストレージサーバにアクセスしない（又はアクセ
スを試みない）ことに同意するものとします。
第 9 条 違反行為への対応
1. 当社は、お客様の行為が前項のいずれかに該当するもしくは他の本規約の規定に違反す
ると当社が判断した場合は、 お客様への事前の通知なしに、お客様の情報の一部もしくは
全部の削除を行い、タブホのご利用の中止もしくは強制退会等、 当社が適当と判断する措
置を講ずることができるものとします。
2. 前項の規定に基づき、当社が講じた当該措置に起因してする損害が発生した場合にも結
果について、 当社は一切責任を負わず、お客様は当社を免責するものとします。
3. 前２項の規定は、なお、当社が当該処置を講じることにより当社又は第三者に損害が発
生した場合における、 お客様の責任をお客様の行為により発生した結果を免責するもので
はありません。本条項にお客様が反したことにより第三者に損害を与えた場合、 または第

三者と紛争を生じた場合、お客様は、自己の責任と費用でこれを解決し、当社にいかなる
責任も負担させないものとします。 万一、当社が他のお客様や第三者から責任を追及され
た場合は、お客様はその責任と費用において当該紛争を解決するものとし、当社を一切免
責するものとします。
第１0 条 ご利用上の注意
1． 会員は、タブホ利用契約の締結又は本コンテンツに含まれるアプリケーションやデジ
タルコンテンツの利用によって、タブホ外で締結されている当該アプリケーションやデジ
タルコンテンツと同一又は同等のアプリケーションやデジタルコンテンツに係るコンテン
ツプロバイダー等との利用契約（以下「重複利用契約」という）が終了しないことを確認
します。会員は、自らの責任と負担で重複利用契約を解約するものとし、解約しなかった
場合に、本機能使用料の他に、重複利用契約に係る利用料を請求されることをご了承くだ
さい。
2．タブホの利用には、ホームページ上等で掲載する環境をみたす必要があり、その各費用
はお客様が負担するものとします。上記環境をみたさない場合は、当社は一切の保証をい
たしません。 また、お客様は、ご利用の当社対応端末の機種を変更した場合に、変更後の
機種において、タブホの機能や本コンテンツの動作が一部制限される場合があることを了
承します。
3. タブホや、本コンテンツを構成する製品内容については、継続的にお客様にご利用いた
だくことを保証するものではありません。タブホや本コンテンツの内容について、変更あ
るいは終了等がある場合は、3 ヶ月前までにホームページ上等でお知らせするようにいたし
ますが、やむを得ず、左記告知期間を取らずに変更・終了することがございます。その場
合についても、当社は、お客様に対し、何らの補償もいたしません。お客様は、以上につ
いて、ご理解・ご了承の上本製品をご利用することとします。
4． 会員（以下「共有元ユーザー」という）は、本ストレージサーバにアップロードした
写真、動画等のデータファイルを、当社所定の方法で設定を行うことにより、他のお客様
による閲覧又は当該ファイルへのアクセスを許可すること（以下「共有」という）ができ
ます。
5． 会員は、タブホ上で作成したユーザーコンテンツを、会員の選択により任意でタブホ
とリンクその他の方法で連携することができる他のウェブサービス（twitter,、Facebook
その他の当社が別途定めるサービス。以下「連携サービス」という）上に表示させ、連携
サービスの利用者に閲覧させることができます。 但し、当社又は会員の判断により、連携
サービス上での設定において連携サービス上での表示を制限又は拒否することができる場
合にはこの限りではありません。
第 11 条 知的財産権の取扱い
1． お客様は、本コンテンツ、タブホに係る Web サイト、クライアントソフトウェアその
他タブホにおいて当社又は当社に対して使用許諾をしている第三者が掲載等する情報等
（以下、併せて「本コンテンツ等」といいます）に関する著作権その他の一切の権利が、
当社又は当該第三者に帰属することを了解し、本コンテンツ等の取扱いについては慎重な
配慮を行うものとします。
2． お客様は、
（i）別段の許可のない、本コンテンツ等の複製、販売、ライセンス供与、配
布、譲渡、修正、変更、翻訳、派生物の作成、逆コンパイル、リバース エンジニアリング、
逆アセンブル、及びソースコードを抽出しようとするその他の行為、（ii）本コンテンツ等

の機能（デジタル権利管理又は転送ロック機能を含みますが、これらに限定しません）に
よって提供、実装、強制されているセキュリティ対策やコンテンツ利用ルールを回避又は
打破しようとする行為、
（iii）法令に違反し、又は第三者の権利を侵害するアクセス、複製、
譲渡、トランスコーディング、コンテンツの再送信を行うための本コンテンツ等の使用、
（iv）
本コンテンツ等に添付又は含まれている、当社及び任意の第三者の著作権表示、商標、及
びその他の権利表示の削除、不鮮明化を行わないこと、及びそれらを任意の第三者に許可
しないことに同意するものとします。
3． 本条の規定に違反して問題が生じた場合、お客様は、自己の費用と責任において問題
を解決するものとし、当社及び第三者に迷惑や損害を与えてはなりません。
4． タブホは日本国内をサービス提供対象とし、当社は日本国外における権利者の知的財
産権に対していかなる保証もせず、また一切の責任を負いません。
5． お客様は、ユーザーコンテンツについて、当社に対して、商用・非商用の場面を問わ
ず、全世界において無償で非独占的に当社が使用し、または当社が第三者に使用を許諾す
る権利（著作権法に定める複製権、頒布権、翻案権、送信可能化権を含む公衆送信権を含
みますが、これらに限りません）を、期間の定めなく許諾するものとします。また、お客
様は、当社に対し、ユーザーコンテンツに関して著作者人格権を行使しないものとします。
第 12 条 自己責任の原則
1． お客様は、タブホを専ら自らの責任において利用するものとします。 当社は、お客様
によるタブホの利用に関連して生じた責任、負担、損害及び損失（お客様の当社対応端末
及び PC 内に保存されている位置情報や個人情報の漏洩、当社対応端末、PC 又は本ストレ
ージサーバの故障やデータの消失、ユーザーコンテンツの共有により生じた他のお客様に
よる権利侵害等を含みますが、これらに限りません）について、一切責任を負わないもの
とし、お客様自らの責任において処理することとします。 当社は、以下の事項に関する、
クレーム、主張、要求、責任、負担、損害及び損失について、一切責任を負わないものと
します。
1） タブホを通じて購入し又は取得した商品やサービスの内容、数量、性質、お客様の当
社対応端末での利用の可否
2） タブホを通じてなされた取引又は約束の履行可能性
3） タブホがお客様の目的又は要求を満たしていること
4） タブホに中断、障害が生じないこと
5） タブホがお客様の期待する適切な時期に提供されること
6） タブホがエラーのないものであること
2． お客様は、お客様によるタブホの利用又はタブホ規約への違反に起因して、当社又は
第三者（他のお客様、コンテンツプロバイダー等を含みます）に対して損失、損害を与え
た場合、又は第三者と紛争になった場合、自らの責任と負担においてこれを解決するもの
とし、当社に何ら迷惑又は損害を与えないものとします。
第 13 条 保証・責任の制限
1． 当社は、タブホを現状有姿で提供するものとし、本製品に瑕疵・バグ等が存在する場
合、システムの過負荷、不具合等により本製品の利用、サービス等が停止する場合、その
他本製品が完全に利用できない場合でも、これに対して一切保証せず、責任を負うもので
はありません。但し、当社またはサービス提供会社において故意・重過失が存在する場合
はこの限りではなく、本規定に規定する限度で責任を負うものとします。

２． 当社は、当社が必要と判断した場合には、お客様に通知することなくいつでもタブホ
を変更し、タブホ提供を停止または中止することができるものとします。タブホ提供を停
止または中止した場合、当社はお客様に対して、月額等で継続的に支払われる利用料の精
算を除き、一切責任を負わないものとします。
３． 当社は、お客様がタブホ使用することにより得られる利得、結果、成果等の内容につ
いて、何ら保証するものではありません。
４． タブホのダウンロードおよびインストールはお客様が自己の責任および費用で行うも
のとし、その完全性や正確性等につき、当社は責任を負わないものとします。
５． 当社は、タブホを提供する機器の故障、トラブル、停電、通信回線の異常ならびにシ
ステム障害等の不可抗力により発生する障害については、いかなる責任も負いません。こ
の場合、お客様情報その他お客様に関するデータが消失等することがあります。 当社は、
かかる事態の発生によりお客様情報その他お客様に関するデータが消失、紛失、遅延等し
た場合、端末制限や初期化が行われる可能性があります。
６． 当社は、お客様がタブホを利用して登録した各種情報について、バックアップを取る
義務を負うものではありません。万が一の事態に備え、端末情報のバックアップについて
は、お客様または管理者にて定期的に実施して下さい。
７． お客様が消費者（個人であり、かつ事業のために本製品を用いていない者に限る）で
ある場合において、タブホに隠れたる瑕疵が存在する場合には、当社は無償にてその瑕疵
を修補し、または代替品と交換いたします。
第 4 章 その他
第 14 条 通知、情報の配信等
1．当社がお客様に対して通知を行う場合、又はタブホに係る運営上のお知らせ、若しくは
お客様にとって当社が有益と考える情報（当社若しくは第三者の提供する商品若しくはサ
ービスに関する広告等を含みます。 以下、「お知らせ等」という）の配信（以下、「通知、
配信等」という）を行う場合、当社は、タブホに係る Web サイト上に掲載（当社からの通
知若しくはお知らせ等を記載したページ又はアプリ等にリンクを貼る行為を含みます）す
る方法又はクライアントソフトウェア上に掲載する方法により、これを行うものとします。
2． 当社は、お客様がタブホ取得時に登録した電子メールアドレス宛に、メールマガジン、
アンケート及びその他のタブホに係る運営上の告知等のメールを送信することができるも
のとします。
3． 当社は、タブホ、前項のメール等において、当社及び第三者の提供する商品又はサー
ビスに関する広告等の情報を掲載（広告等の情報を表示したページにリンクを貼る行為を
含みます）することができるものとします。
4．当社は、通知、配信等を行う場合、前項に定める方法に加えて、お客様の当社対応端末
の上部通知枠（notification 枠）上に掲載（当社からの通知若しくはお知らせ等を記載した
ページ又はアプリ等にリンクを貼る行為を含みます）し、又はお客様の当社対応端末にイ
ンストールされたクライアントソフトウェアにより表示されるプッシュ通知（以下「プッ
シュ通知」という）を送信（当社からの通知若しくはお知らせ等を記載したページ又はア
プリ等にリンクを貼る行為を含みます）する方法により、これを行うことができるものと
します。 但し、お客様は、当社所定の方法により、当該通知又はお知らせ等を掲載し、又
は受信しないよう設定することができます。
5． 前二項に定める通知、配信等は、お客様の当社対応端末の電源、電波等の状況により

掲載、送信ができない場合や遅延する場合があります。
第 15 条 お客様に関する情報の利用
1． お客様は、タブホを利用する場合、当社対応端末上に設定している ID、端末識別情報
（IMEI、MEID 等）、お客様が登録した年齢・性別・地域・職業等の属性情報、タブホの
利用履歴、タブホに係る web サイトの閲覧履歴、及び、プッシュ通知の閲覧履歴、並びに
連携サービス上で当社又はタブホによって取得されることを承諾した情報（Facebook アカ
ウントおよび当該アカウントに紐付けられた情報を含みます。 ）を当社が取得し、お客様
の管理、タブホの提供、運営、品質向上、利用分析、当社がお客様にとって有益と考える
情報（前条第 1 項の通知及びお知らせ等を含みます）の通知、配信等その他当社が別に公
表するプライバシーポリシー（以下「プライバシーポリシー」という ）に記載する利用目
的のために利用することに同意するものとします。
2． 当社は、お客様から別途承諾を頂いた場合、当該お客様が利用した本コンテンツに含
まれるアプリケーションや Web サービスに係る利用情報（起動履歴等を含みます）を取得
することができます。 この場合、当社は、かかる情報をお客様の管理、タブホの提供、運
営、品質向上、利用分析の向上、コンテンツプロバイダーとの売上配分計算、当社がお客
様にとって有益と考える情報の配信その他プライバシーポリシーに記載する利用目的のた
めに利用します。また、当社はコンテンツプロバイダー等に対し、お客様の個人が特定で
きない情報に（不可逆的に）加工したデータをコンテンツプロバイダーその他の第三者に
提供する場合があります。
3． 当社は、お客様からの同意を得ることなく、お客様の当社対応端末から行われたデー
タ通信履歴（接続先 URL 情報、Referer 情報、ユーザーエージェントを含みます）及びお
客様が通話、通信を行った位置情報等の通信ログを取得しません。
4． 前項の定めに拘らず、お客様が当社による前項に定める通信ログの取得及び利用に同
意をした場合には、当該お客様の通信ログを取り扱います。
5． 当社は、お客様が利用した本コンテンツに係るコンテンツプロバイダー等に対し、当
該本コンテンツが利用されている当社対応端末上に設定されている ID を当該本コンテンツ
の利用状況を確認するために提供する場合があります。
第 16 条 個人情報の取扱い
1． 当社は、お客様の個人情報について当社プライバシーポリシーに従って取り扱います。
2.当社は、お客様の個人情報について、サービス提供の目的で必要な限り、コンテンツプロ
バイダーへ提供することができ、お客様はこれに同意するものとします。
3． 当社は、前項の場合を除き、お客様の個人情報を、お客様の同意を得ることなく、第
三者に提供しないものとします。
第 17 条 タブホ利用契約の終了
1． 会員は、当社の定める方法により、タブホ利用契約を解約することができます。
2． 当社は、会員がタブホ規約に違反した場合、何ら通知又は催告を行うことなく、タブ
ホ利用契約を解除することができます。 また、会員と当社との間の通信サービスの利用に
係る契約又はタブホを利用する上で必要となるその他の契約が解除、解約等により終了し
た場合、会員は、当該契約の終了の日をもってタブホ利用契約が終了することを了承しま
す。
3． 事由の如何を問わず、タブホ利用契約が終了した場合、会員は、本コンテンツ、本ス
トレージサーバ、本修理代金請求その他タブホに関する一切の利用を継続することができ

ません。 当該会員が、タブホ利用契約の有効期間中にダウンロードした本コンテンツに含
まれるアプリケーションは、タブホ利用契約の終了時に自動的に当該会員の当社対応端末
からアンインストールされ、デジタルコンテンツは利用できなくなるものとします。
4． 当社は、タブホ利用契約が終了したお客様に係るユーザーコンテンツ、個人情報等お
客様に関係する一切の情報を削除することができるものとします。 当社は、本条項に基づ
きユーザーコンテンツが削除されたことにより会員又は第三者に発生した損害について、
一切責任を負わないものとします。
5． 会員は、当社が発行する ID の利用が禁止、制限若しくは停止された場合、又は当社が
ID 会員の登録を抹消した場合、当社による会員に対するタブホの提供も制限若しくは停止
し、又はタブホ利用契約が終了する場合があることを承諾します。
第 18 条 免責事項
1． 当社は、善良なる管理者の注意義務をもってタブホの管理・運営を行いますが、タブ
ホに関して検出された欠陥、及びそれが原因で発生した損失や損害(当社対応端末、PC 及び
その他のデバイスへのいかなる損害、又はデータ損失を含みますが、これらに限りません)
について、当社では一切責任を負いかねます。
2． 当社は、タブホの保守（緊急保守を含みます。 以下同じとします）又は不可抗力事由
の発生（火災、停電、その他の自然災害に加え、ウィルスやワームなど第三者による妨害
行為により、当社に過失なく、タブホを提供しえない状態となった場合を含みます）のた
め、お客様に対する事前の通知なくタブホを一時的に中断、停止することがあります。 当
社は、タブホの保守、不可抗力のためにタブホが一時的に中断、停止したことに基づきお
客様に生じた損害につき、一切責任を負わないものとします。
3． 当社は、60 日前の通知を行うことにより、タブホの全部又は一部の提供を終了するこ
とができます。 当社は、タブホの終了によりお客様に発生した損失や損害について一切責
任を負いかねます。 なお、かかる通知は、タブホに係る Web サイトのトップページに掲載
する方法により行われます。
4． 違法売買行為、営利及び非営利目的の勧誘行為等、タブホを利用したお客様の違法又
は不適切な行為により他のお客様に損失や損害が発生した場合でも、当社はかかる損失や
損害について一切の責任を負いかねます。 タブホのお客様の任意による利用方法の合法性
及び適切性について、当社では一切保証いたしかねます。
5． 当社は、本コンテンツの配信用サーバ又は本ストレージサーバの中断、障害等により
お客様に発生した一切の損害(間接、直接を問いません) について責任を負わないものとし
ます。
6． 本コンテンツは、各コンテンツプロバイダー等の責任と負担により提供されています。
当社は、タブホを使用して閲覧、検索、受信、ダウンロード等したコンテンツの内容及び
お客様の当社対応端末での利用の可否に関して、一切の責任を負いません。
7． いかなる本コンテンツも、核施設の運用、生命維持装置、緊急通信、航空機航行シス
テム又は航空機通信システム、航空管制システムその他死亡、身体障害、物理的又は環境
的に重大な損害をもたらす可能性のあるあらゆる活動における使用を目的としないものと
します。
第 19 条 損害賠償額の制限
1. お客様が、タブホに関し、当社に故意・重過失が存在することにより損害を被った場合
であって、当社の修正等の処置によりその損害が回復されなかった場合には、法的根拠の

いかんを問わず、本規約に定められた範囲・方法に従うものに限り、当社に対して損害賠
償を行うことができます。
2. 当社は、タブホの使用またはその使用不能により生じた特別損害、偶発的損害、間接損
害、またはこれに類似する損害については、いかなる場合においても責任を負いません。
これらの中には、お客様の得べかりし利益の喪失やデータ消失、お客様の情報の外部への
流出・漏洩による損害も含まれます。また、そのような損害が生じる可能性について当社
が以前から警告を受けていたとしても、当社はこれらの損害に対する責任を負うことはあ
りません。
3. お客様の当社に対する損害の賠償請求は、損害が発生してから３ヶ月、もしくは当社と
お客様との契約終了後３ヶ月のどちらか短い期間内に、当社に対する書面による請求がな
されなかった場合には行うことができません。
4. 第１項の損害賠償の累計総額は、債務不履行、法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法
行為その他の請求原因の如何に関わらず、①

当該損害の発生した月ないし年において、

当社・サービス提供会社とお客様との間で定められた利用料の３ヶ月分（年額又は複数年
で定めている場合は年額相当の利用料の４分の１）
、または、② ID の取得のために一括で
対価を支出した場合のその対価、のいずれか低い額を上限額とします。 また、本条第２項
に記載した科目について当社は賠償責任を負うことはなく、前記賠償額の総額の算定にも
含まれないものとします。
5. お客様が消費者（個人であり、かつ事業のために本製品を用いていない者に限る）であ
るため、日本国の消費者契約法の適用を受ける場合については、第２項から第４項までの
規定は適用いたしません。この場合、当社に故意・重過失がある場合には、お客様に発生
した損害を賠償するものとし、当社に軽過失があるに留まる場合には、第４項に定める金
額を上限として賠償義務を負担するものとします。
6. 本条の定めに従い、当社に損害賠償義務が生ずる場合であっても、当社またはサービス
提供会社の過失とお客様自身の過失（軽過失を含む）が重畳して損害が生じた場合には、
お客様の過失を考慮して過失相殺を行うものとします。
第 20 条 本規約と提供サービス規約との関係
1． 本規約と提供サービス規約とが抵触する場合は、本規約が優先されるものとのします。
特に、提供サービス規約に、返品または利用料の返金についての規定がなされていても、
本規約が優先し、前条に定める場合を除き、返品、利用料の返金がなされることはありま
せん。
第 21 条 準拠法、裁判管轄
1． タブホ規約及び個別規約は、日本法に従って解釈・適用されるものとします。タブホ、
タブホ規約又は個別規約に関連して、当社とお客様との間で生じた紛争については、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。

