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Kaago出店規約 

 
 

第 1 条（目的） 

株式会社カカクコム（以下、「当社」という。）は、「ショップ」に対して、「Kaagoサービス」を提供

するための基本的条件を定めるため、本規約を制定する。「ショップ」は、「Kaagoサービス」利用の

申込において、本規約及び当社が定めるガイドラインに同意して、「Kaagoサービス」を利用する。 

 

第 2 条（定義） 

本規約における定義は次の通り定める。 

1. 「Kaago」とは、当社が運営するサイト「Kaago」（https://kaago.com/）のことをいう。 

2. 「Kaagoサービス」とは、当社が提供する第6条に定めるサービスをいう。 

3. 「ショップ」とは、当社との間で「Kaagoサービス」利用契約を締結しようとする者及び「Kaagoサー

ビス」利用契約を締結した者をいう。 

4. 「ユーザー」とは、「Kaago」を閲覧利用又は「Kaago」上に出店する「ショップ」との間で売買

契約を締結した者をいう。 

5. 「店舗ページ」とは、「Kaago」上において「ショップ」の情報が掲載されるページをいう。 

 
 

第 3 条（本規約への同意及び本規約の変更） 

1. 「ショップ」は、本規約及び当社が定めるガイドラインに同意したうえで「Kaagoサービス」を

利用する。 

2. 当社は、本規約及びガイドラインを変更できるものとし、当社が任意に定めた効力発生日から

変更後の本規約及びガイドラインの効力が発生する。 

3. 前項の場合、当社は、効力発生日の１ヶ月以上前の相当な時期までに、「ショップ」に対して、

本規約の変更の内容及び効力発生日を通知する。但し、当該変更による「ショップ」の不利益

の程度が軽微であると「当社」が判断した場合、その期間を短縮することができるものとす

る。 

4. 前項の規定は、本規約の変更が「ショップ」の一般の利益に適合する場合には適用しないもの

とする 

 

第 4 条（申込手続） 

 

1. 「ショップ」は、本規約に同意した上で、当社の指定する方法により、「Kaagoサービス」利用

契約の申込を行う。「ショップ」は、「Kaagoサービス」利用契約の申込みを行う場合、正確な

情報を記載しなくてはならない。 
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2. ショップは、「Kaagoサービス」利用にあたっては、当社が指定する決済サービスおよびア

フィリエイトサービスプロバイダー（以下、「ASP」という。）が提供するアフィリエイトサ

ービスを使用しなければならない。 

3. 当社は「ASP」に代理して、ショップのアフィリエイトサービス利用契約の申込みの審査及び契

約締結を行うことがある。この場合、当社は「ASP」の代理人であり、アフィリエイトサービス

利用契約の当事者ではない。 

4. 「ショップ」は、前3項所定の申込から手続完了までの間において、当社に提出する申込に必要

な書類・情報の内容・種類等に関して当社の指示に従う。 

5. 当社は、前4項所定の「ショップ」から提出された書類・情報等に基づき、「ショップ」による

「Kaagoサービス」（第3項の場合は、アフィリエイトサービス利用契約も含む。以下、本条に

おいて同じ。）の可否を審査する。 

6. 当社は、「ショップ」に対して、所定の方法により、前項の審査結果の通知を行うものとする。 

7. 当社は、「ショップ」の「Kaagoサービス」利用契約の申込を承諾する場合、当該通知を「ショ

ップ」に発信し、当該通知を発信した時点で「Kaagoサービス」利用契約が成立する。 

 

 

第 5 条（届出事項の変更） 

1. 「ショップ」は、前条所定の申込記載事項又は「店舗ページ」に掲載される事項に変更が生じた

場合（「ショップ」の運営主体にかかる情報等に変更があった場合等）には、速やかに当社所定

の方法により当社に届け出なければならない。 

2. 前項の通知を「ショップ」が怠ったために「ショップ」に発生した損害について、当社は一切の

責任を負わない。 

3. 「ショップ」は、「ショップ」の基本情報、「Kaagoサービス」の利用プランを変更する場合、

当社の承諾を得なくてはならない。 

 

 

第 6 条（「Kaago サービス」） 
 

「Kaagoサービス」は、次に掲げる事項をその内容とする。 

(1) 「Kaago」のアカウント（ショップコード、ログインID及びパスワードをいう。以下、同じ。）

の発行をすること 

(2) 「Kaago」上で「店舗ページ」及び管理ツールを提供すること 

(3) 「店舗ページ」に「ショップ」の商品情報を掲載する機能を提供すること 
 

(4) 「Kaago」所定の方法によって広告を「ユーザー」に対し行うこと 

(5) 「ユーザー」の「ショップ」へのアクセス解析をする機能を提供すること 
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(6) その他当社で定めるサービス 

 

 

第 7 条（アカウントの発行、管理等） 

1. 当社は、「ショップ」の申込を承諾した場合、「ショップ」に対し、管理ツールを利用するため

に必要となるアカウントを発行する。 

2. 「ショップ」は、発行されたアカウントの管理責任（ログインID及びパスワードの紛失・忘却、

第三者への漏洩、第三者による不正利用防止を含むがこれに限られない。）を負うものとし、第

三者に譲渡・貸与・開示してはならない。 

3. 当社は、管理ツールへの「ショップ」によるアクセスについて、使用されたアカウントが当該 

「ショップ」に対し当社から発行されたものである場合には、当該「ショップ」によるアクセス

とみなし、当該アクセスによって生じた全ての事象、内容は「ショップ」の管理責任のもとで行

われたものとみなします。 

4. 当社は、アカウントの不正使用等（第三者によるなりすましが含まれるがこれに限られるもので

はない。）により「ショップ」に損害が発生したとしても、一切の責任を負わないものとする。 

 

 

第 8 条（個人情報及びプライバシー） 

1. 「ショップ」から提出された情報及び当社が取得した「ショップ」に関する情報において個人情

報が存在する場合は、当社の個人情報保護方針に従って取り扱われます。当社の個人情報保護方

針に関しては、こちらの記載をご参照ください。 

2. 「ショップ」が提出した個人情報は、下記の目的で利用します。 

(1) 「Kaagoサービス」利用の可否の審査のため 

(2) 「Kaagoサービス」の利用に関する問い合わせ・各種お知らせ等の送信のため 

(3) 「kaagoサービス」へのお問い合わせに対応するため 
 

(4) その他(1)～（3）の目的に付随する業務のため 

(5) 契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため 

(6) その他、法令等の正当な理由に基づく場合 

3. 当社は、以下のいずれかに該当する場合を除き、「ショップ」の個人情報を第三者へ提供いたし

ません。 

(1) 「ショップ」の同意があるとき 

(2) 「ショップ」を識別することができない状態で統計的なデータとして開示・提供するとき 

(3) 法令に基づくとき 
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(4) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合で、「ショップ」の同意を得ることが困

難なとき 

(5) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要があるときに、「ショップ」の同

意を得ることが困難なとき 

(6) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する

ことに対して協力する必要があるときに、「ショップ」の同意を得ることにより当該事務の

遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

4. 「ショップ」が、自身の個人情報の利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除、利用停止または

消去の請求を行う場合は、「個人情報の取扱いについて」に定めた方法にてお受けいたしま

す。 

5. 当社は取得した個人情報の取扱いの全部又は一部を、必要な保護措置を講じた上、上記利用目的

に必要な範囲において、第三者に業務委託をする場合があります。 

6. 「ショップ」が他の「ショップ」または第三者に不利益を及ぼす行為をしたと当社が判断した場

合は、当社は「ショップ」の情報を当該第三者や警察または関連諸機関に通知することができま

す。 

7. 個人情報の入力は任意ですが、すべての項目にご入力いただけなかった場合、「Kaagoサービス」

の適切な利用ができなくなる場合がありますのでご了解下さい。 

 

 
第 9 条（「店舗ページ」の開設及び管理ツールの提供） 

当社は、「ショップ」の申込を承諾した場合、「ショップ」により提出された書類・情報等に基づ

き「Kaago」上に「ショップ」の「店舗ページ」を開設するものとし、管理ツールを「ショップ」に

提供するものとする。当社は、当社及び「ユーザー」に不利益が生じる可能性があると判断した場

合、当該店舗ページの表示内容に制限を付すことがあるものとし、「ショップ」はこれに異議を述

べない。 

 

 

第 10 条（商品情報登録及び掲載） 

1. 「ショップ」は、本規約及び当社が別途定めるガイドラインに従い、商品情報を登録し掲載す

る。「ショップ」は、「ショップ」が登録した商品情報が、当社が運営する「Kaago」及び 

「Kaago」のアプリケーション並びに当社が指定するサイト及びアプリケーションに広告を目

的として掲載されることを承諾する。 

2. 「ショップ」は、本規約に別に定める他、前項所定の商品登録及び掲載にあたり、以下の各号

を遵守するものとする。 
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(1) 法令並びに省庁が定めるガイドライン及び業界団体が定めるガイドラインに違反する表示

をしないこと 

(2) 商品情報の正確性、最新性及び「ショップ」取扱いの商品やその販売行為に関する各種法

令適合性を保証すること 

(3) 一般の「ユーザー」が不快感を覚える又は誤認をし、誤認する可能性がある表示をしない

こと 

(4) 当社又は「ユーザー」その他の第三者に不利益を与えないこと 

3. 当社は、「ショップ」が前項各号に違反する場合又は抵触する可能性があると当社が判断した

場合、「ショップ」の店舗ページ及び/又は商品情報の全部又は一部を修正、非表示、購入停止

状態又はサーバーから削除することができる。 

4. 「ショップ」は、商品情報登録時に任意で、当社が指定するサイト（以下、本条において「指

定サイト」という。）に掲載されている商品情報（商品画像、スペック情報をいう。以下、

本条において同じ。）を利用して商品情報を掲載することができる。ただし、指定サイト

に掲載されている商品情報の正確性、最新性、完全性及び適法性を保証しない。「ショップ」

は、指定サイトに掲載されている商品情報を原因として、「ショップ」に何らかの損害が

生じた場合であっても、当社を免責する。「ユーザー」から、情報の相違を元にした商品に

関する問い合わせがあった場合、「ショップ」が商品情報掲載の当事者として「ユーザー」

との間で解決する。 

 

 

第 11 条（知的財産権の帰属） 

1. 店舗ページ及び商品情報（サイトデザイン、ショップ写真、商品写真および商品説明などを含む）

にかかる著作物については、当社が制作したものは当社に著作権が帰属するものとし、 

「ショップ」が制作したものは「ショップ」に著作権が帰属する。 
 

2. 「ショップ」は、別途当社の許諾を得ている場合を除き、当社の著作物（サイトデザインを含

む）を複製、編集、改変、掲載、転載、公衆送信、配布、販売、提供、翻訳その他あらゆる利用

又は使用（以下、「使用等」という。）を行ってはならない。 

3. 「ショップ」は、当社に対し、「ショップ」の著作物を、「Kaagoサービス」の提供に必要な範

囲で無償で使用等をすること及び「Kaago」のプロモーションのために無償で使用等すること

（当社から第三者に対する再使用許諾権の付与を含む）を非独占的に許諾する。 

4. 「ショップ」は、当社に対し、「ショップ」の商品、商品情報、「店舗ページ」及び著作物が第

三者の著作権その他の知的財産権、プライバシー権その他の権利（以下「知的財産権等」という）

を侵害しないことを保証する。「ショップ」は、「ショップ」の商品、商品情報、 

「店舗ページ」及び著作物に起因して当社又は「ショップ」が知的財産権等を侵害するとして第

三者からクレーム（損害賠償の請求、使用差止の請求など内容の如何を問わず、また訴訟
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の係属の有無を問わない）を受けた場合、本契約中はもとより終了後に発生したものであっても、

自己の責任と費用でこれを解決するものとし、万一、当社が第三者に対する損害賠償等の支払い

を余儀なくされた場合には、「ショップ」はその全額を当社に支払うとともに、その解決のため

に要した弁護士費用その他一切の諸経費を当社に支払う。 

 

 

第 12 条（「ショップ」・「ユーザー」間の売買） 

1. 「ショップ」は、「店舗ページ」及び「ショップ」が登録した商品情報を閲覧した「ユーザー」

から商品等の販売の注文があった場合には、その「ユーザー」（以下、商品等の注文をした「ユ

ーザー」を「顧客」という）との間で、商品等の送付、代金の決済その他販売に必要な手続を

「ショップ」の責任と費用で直接行う。 

2. 「ショップ」は、前項の販売を行うにあたり、消費者契約法、特定商取引に関する法律、割賦販

売法、不当景品及び不当表示防止法、個人情報保護に関する法律その他の関係法令並びに省庁が

定める通達及びガイドライン及び業界団体が定める自主規制を遵守しなければならないものとす

る。 

3. 「顧客」との間で、商品等の不着、遅延、瑕疵又はその他の紛争が生じた場合には、すべて 

「ショップ」の責任と費用において解決するものとし、万一、当社が「顧客」その他の第三者に損

害賠償等の支払いを余儀なくされた場合には、「ショップ」はその全額を当社に支払うとともに、

その解決のために要した弁護士費用その他一切の諸経費を当社に支払うものとする。 

4. 当社は、「ショップ」と「顧客」との間で売買契約を締結する場を提供するに過ぎず、「ショッ

プ」と「顧客」との間の売買契約には何ら関与しない。「ショップ」は当社が売買契約の当事

者であると誤認を与えるような表示をしてはならない。そのような誤認が生ずるおそれがある表

示又はその疑義がある場合、当社は当該表示を削除し又は「ショップ」に対し削除を求め、「シ

ョップ」は当社の指示に従い、当該表示を削除する。 

5. 「ショップ」は、決済の方法として、代引きによる方法、及び、当社が指定する第三者が提供す

る決済サービスのうち当社が指定する決済サービス又は当社が提供する決済サービスを顧客に提供

しなければならない。また、「ショップ」は、その選択により、決済方法として、当社が指定する

第三者が提供する決済サービスが提供するその他の決済サービスを利用することができる。「シ

ョップ」は、当社が指定する第三者が提供する決済サービスを利用する場合、第三者が定める利

用規約その他の条件に従うものとする。また、「ショップ」は、当社が提供する決済サービ

スを利用する場合、当該サービスに関する利用規約その他の条件に従うものする。 

6. 「ショップ」が本規約に違反し若しくは違反するおそれがあると当社が判断した場合、又は、当

社が「ユーザー」の保護のために必要性があると認める場合、当社は「ショップ」の承諾なしに

前項に掲げる決済方法の変更を行うことができる。当社は、当該変更後、その旨「ショップ」に

通知する。 
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7. 「ショップ」は、「Kaago」を通じて取得した「顧客」の情報を、「Kaagoサービス」を利用して

成立する売買契約履行のためにのみ利用することができる。「ショップ」は「Kaagoサービス」利

用契約期間中及び契約終了後に拘わらず、「Kaagoサービス」以外での売買契約のために「顧客」

情報を利用することはできない。 

 

 

第 13 条（利用料金の支払い） 

1. 「ショップ」は、当社に対し、「Kaagoサービス」の利用の対価（以下、「利用料金」という）

として、別途定める金額を支払う。 

2. 「ショップ」は、「Kaagoサービス」の別途定めるオプションサービスを利用する場合、当社所

定の方法でその利用の申込を行う。当社は、当該申込を受け、「ショップ」に対して、「Kaago」管理

画面上で当該オプションサービスの利用料金を請求する。「ショップ」は、当該請求の利用

料金支払期日までに当社が指定する口座にオプションサービスの利用料金を支払う。 

「ショップ」は、当社が申込を承認しなかった場合又は当該支払がない場合、オプションサー

ビスの利用をすることができない。 

3. 前2項所定の利用料金その他「ショップ」から当社に支払われる金銭の支払について、振込手

数料等必要となる費用は、「ショップ」の負担とする。 

4. 当社は、「ショップ」が利用料金の支払を遅延した場合、支払期日の翌日から起算して支払が

なされた日までの日数について、支払を遅延した全額に対して年14.6％の割合で日割計算した

遅延損害金を請求することができるものとする。 

5. 「ショップ」が当社に対して支払った利用料金は、本契約が終了した場合を含め、理由の如何

を問わず返還されないものとする。 

6. 「ショップ」は、「ASP」が提供するアフィリエイトサービスを利用し、発生したアフィリエイ

ト報酬額及びアフィリエイト利用手数料については、「ASP」が定める利用規約に従い 

「ASP」に支払う。 

 

 
第 14 条（外部連携サービスの非保証） 

当社は、「Kaagoサービス」と第三者が提供するサービス（外部連携サービスという）と連携して、 

「Kaagoサービス」を提供することがあるが、外部連携サービスの正確性、最新性及び「ショップ」

取扱いの商品やその販売行為に関する各種法令適合性は保証しない。 

 

 

第 15 条（アクセス解析） 

当社は、「ショップ」に対して、「ユーザー」の「Kaago」における「店舗ページ」のアクセスを解析す

るサービスを提供する。ただし、「ショップ」は、当該アクセス解析が、アクセス数を保証 
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するものではなく、またアクセス解析の結果は、それの正確性を保証されるものではないことを認

めるものとする。 

 

 

第 16 条（「ショップ」・「ユーザー」間の連絡手段） 

「ショップ」は「ユーザー」に対して連絡する場合、「Kaago」が提供するメールシステムを利用しな

くてはならず、これ以外の方法による連絡をすることはできない。ただし、緊急時の連絡に関して

はこの限りではない。 

 
第 17 条（通信の秘密の保護） 

1. 当社は、電気通信事業法第4条に基づき、「ショップ」の通信の秘密（通信の内容及び存在も含

む。）を守る。 

2. 当社は、当社が次の各号に該当すると判断する場合、「ショップ」への事前告知なしに、「ショップ」

の通信の秘密にかかわる情報を閲覧または非公開もしくは削除することができる。 

(1) 「ショップ」の同意がある場合 

(2) 刑事訴訟法又は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制力のある処分ま

たは裁判所の命令が行われた場合 

(3) 法令に基づく強制力のある処分が行われた場合 

(4) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律第 

4条に基づく開示請求の要件が充足されたと当社が判断した場合 

(5) 他人の生命、身体、財産又は名誉、プライバシーの保護のために必要があると当社が判断し

た場合 

(6) 「Kaago」の適切な運営上必要がある場合 

 

第 18 条（「ユーザー」に対する広告） 

1. 「ショップ」は、「ユーザー」に対する広告として、メールマガジン配信オプションサービスを契約

した場合、「Kaago」が提供するメールシステムによるメールマガジン配信を行うことができ、こ

の方法に限られるものとする。「ショップ」は、「顧客」からの受注情報を利用して独自に広告又は

プロモーションをしてはならない。 

2. 「ショップ」は前項第1文に基づき、メールマガジンを配信する場合、特定商取引に関する法律

及び特定電子メールの適正化に関する法律並びに省庁が定めるガイドラインを遵守しなくてはな

らない。 

3. 「ショップ」は、「Kaagoサービス」利用契約終了後、「顧客」からの受注情報を利用すること

ができない。 

4. 当社は、ASPと連携し、「Kaago」に掲載された商品情報を第三者の媒体に出稿することができる。

この場合「ショップ」は、第13条6項に基づき必要な費用を負担するものとする。 
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第 19 条（当社の「ショップ」に対する通知方法） 

本規約に基づく当社による通知は、書面の送付、ファックス、電子メールによる送信、管理ツール

上での表示又はその他当社が適当と判断した方法により行うものとし、当該方法のいずれかにより

送付、送信又は表示等した時点において、当該通知がなされたとみなすものとする。 

 

 

第 20 条（業務委託） 

 

当社は本規約に基づく「Kaagoサービス」の提供業務を自らの責任及び費用において第三者に委託す

ることができる。 

 

 

第 21 条（退会手続） 

1. 「ショップ」は、毎月1日から15日までの間に「Kaago」の管理画面より「Kaagoサービス」利用契

約を終了の申込をすることができる。当社は、「ショップ」の当該退会の申込を承認するかどうか

毎月20日までに決し、承認した場合「ショップ」に対し、その結果を「Kaago」の管理画面または

所定の方法で通知する。当社は、「ショップ」の退会を承認する場合、当該 

「ショップ」を承認された月の翌月1日より購入停止状態とする。「ショップ」が「Kaago」 

を通じて契約主体となった売買契約が全て履行された月の翌月5日に退会の効力が生じ、 

「Kaagoサービス」利用契約が終了する。 

 

2. 前項による退会手続は、「Kaagoサービス」に限定されたものであり、その他の第三者との契約

に影響を与えるものではない。 

3. 「Kaagoサービス」利用中に当社に対して負う債務については、退会によって「Kaagoサービス」

利用契約が終了した後も存続する。 

 

 

第 22 条（守秘義務） 

1. 当社及び「ショップ」は、本規約を通じて知った相手方の秘密として管理されている情報であり、

開示の際に秘密である旨の明示がされた情報（以下「秘密情報」という）を、相手方の書面によ

る事前の承諾のない限り、第三者に開示、提供、漏洩し、また本契約の目的外に使用してはなら

ない。ただし、以下の各号の情報は秘密情報に含まないものとする。 

(1) 開示の時点で既に相手方が保有していた情報 

(2) 秘密情報によらずに相手方が独自に生成した情報開示の時点で公知の情報 

(3) 開示後に相手方の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報 
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2. 前項所定の秘密である旨の明示の方法は、開示するにあたり、書面、電磁的記録媒体（電子メー

ルを含む）その他の有体物（以下合わせて「有体物」という）によるときは当該有体物に秘密で

ある旨の明示を行い、口頭によるときは当該開示時点において秘密である旨明示の上、当該開示

後30日以内に秘密情報である旨を特定した有体物の交付を行うことをいうものとする。 

3. 当社及び「ショップ」は、本契約の履行に必要な範囲を超えて、秘密情報を複写・複製してはな

らないものとする。 

4. 当社及び「ショップ」は、従業員等に対して、本条の内容を遵守させることについて一切の責任

を負うものとする。 

5. 第 1項の定めにかかわらず、当社及び「ショップ」は、裁判所その他の公的機関より、法令の定

めに従い、相手方の秘密情報の開示を求められたときは、かかる求めに従うために合理的に必要

な範囲において相手方の秘密情報を開示することができる。但し、かかる求めがあった場合、速

やかにその旨を相手方に通知しなければならないものとし、かつ、相手方の秘密情報の秘密性を

維持するために必要となる措置を、可及的に講じるものとする。なお、本項の規定は、金融商品

取引所の規則に基づき、秘密情報の公表・開示を求められた場合に準用するものとする。 

6. 当社及び「ショップ」は、本契約が終了したとき、又は相手方から要請があったときに、相手方

の選択に従い、速やかに複製物を含む秘密情報を相手方に返還又は破棄（電磁的記録媒体の場合

は消去）するものとする。 

 

 
第 23 条（禁止事項） 

「ショップ」は、以下の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならないものとする。 

(1) 本規約の各条項に違反する行為 

(2) 本規約及びガイドライン等の事項を遵守して制作されていない商品情報を登録する行為 
 

(3) 法令の定めに違反する行為 

(4) 犯罪に結びつく行為 

(5) 公序良俗に反する行為 

(6) 消費者の判断に錯誤を与えるおそれのある行為 
 

(7) 他の「Kaagoサービス」利用者その他の第三者に対し、人格権・財産権（知的財産権等を含む）

の侵害、誹謗中傷その他不利益を与える行為 

(8) 店舗ページに関係しない情報を宣伝する行為 

(9) 「Kaago」以外のリンクを「Kaago」に貼る行為 
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(10) 「Kaagoサービス」その他当社（当社の関係会社を含む）のサービス業務の運営・維持を妨

げる行為 

(11) 「Kaagoサービス」に関し利用しうる情報を改竄する行為 
 

(12) 有害なコンピュータープログラム等を送信又は書き込む行為 

(13) その他当社が不適当と判断する行為 

 

 

第 24 条（「Kaagoサービス」の変更、停止等） 

1. 当社は、「ショップ」に対して事前に通知することにより、「Kaagoサービス」の全部もしくは

一部を変更、中断、又は終了することができるものとする。 

2. 当社は、以下の各号のいずれかの事情により「Kaagoサービス」の提供に支障が生じると判断し

た場合には、「ショップ」に対して事前に通知することなく、「Kaagoサービス」の一時停止等

復旧のために必要となる措置を講じることができるものとする。 

(ア)サーバー、ソフトウェア等の点検、修理、補修、メンテナンス等が必要なとき 

(イ)コンピューター、通信回線等の事故、障害が発生したとき 
 

(ウ)その他当社がやむを得ないと判断したとき 

3. 前2項に定める当社の講じた措置により「ショップ」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する。 

 

 
第 25 条（不可抗力免責） 

天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、

争議行為、通信回線もしくは保管中の事故又は通信障害、システムの障害等の発生、通信回線会社

の債務不履行、当社の責に帰さないインターネットの不具合、その他当社の責に帰することができ

ない事由による本契約の全部又は一部の履行遅滞もしくは履行不能については、当社は一切の責任

を負わないものとする。 

 

 
第 26 条（免責） 

1. 当社は、「Kaagoサービス」を現状有姿で提供し、「Kaagoサービス」の適法性、特定目的適合

性、完全性及び安定性を明示又は黙示でも保証しない。 

2. 当社は、「ショップ」が「Kaagoサービス」に関して被った損害（その原因の如何を問わない）に

ついて、その損害を賠償する責を負わないものとする。但し、当社は、本規約に別途定める場合を

除き、「Kaagoサービス」に関して当社の故意又は重過失に起因して「ショップ」が被った損害に

関しては、「ショップ」の損害賠償請求した日から遡って6ヶ月以内において「ショップ」に発生し

た損害のうち、「ショップ」が当社に支払った利用料金を上限として賠償する責を負うものとする。 
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第 27 条（有効期間） 

本契約の有効期間はアカウント発行日より6ヶ月間とする。ただし、当該契約期間内に第21条 

に定める所定の手続を完了したうえで退会の効力が生じないかぎり、本契約は6ヶ月間更新されるもの

とし、以後も同様とする。 

 

 
第 28 条（解約・解除・非表示等の措置） 

1. 前条の定めにかかわらず、当社は、何らの責任を負うことなく、1ヶ月前までに「ショップ」に

通知することにより、本契約を解約することができるものとする。 

2. 当社は、「ショップ」が以下の各号のいずれかの事由に該当する、又は該当するおそれがある場

合には、何らの催告なしに本契約を解除することができる。なお、当社による解除の意思表示は、

書面又はメールにより行うものとする。 

(1) 本契約の条項に違反したとき 

(2) 手形又は小切手の不渡りが発生したとき 
 

(3) 差押え、仮差押え、仮処分その他の強制執行又は滞納処分もしくは滞納処分の申し立てを受

けたとき 

(4) 破産、民事再生、会社更生又は特別清算の申立てがされたとき 

(5) 前 3号の他、「ショップ」の信用状態に重大な変化が生じたとき 

(6) 解散又は営業停止となったとき 
 

(7) 販売方法、取扱商品等について行政当局による注意又は勧告を受けたとき 

(8) 「ショップ」が当社のコンピューターに保存されているデータを当社に無断で閲覧、変更

もしくは破壊したとき、又はその恐れがあると当社が判断したとき 

(9) 販売方法、取扱商品等が公序良俗に反し又は「Kaago」にふさわしくないと当社が判断した

とき 

(10) 自己もしくはその役員・従業員、自己の親会社、大株主ないし実質的に会社を支配する者も

しくは自己の子会社（以下、総称して「グループ会社」という）又はグループ会社の役員・

従業員が、反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、

社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等又はこれらに準じる者）に該当することが判明し

た場合 

(11) 自ら又は第三者を利用して、次のＡないしＥのいずれかに該当する行為を行った場合 
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A) 暴力的な要求行為 

B) 法的な責任を超えた不当な要求行為 
 

C) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

D) 風説を流布し、偽計を用い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 

E) その他ＡないしＤのいずれかに準ずる行為 

3. 当社は、前項各号にかかわらず、本契約の継続が困難と認めたときは、「ショップ」に対し、書

面又はメールによる催告の上本契約を解除することができるものとする。 

4. 「ショップ」は、第2項の適用を受ける場合、当社に対する期限の利益を喪失し、13条に定める

利用料金、その他本契約上の当社に対する一切の金銭債務を当社に対して直ちに支払うものとす

る。 

5. 当社は、第2項の本規約に基づく契約の解除に代えて、もしくはその解除とともに、「ショップ」

の店舗ページ及び/又は商品情報を非表示又は「Kaago」及びサーバーから削除することができる

ものとする。なお、当該措置をとる場合、第2項第1号は「本契約の条項に違反したとき又は「シ

ョップ」が契約違反をしたと合理的にうかがえるとき」と読み替えるものとする。 

6. 「ショップ」と当社間における、「ポイントプログラムに関する規約」に基づく契約（以下

「ポイント契約」という）がその理由の如何を問わず終了した場合には、本規約に基づく契

約も終了するものとする。また、本規約に基づく契約がその理由の如何を問わず終了した場

合には、ポイント契約も終了するものとする。 

 
 

第 29 条（権利の譲渡、契約の地位の譲渡） 

1. 「ショップ」は、本契約上の地位及び本契約に基づき発生する一切の権利義務の全部又は一部を

第三者に譲渡し、移転し、又は担保の用に供することができない。 

2. 「ショップ」は、当社が指定する第三者に「Kaagoサービス」の提供者の地位を譲渡することが

あることを予め同意する。当社は、この場合、「ショップ」に不利益（契約の地位移転に伴う

手続の費用は含まない。）を与えてはならない。 

 

 

第 30 条（雑則） 

1. 「ショップ」は、本規約の申込並びに本規約及びこれに付随する契約の履行をするために必要な

内部手続を経ていることを表明し、保証する。 

2. 「ショップ」は、適法かつ有効に「Kaagoサービス」の利用を申し込んだ。 

3. 本規約及びガイドラインの規定のうちいずれかが、法律、規則、命令若しくは条例又は行政 
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庁の処分、命令、指導若しくは裁判所の判決、決定若しくは命令により、無効になった場合であ

っても、その余の条項はなお有効とする。 

4. 本規約中の条文の見出しは、便宜と参考のために記載されたものであり、条文の見出しに法的効

果はなく、条文の見出しによって、条文内容が解釈されてはならない。 

5. 本規約及びこれに付随する契約は日本法に準拠し、日本法に基づいて解釈されなければならない。 

6. 本規約に基づく「Kaagoサービス」利用契約終了後も、第11条、第22条、第25条、第26 

条及び本条の効力は存続する。 

7. 当社と「ショップ」の間で、「Kaagoサービス」利用契約に関し、訴訟の必要が生じた場合は、東

京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

8. 本規約に定めのない事項及び本契約の各条項について疑義が生じた場合、「ショップ」及び 

当社が誠意をもって協議し、解決する。 

 
改正：平成 29 年 3 月 1 日 

 
改正：令和 2 年 4 月 1 日 

 

改正：令和 ３ 年 11 月 1 日 

 

以上 


	2. ショップは、「Kaagoサービス」利用にあたっては、当社が指定する決済サービスおよびアフィリエイトサービスプロバイダー（以下、「ASP」という。）が提供するアフィリエイトサービスを使用しなければならない。

