
利用規約 
 

この利用規約（以下、「本規約」といいます）は、プライム株式会社（以下、「当社」といい
ます）が提供する「OHAYO」（以下、「本サービス」といいます）の利用に関して規定して
います。 
 
第 1条 利用規約の適用 
1. 本規約は、本サービス、本サービスにおいて当社が提供できる権原を保有しているコン
テンツ（以下単に「コンテンツ」といいます）、本サービスのシステムおよびその利用に関
する全ての事項に関し、当社と利用者に適用されます。 
2. 本規約の内容にご承諾いただけない場合は、本サービスの利用登録はできません。申し
込み前に本規約をお読みになり、ご承諾ください。 
 
第 2条 利用規約の変更 
当社が本規約の内容を変更する場合には、当該変更の内容および変更の効力が発生する日
について、予め当社ホームページ上に表示いたします。また、当該変更後の利用者による本
サービスの利用には変更後の本規約が適用されるものとし、当該利用により、利用者は当該
変更に同意したものとみなされます。 
 
第３条 個人情報の管理 
本サービスで登録した個人情報は、当社の定める「個人情報保護方針」（https://www.prm-
japan.com/privacy.html）に従って取り扱われます。 
 
第４条 変更の届け出 
1. 利用者は、住所、氏名、電話番号、メールアドレスなどの登録情報に変更があった場合
には、速やかに変更手続きをするものとします。ただし、手続きの関係上、変更の手続きを
されてから、当該変更が有効になるまで日数を要することがあります。 
2. 前項の届出がなかったことで利用者が不利益を被った場合、当社は一切その責任を負い
ません。 
 
第５条 利用契約の成立 
1. 本サービスの利用申込者は、当社が提示する所定の手続きをもって本サービスの利用を
申し込み、当社がこれを承諾した時に利用契約が成立します。 
 
第６条 申し込みの不承認 
当社は、本サービスの申込者が、以下の項目の一つにでも該当する場合は利用者として承認



しない場合があります。承諾しなかった場合の判断の理由については一切申込者に開示し
ません。また、申込者は、判断の結果に対して異議を述べることはできません。 
(1) 過去に当社が提供する他サービスの規約違反等により、当該他サービスの利用契約の解
約等をされていることが判明した場合 
(2) 当社に対する未払いの債務がある場合 
(3) 申込者が不当に第三者を騙って申込を行った場合その他申込内容に虚偽があったこと
が判明した場合 
(4) 申込者が実在しない場合 
(5) 申込者が届け出ている連絡先に連絡がとれない場合 
(6) 登録メールアドレスが個人利用のものでないと推認された場合 
(7) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の何れかであり、購読申し込みの際に法
定代理人、保佐人、補助人の同意等を得ていなかった場合 
(8) 暴力団、暴力団構成員および準構成員、暴力団関係団体、総会屋、会社ゴロ、社会運動
標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団など、暴力、威力または詐欺的手法を
駆使して経済的利益を追求する集団または個人である場合、または反社会的勢力であった
場合 
(9) 当社に対して、自らまたは第三者を利用して、詐術、暴力的行為または脅迫的言辞を用
いるなどした場合 
(10) 当社に対して、自身が反社会的勢力である旨を伝え、または関係団体もしくは関係者
が反社会的勢力である旨を伝えるなどした場合 
(11) 自らまたは第三者を利用して、当社の名誉や信用等を毀損し、もしくは毀損するおそ
れのある行為をした場合 
(12) 自らまたは第三者を利用して当社の業務を妨害し、または妨害するおそれのある行為
をした場合 
(13) その他、当社が不適当と認める場合 
 
第７条 アンケート 
1. 当社は、本サービスの利用者に対し、当社または当社の取引先のためにアンケート調査
を行うことがあります。 
2. 当社は、調査の目的に応じて選択した利用者（以下「調査対象者」といいます）に対し、
メールまたはその他の手段で調査への参加を依頼します。当社が調査対象とはしていない
方が調査への参加を希望しても応じられません。 
3. 調査対象者は、当社の指示するところに従い、所定の質問に対して締切日までに回答す
るものとします。 
4. 調査協力依頼時などに配信・提供される情報に関する知的財産権等は、当社、提携先ま
たは当社の顧客が保有するものであり、当該情報の提供によりこれらの権利を利用者に与



えるものではありません。利用者は、当該情報を許可なく利用し、または回答ページのURL
について当社の許可なくリンクを貼ったり、公開したりすることはできないものとします。 
5. 当社は、アンケート調査に応じて利用者によって送信され、蓄積されたデータ（以下「回
答データ」といいます）を、当社個人情報保護方針にしたがって利用・管理します。 
6. 利用者は、回答データについて、知的財産権等一切の権利を主張することができないも
のとし、当社は回答データを自由に修正、編集または削除することができるものとします。
また、利用者が一旦回答を送信した後、回答データの内容の確認や開示、修正または削除を
求めても、当社はこれに応じないものとします。 
 
第８条 メールサービス 
1. 本サービスにおける利用者へのメール送信に際し、メールの未送信、遅延、文字化け、
同一メールの複数回送信が発生しても、当社はその責任を負いません。 
 
第９条 禁止事項 
1. 利用者は、本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。 
(1) 当社もしくは他者の権利を侵害する行為または侵害するおそれのある行為 
(2) 他者を差別、誹謗中傷する行為または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為 
(3) 第三者になりすまして本サービスを利用する行為 
(4) 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為 
(5) 宗教活動、団体への勧誘行為 
(6) 営業活動、営利を目的とした利用またはその準備行為 
(7) 詐欺等の犯罪に結びつく行為または犯罪行為に関連する行為 
(8) わいせつ画像など他者に不快感を与えるコンテンツを送信または表示する行為 
(9) 他者の設備または本サービス用設備（当社が本サービスを提供するために用意する通信
設備、通信回線、電子計算機、その他の機器およびソフトウエアをいい、以下、本規約にお
いて同様です）の利用もしくは運営に支障を与える行為 
(10) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行
為 
(11) 法令、本規約もしくは公序良俗に違反する行為、本サービスの運営を妨害する行為、
当社の信用を毀損し、もしくは当社の財産を侵害する行為または他者もしくは当社に不利
益を与える行為 
(12) 自己または他者の個人情報を開示する行為 
(13) 当社が承認した場合を除き、他者に対して本サービスを再頒布、貸与または販売する
行為 
(14) 本サービスの不具合や障害を不正な目的で利用し、またはそれを他者へ伝達する行為 
(15) 他人との交際を希望する書き込みその他本サービスを出会い系サイトとして用いる目



的または態様と当社が認める行為 
(16) その他当社が不適当と判断する行為 
2. 利用者は、本サービスならびに本サービスのコンテンツおよびその内容について、その
全部または一部を問わず、商業目的で利用（使用、複製、複写、蓄積、再生、販売、再販売
その他形態のいかんを問いません）することはできません。 
 
第 10 条 当社からの契約解除 
当社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、利用者への事前の通知も
しくは催告を要することなく本サービスの利用を停止することができます。 
(1) 本規約に違反した場合 
(2) 利用者が届け出ている情報に虚偽またはこれに類する不正確な内容の記載が含まれて
いると判明した場合 
(3) 一定期間以上、本サービスの利用がないと判断した場合 
(4) その他合理的な事由により利用者として不適切と当社が判断した場合 
 
第 11 条 利用者の事情による解約 
1. 利用者が本サービスの利用を終了する場合は、当社が指定する方法により解約届を提出
し、当社が受領したことをもって利用契約が解約されます。 
2.利用者に帰すべき原因により解約ができない場合であっても、当社は解約のために対応す
る義務を負いません。 
 
第 12 条 サービス内容の変更・廃止 
当社は、利用者への事前の告知をもって、本サービスの内容を変更、追加または廃止するこ
とがあり、利用者はこれを承諾するものとします。 
 
第 13 条 一時的なサービス中断・停止 
当社は、次に該当する場合には、利用者に事前に連絡することなく、本サービスの全部また
は一部を中断・停止することがあります。 
(1) 本サービスを構成するシステムの保守を定期的に、または緊急に行う場合 
(2) 電気通信事業者、データセンターなどの障害が起きた場合 
(3) 火災、停電、天災、第三者からの妨害行為などにより本サービスの提供を困難と判断し
た場合 
(4) その他やむを得ずシステムの停止が必要と判断した場合 
 
第 14 条 委託 
当社は、利用者に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部または一部を第



三者に委託することができます。 
 
第 15 条 自己責任の原則 
利用者が本サービスを利用することによって、第三者に対して損害を与えた場合、利用者が
自己の責任と費用をもって解決し、当社に迷惑を掛け、あるいは損害を与えることのないも
のとします。 
 
第 16 条 設備等の自己責任 
1. 本サービス利用（ウェブ閲覧やメール配信など）のために必要な通信回線、通信機器、
コンピュータ、ソフトウエアなどは全て利用者の負担と責任において準備するものとしま
す。 
2. 利用者は、自己の責任と費用において、自己の利用環境に応じたセキュリティー対策（コ
ンピューター・ウイルスの感染、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等を含む）を講じるも
のとします。 
 
第 17 条 免責 
1. 当社はコンテンツを、現状有姿および提供可能な限度で提供するものとし、利用者はこ
れに合意します。当社は、コンテンツに関し、商品性もしくは特定目的への適合性などを、
明示的もしくは黙示的に保証すること、もしくは表明することを含むあらゆる保証もしく
は表明の責任を負いません。 
2. 当社は本サービスの一時的な中断・停止によって利用者に損害が発生した場合でも、法
令に定める場合または当社の故意または重大な過失を原因とする場合を除き、利用者に対
して責任を負わず、かつ、一切の損害賠償を行いません。 
3. 本サービスに関する当社と利用者との間の契約（本規約を含みます）が消費者契約法に
定める消費者契約となる場合であっても、当社は、当社の過失（重過失を除きます）による
債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害のうち特別な事情から生じた損害
（当社または利用者が損害発生につき予見し、または予見し得た場合を含みます）について
一切の責任を負いません。 
4. 利用者は、本サービスから得た情報に基づく行為および行為の結果について、当該行為
を自己が行ったか否かを問わず、一切の責任を負うものとし、当社に対し、異議またはいか
なる請求も行わないものとします。 
5. 本サービスのコンテンツは外部のウェブサイトなどへリンクしている場合があります。
移動した先のホームページは当社が管理運営するものではなく、本サービス外のサイトや
リソースの利用可能性について当社には責任がありません。また、当該サイトやリソースに
包含され、または当該サイトやリソース上で利用が可能となっているコンテンツ等、広告、
商品、役務などについて当社は一切責任を負うものではありません。したがって、当社には、



それらのコンテンツ等、広告、商品、サービスなどに起因または関連して生じた一切の損害
（間接的であると直接的であるとを問いません）について賠償する責任はないものとしま
す。 
6. 本サービスのメール送信に際し、メールの未送信、遅延、文字化け、同一メールの複数
回送信が発生しても、その責任を負いません。また、利用者が受信したメールを削除、紛失
した場合も、当社は当該メールの再送信は行いません。 
7.名刺の配送時に関する紛失等について当社は一切責任を負うものではありません。 
 
第 18 条 著作権、商標権 
1. 本サービスで配信される全ての著作物は、当社または各著作物の著作者が著作権その他
の一切の権利を有します。利用者は、著作物を本規約で定めた利用条件および著作権法で認
められた「私的使用のための複製」の範囲を超えて複製、転載、改変、編集、翻案、翻訳、
送信することはできないものとします。 
2. 本サービスのコンテンツに含まれる一切の商標、サービスマーク、ロゴ等は、当社また
はコンテンツの提供者のほか第三者の登録商標または商標です。利用者はこれらを無断で
利用することはできません。 
3. 利用者は、前 2 項に違反する行為を第三者に行わせることはできません。 
 
第 19 条 損害賠償 
利用者が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当社に損害を与え
た場合、当社は利用者に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとします。 
 
第 20 条 準拠法と管轄裁判所 
1. 本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては日本法が適用されるものとします。 
2. 利用者と当社との間で訴訟の必要が生じた場合は、その訴額に応じて東京地方裁判所ま
たは東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
 
(附則) 
制定：令和 3年 1 月 18 日 


