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「プロフェッショナル・シリーズ」サイト利用規約（以下「本規約」といいます）は、株式会社グランドライン

（以下「当社」といいます）が「http://www.grandline-net.co.jp/pro-series」（以下、「本サイト」といい

ます）にて提供するサービス（以下「本サービス」といいます）をご利用いただくための規約で、当社が

提供する本サービスに適用されます。 

 

 

第 1 条（サービスのご利用に際して） 

 

お客様は本規約を遵守の上、本サービスをご利用ください。お客様が本サービスをご利用された場

合、本規約の内容を承諾いただいたものとします。また本サービスのうち、一部のサービスでは利用

規約やガイドライン等を別途定める場合があります。その場合、それらも合わせてご参照いただき、承

諾いただいた上で各サービスをご利用ください。 

なお、各サービスの利用規約・ガイドラインなどにおいて本規約の一部の適用を排除、又は本規約と

異なる事項を定める場合があります。その場合は各サービスの利用規約・ガイドラインなどの条項が

本規約に優先して効力を有するものとします。但し、本規約において、各サービスの利用規約・ガイド

ラインなどの条項に優先する旨規定している場合はこの限りではありません。 

 

 

第 2 条（プライバシー） 

 

お客様の登録情報および当社が取得したお客様に関する情報は、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。 

また、次の点にご注意ください。本サービス内でお客様が自発的に個人情報を表示した場合（クチコ

ミ掲示板に E-mail アドレスを表示するなど）、その情報は他のお客様によって収集され使用される可

能性があります。当社は個人情報の保護に最大限の注意を払っていますが、このような情報の送

信・開示は、お客様ご自身の責任において行ってください。また、当社を通じてお客様がアクセスでき

る第三者のサイトなどは当社とは独立した個々のプライバシー規程やデータ収集規程を持っています。

当社はこれらの独立した規程や活動に対していかなる義務や責任も負っておりません。当該第三者

サイトでのパスワードや登録情報の保持・管理は、お客様ご自身の責任で行ってください。 

 

 

第 3 条（ご利用のための設備） 

 

お客様が本サービスをご利用になるためには、Web にアクセスしていただく必要があります。お客様に

は自らの責任と費用で必要な機器、ソフトウェアを適切に準備、操作していただく必要があり、当社は、

お客様が Web にアクセスされるための準備、操作方法などについては一切関与いたしません。 
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第 4 条（ご利用の目的について） 

 

本サービスのご利用について、いかなる弊害・損害が発生いたしましても当社は一切の責任は負い

かねます。 

当社が事前に承諾した場合を除き、本サービスのご利用や本サービスへのアクセスについて、その

全部あるいは一部を問わず、コンサルティング活動その他の営利を目的としたご利用またはそれに

準ずる行為、そのための準備行為としてのご利用は固くお断りいたします。また、その他、宗教活動、

政治活動などの目的での利用も行ってはならないものとします。 

 

 

第 5 条（著作権・サービスご利用の制限） 

 

1. 本サービスに含まれている各種 PDF データ、コメントなどの情報（以下、「コンテンツ等」といいま

す）は当社の有価物書籍として著作権法違反に該当する可能性があります。お取扱いにはご注

意ください。 

2. お客様は、本サービスの内容を許可なく複製、編集、改変、掲載、転載、公衆送信、配布、販

売、提供、翻訳などを行ってはなりません。 

3. お客様は、本サービスで発行されたお客様の ID とパスワードを許可なく第三者に貸与、譲渡して

はならないものとします。 

4. お客様が前項に反する行為によって被った損害については、当社は一切の責任を負いかねます。

また、お客様がこれらの行為によって利益を得た場合、当社はその利益相当額を請求できる権

利を有するものとします。 

 

 
第 6 条（本サービスの申込・利用料金・支払方法等） 

 

1. お客様が本サービスを利用する場合には、本利用規約に同意のうえ、当社が用意する所定の

申込書により申請を行うものとします。 

2. お申込手続き完了後、メールにて ID とパスワードを発行いたします。 

3. サービスのお申込は毎月 20 日を締切日とし、締切日までに申請があった場合には当月に順次

受付処理を行うものとします。また毎月 21 日～月末日に申請があった場合には、受付処理は

翌月 1 日に行うものとします。 

4. サービスのご利用料金は月額前入金制とし、お申込み当月の翌月 1 日から料金が発生するも

のとします(※日割り計算は行いません)。 

5. 月額のご利用料金は原則、当月１日付で発行する請求書に基づき当月 25 日（土・日・祝日の

場合はその前営業日）までに翌月の利用料金を当社指定金融機関へ現金にて振り込みにて支
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払うものとします（振込手数料は、お客様の負担となります）。 

 

 

第 7 条（サービス内容の変更・終了等） 

 

1. 当社は、本サービス（本サービスにおいて提供する情報の内容を含みます）の全部又は一部を

お客様へ事前に通知することなく、変更、中断、又は終了する事があります。それによりお客様

や第三者が損害を被った場合でも当社は一切の責任を負いかねます。 

2. 当社は、下記のいずれかの事由があるとき、お客様へ事前に通知することなく本サービスの全部

あるいは一部の提供を中断及び停止することがあります。それによりお客様や第三者が損害を

被った場合でも、当社は一切の責任を負いかねます。  

（1） 当社又は当社指定の第三者による本サイトに関する設備の保守その他工事を行う場合 

（2） 当社又は当社指定の第三者による本サイトに関する設備の障害又は故障の場合 

（3） 地震、洪水、津波等の自然災害、戦争、動乱、暴動、停電その他非常事態が発生した場

合 

（4） 司法、行政機関等しかるべき機関の要請による場合 

（5） その他運用上、技術上の理由により当社が必要と判断した場合 

 

 

第 8 条（お客様へのご連絡手段） 

 

当社からのご連絡、通知は、当社所定のサイトへの掲載又はメールを送信することをもって行うことし

ます。但し、当社が必要と判断した場合は、郵便や電話など他の手段も使用する場合があります。  

 

 

第 9 条 (解約) 

 

お客様は、下記に定める手続きに従い、本サービス及び個別利用規約の解約を行うことができるも

のとします。 

1. お客様の意志により当社所定の解約申請書の提出を当月末営業日の 18：00 までに行われた

場合、解約手続き完了とし、この日の属する月の最終日をもって解約日とします。 

2. 第 1 号にて定めた解約申請書提出時内容に不備があり、当月の解約処理に間に合わなかった

場合、当社に故意または重過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。 

 

 

第 10 条（免責事項） 
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本サービスのご利用は、お客様ご自身の判断と責任において、下記の項目を承諾した上でご利用い

ただくものとします。 

1. 当社は、いかなる状況においても、またいかなる人物または法人に対しても、以下の各号につい

て一切の責任を負いかねます。 

（1） 本サービスの提供する一切の情報（スペック情報その他画像やリンクなども含みますがそれ

らに限りません。本規約において以下同じ。）の入手及び利用の結果または利用不可能によ

り生じた損失または損害（全部または一部を問いません）。 

（2） 本サービスに含まれる一切の情報の誤り（当社の過失の有無を問いません）、またはその他

の状況により生じた損失または損害（全部または一部を問いません）。 

2. 本サービスの提供する情報は、事実の表明、もしくは提携、製品の購入・売却または保有の推

奨とみなさないものとします。お客様に対し当社から直接または本サービスを通じてアドバイスや

助言を行った場合であっても、その内容の正確性、速報性、完全性、商品性、または合目的性

等について、いかなる保証（明示的、黙示的を問いません）もいたしません。また、お客様や第三

者に損害や不利益が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いかねます。 

 

 

第 11 条（情報の利用） 

 

当社は、本サービスを通じて得た情報、本サービスを利用されたお客様より提供あるいは入力された

情報（これらの情報には、製品・サービスの評価・価格に関する情報、製品・サービスの供給・販売者

に関する情報を含み、個人あるいは法人を特定する情報を除きます）を、情報の分析・評価、第三

者への情報提供等の為利用することができるものとします。 

 

 

第 12 条（他サイトへのリンク） 

 

本サービス中に、他のWebサイトやリソースへのリンクを設置したり、また第三者が他のWebサイトやリ

ソースへのリンクやトラックバックを登録する場合があります。リンク先の Web サイトやリソースはそれぞ

れの運営者が独立して管理しており、当社ではその内容や安全性などについては関知しておらず、

一切の責任を負いかねます。 

 

 

 

 

第 13 条（禁止行為） 
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当社は下記の行為を禁止事項と定め、お客様はこれを行わないこととします。  

1. 全部または一部を問わず、本サービスによって提供される情報を、当社の事前の同意なく、複

写、再生、複製、送付、譲渡、頒布、配布、転売、送信、送信可能化、改変、翻案、翻訳、貸与、

またはこれらの目的で利用又は使用するために保管する行為 

2. 本サービスで発行されたお客様の ID とパスワードを当社の事前の許可なく譲渡、貸与し、第三者

が不正にアクセスする行為 

3. 本規約又は各サービスの利用規約・ガイドライン等に違反する全ての行為 

4. 公序良俗に反する行為またはそのおそれのある行為 

5. 犯罪的行為、不法行為、またはそのおそれのある行為 

6. 他のお客様または第三者に不利益を与える行為、またはおそれのある行為 

7. 本サービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為 

8. 当社または本サービスの信用を毀損する行為、またはそのおそれのある行為 

9. 当社または第三者の知的所有権（著作権、意匠権、実用新案権、商標権、特許権、ノウハウが

含まれるがこれに限定されない）、名誉、プライバシーその他第三者の権利又は利益を侵害す

る行為、またはそのおそれのある行為 

10. 上記各号に定める行為を助長する行為 

11. その他、当社が不適当と判断すること 

 

当社は、前項各号に該当する行為がなされた場合、当該お客様に対して本サービスの利用の停止

その他当社が適切と判断する処置をとらせていただきます。お客様が本規約の内容または趣旨に違

反し、あるいは本規約の精神に照らして不適切な行為を行ったと当社が判断した場合などにも、当該

措置をとる場合があります。お客様による不適切な行為、その他お客様の帰責性の有無に係わらず、

当社の裁量で当該処置を行うことがあります。当社がかかる措置を行った理由については、その理由

の如何を問わずお客様に対して一切お答えできませんことを予めご承知ください。 

当社が行った上記措置に起因してお客様に損害が生じても、当社は一切の責任を負いかねます。 

 

 

第 14 条（利用資格の取消等）  

 

当社は、お客様が次のいずれかに該当すると判断した場合、当該お客様へ何ら通知、催告すること

なく、本サービスの利用の一時的停止又はその利用資格の取消、および本規約の解除等、必要な

措置を行うことができるものとします。この場合、当該お客様は、上記の当社の措置が行われるまで

に既に生じた利用料等未払債務の弁済義務を負うものとし、当社が別途定める方法でこれを支払う

ものとします。 

1. 利用料その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合 
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2. 前条に定める禁止行為を行った場合 

3. 前各号の他、本規約の条項のいずれかに違反した場合 

4. 前各号の他、お客様として不適切であると当社が判断した場合。 

 

 

第 15 条（本規約の変更） 

 

本規約の内容は、必要に応じて全部または一部を変更する場合があります。その場合、その都度お

客様へのご連絡はいたしかねますので、ご利用の際には、常に最新の利用規約を必ずご参照くださ

い。変更後に本サービスをご利用された場合、改訂後の規約に同意いただいたものといたします。 

 

 

第 16 条（準拠法、裁判管轄） 

 

本規約は、日本法に基づき解釈されるものとします。本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、

訴額に応じて東京簡易裁判所また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。 

 

以上 

 

 


