あのころフォト・サービス利用規約
第 1 条（適用範囲）
あのころフォト・サービス利用規約（以下「本利用規約」といいます）は、株式会社あのころ
コミュニケーションズ（以下「あのころコミュニケーションズ」といいます）が提供する「あ
のころフォト・サービス」（第 2 条に定めるサービスをいい、以下「本サービス」といいます）
を、利用者が利用する場合に適用されるものとします。
第 2 条（本サービスの内容）
1. あのころコミュニケーションズは、利用者に対し、以下のサービスを提供します。各サービ
スの詳細については、別途定めるものとします。
（1） 写真デジタル化サービス
（2） 写真整理サービス
2. あのころコミュニケーションズは、本サービスに係る業務の一部または全部を第三者に委託
できるものとします。
第 3 条（本サービスの申込み・契約の成立）
1. 利用者は、本利用規約を確認し承諾の上、所定の申込書から本サービスの利用申込みを行な
うものとします。
2. 本サービスの利用に関する利用者とあのころコミュニケーションズとの契約は、利用者によ
る申込みに対して、あのころコミュニケーションズが申込み受付を完了した旨を利用者に通知
した時点をもって成立するものとします。なお、第 4 条第 2 項に基づき、あのころコミュニケ
ーションズから利用者に見積書を発行する場合においては、あのころコミュニケーションズが
発行した見積書を利用者が承諾した時点をもって、本サービスの利用に関する利用者とあのこ
ろコミュニケーションズとの契約が成立するものとします。
3. 本サービスの利用に関する利用者とあのころコミュニケーションズとの契約が成立した後は、
利用者からの解除および返金のご要望はお受けできません。
第 4 条（利用料等）
利用者は、あのころコミュニケーションズに対し、料金表に表示される本サービスの利用料金
（以下「利用料」といいます）を支払うものとします。
第 5 条（対象媒体等の配送等）
1. 利用者が本サービスの対象となる写真等の媒体（以下「対象媒体」といいます）を発送する
際にかかる料金、およびあのころコミュニケーションズから対象媒体を返却する際の料金なら
びにあのころコミュニケーションズがデジタル化した映像や画像等を記録したメディア（以下
「納品物」といいます）を発送する際にかかる料金は、利用者にて負担するものとします。
2. あのころコミュニケーションズの責に帰すべき場合を除き、対象媒体および納品物の配送中
の破損等について、あのころコミュニケーションズは一切責任を負わないものとします。
第 6 条（利用料等の支払方法等）
利用料等の支払は、当社が承認する支払方法によるものとします。
第 7 条（禁止事項）
対象媒体が次のいずれかに該当した場合、またはその恐れのある場合、本サービスの提供をお
断りさせていただく場合があります。
（1） 著作権法に違反する画像や映像等を含む場合
（2） 肖像権またはプライバシーを侵害する画像や映像等を含む場合
（3） カビや経年劣化により損傷している場合、写真の破れがある場合、傷みがひどい場合な
ど、本サービスの提供が技術的、またはその他の理由により困難であるとあのころコミュニケ
ーションズが判断した場合
（4） 法令または公序良俗に反する画像や映像等を含む場合
（5） マイナンバー（個人番号）の画像や映像等を含む場合
（6） その他あのころコミュニケーションズが不適切と判断した場合
第 8 条（利用者の遵守事項）
1. 利用者は、あのころコミュニケーションズが本サービスを提供するにあたり必要と判断した
データおよび情報等を、あのころコミュニケーションズに提供するものとします。
2. 利用者は、本利用規約に基づき取得する権利について、第三者に譲渡、再許諾等できないも
のとします。また、本サービスにおいてあのころコミュニケーションズが利用者に提供した情
報その他著作物や貸与した端末機器等は、当該利用者のみ利用することができるものであり、
利用者はあのころコミュニケーションズの書面による事前の承諾なくして、あのころコミュニ
ケーションズから提供を受けた情報その他著作物や貸与を受けた端末機器等を第三者に利用さ
せないものとします。
3. 利用者は、本サービスを利用するために必要な端末機器等を自己の費用と責任をもって管理

するものとします。
4. 利用者は、端末機器等を他人に無断に使用されないよう、利用者自身の責任においてこれら
を管理するものとします。
5. 利用者は、貸与した端末機器等に故障または破損が発生した場合は、修理費用の実費を負担
するものとします。 また修理不能の故障または破損、および紛失または盗難が発生した場合は、
新品相当の費用を負担するものとします。
6. 利用者は、あのころコミュニケーションズへ提供した情報の内容に変更があった場合は、す
みやかにその旨をあのころコミュニケーションズへ届け出るものとします。利用者が当該届け
出を怠った場合、あのころコミュニケーションズは当該利用者に対して本サービスの提供を停
止する場合があります。
7. 利用者は、対象媒体に関する所有権、使用権等を保有する等、対象媒体を適法に利用可能で
あることをあのころコミュニケーションズに対し保証するものとします。適法に利用可能でな
いことが判明した場合には、あのころコミュニケーションズは利用者に対して本サービスを提
供しない場合があります。
8. 本サービスを利用する際にかかる通信費等は、利用者が負担するものとします。
第 9 条（個人情報の取扱い）
1. あのころコミュニケーションズは、本サービスの利用にあたり利用者があのころコミュニケ
ーションズに提供した情報のうち、当該利用者を識別できる情報（以下「個人情報」といいま
す）について、以下の各号に定める利用目的の達成に必要な範囲内において取り扱うものとし
ます。
（1） 本サービスを提供すること。
（2） 本サービスの向上を目的として、E メール、郵便、電話等によりアンケート調査を実施
すること。
（3） 本サービスの向上を目的として、利用者における E メールの開封状況、その他利用者に
おける本サービスの利用に関する情報を収集し、分析すること。
2. あのころコミュニケーションズは前項に定める利用目的の達成に必要な範囲において、個人
情報を業務委託先に取り扱わせることができるものとします。
3. あのころコミュニケーションズは、利用者に対する本サービスの実施を終了した場合（本サ
ービスに関する契約が解除された場合を含む）においても、第 1 項各号に定める利用目的の範
囲内において利用者の個人情報を利用することができるものとします。
4. あのころコミュニケーションズは、
「個人情報の保護に関する法律」において特に認められて
いる場合および本利用規約に定める場合を除き、利用者の個人情報につき、本条に定める以外
の利用目的で取り扱い、または本条に定める以外の第三者に開示、提供することはありません。
第 10 条（対象媒体の管理等）
1. あのころコミュニケーションズは、利用者から貸与または提供された資料（アンケート結果
を含む）および対象媒体を善良なる管理者の注意義務をもって管理します。
2. あのころコミュニケーションズは、事前に利用者の承諾を得ないかぎり、資料および対象媒
体を本サービスの履行の目的以外に使用し、または第三者に貸与、提供等しないものとします。
3. あのころコミュニケーションズは、あのころコミュニケーションズの故意または重過失によ
る場合を除いて、本サービスの履行により生じた対象媒体の劣化または損傷等に対する保証は
致しません。
4. あのころコミュニケーションズは、本サービス提供終了後一定期間、デジタル化した対象媒
体内の情報を保管する場合があります。
第 11 条（サポート）
1. あのころコミュニケーションズは、利用者からの本サービスの問い合わせについて、サポー
ト（以下「本サポート」といいます） するものとします。利用者は、以下の各号に定める方法
でのみ本サポートを受けることができます。
（1）
利用者が E メールやスカイプを使用して、本サービスの内容に関して、質問等を行う
方法
（2）
利用者がお問合せ窓口に電話し、本サービスの内容に関して、質問等を行う方法
（3）
利用者が訪問サポートを依頼して、本サービスの内容に関して、質問等を行う方法
2. 本サポートの利用可能時間は、平日営業時間内とします。
3. 利用者は、以下の各号の作業が本サポートの対象とならない場合があることをあらかじめ了
承するものとします。
（1） 第 1 項に規定される方法でのサポートが、不可能または不適切とあのころコミュニケー
ションズが判断した場合におけるサポート作業。
（2） 質問に対する作業が、連続的かつ長時間にわたる作業。
（3） その他あのころコミュニケーションズが本サポート対象にならないと判断した作業。
第 12 条（納品物の再製作）
1. 納品物に不具合（納品物の損傷または納品物に記録されたデータが再生もしくは参照できな
いことをいい、以下「不具合」といいます）があった場合、利用者は、納品物を受領してから

10 日以内にお問い合わせ窓口に連絡するものとします。なお、利用者の使用する端末機器や PC
等との相性、再生・参照環境に起因する納品物内のデータの再生不能や参照不能は不具合には
含まれません。
2. あのころコミュニケーションズは、利用者から納品物の不具合について連絡を受けた場合、
速やかに当該納品物を引き取り、当該納品物を確認するものとします。
3. あのころコミュニケーションズは、前項に基づく確認の結果、納品物に不具合が確認された
場合には、納品物を再製作のうえ、利用者に提供するものとし、不具合が確認されなかった場
合には、当該納品物を利用者に返却するものとします。
4. 第 5 条第 1 項にかかわらず、本条に基づく納品物の引き取りならびに返却、および再製作し
た納品物の配送にかかる費用はあのころコミュニケーションズが負担するものとします。
5. 本条に定める場合を除き、納品物の再製作はお受けできません。
第 13 条（あのころコミュニケーションズによる契約の解除等）
1. 利用者が次のいずれかに該当する場合、あのころコミュニケーションズは利用者との間にお
ける本サービスの利用に関する契約を解除する場合があります。
（1） 利用申込み時に虚偽の事項が入力されていたことが判明した場合
（2） 本利用規約に違反した場合
（3） 本サービスの運営を妨げる行為を行った場合
（4） 他者になりすまして本サービスを利用した場合
（5） あのころコミュニケーションズが事前に承認した場合を除き、本サービスを利用して、
営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした利用を行った場合
（6） 法令に反する利用、または公序良俗に反する利用を行った場合
（7） その他あのころコミュニケーションズが不適切と判断した行為を行った場合
2. 前項のいずれかの行為を利用者が行ったことにより、あのころコミュニケーションズが損害
を被った場合、あのころコミュニケーションズは利用者に対し損害の賠償を請求する場合があ
ります。
第 14 条（利用者による契約の解除等）
1. 利用者は、本サービスの利用中止を希望する場合、当社所定の方法により届け出るものとし
ます。
2. 利用者は、本契約の成立日から８日内であれば、いかなる責任も負うことなく本契約を解除
できますが、弊社がお客様の同意を得てすでに本サービスの提供を開始している場合には、当
該解除権は存在しないものとなります。
3. 利用者は、契約を解除しようとするときは、解除しようとする日の１ヶ月前までに、その旨
をあのころコミュニケーションズに通知するものとします。 だだし、解除されたサービスに
該当する利用料金がすでに支払われている場合は、あのころコミュニケーションズは利用者に
対して未経過期間に対する金額を返却しないものとします。
4. 本サービスの利用料金は、解除しようとする月の末日まで発生します。
5. 契約を解除する場合は、貸与した端末機器等をあのころコミュニケーションズご返却いただ
く必要があります。
6. 契約を解除する際にあのころコミュニケーションズは利用者に対して、料金表に表示される、
貸与した端末機器等の返却手数料を請求いたします。 ただし、サービス利用開始から６ヶ月
経過以降は返却手数料が免除されます。
第 15 条（変更）
あのころコミュニケーションズは、以下の事項を変更する必要が生じた場合は、利用者に対す
る通知をもって変更できるものとします。
（1） 本利用規約の内容
（2） 本サービスの内容
（3） 本サービスの利用料
（4） 専用ホームページの URL 等
第 16 条（通知）
本サービスおよび本利用規約におけるあのころコミュニケーションズから利用者への通知は、E
メールまたは専用ホームページでの表示により行われるものとします。
第 17 条（本サービスの中断）
利用者は、以下の各号に定める場合に、あのころコミュニケーションズが本サービスの提供を
中断することがあることを了承するものとします。
（1） 天災地変、労働争議等の不可抗力により本サービスの提供ができない場合。
（2） 本サービス提供用の設備の保守上または工事上やむをえない場合。
（3） 運用上または技術上、本サービスの一時的な中断を必要とした場合。
第 18 条（免責）
1. あのころコミュニケーションズは、利用者が本サービスを利用することにより得た情報等に

ついていかなる保証責任も負わないものとします。
2. あのころコミュニケーションズは、本サービスについて、正確性、合法性、有用性および利
用者が意図する利用目的への適合性等に関し、いかなる保証責任も負わないものとします。
3. 本サービスの利用または利用不能により利用者が損害を被った場合には、あのころコミュニ
ケーションズは、利用者が支払った利用料の額を限度として、利用者に対し賠償責任を負うも
のとします。
4. あのころコミュニケーションズは、いかなる場合においても、あのころコミュニケーション
ズの責に帰すことのできない事由から生じた損害、あのころコミュニケーションズの予見の有
無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益ならびに第三者からの損害賠償請求に基づく
損害については、責任を負わないものとします。
本サービスの利用または利用不能により利用者が被った損害が、あのころコミュニケーション
ズの故意または重過失に起因するものである場合には、前二項の規定は適用されないものとし
ます。
第 19 条（本利用規約に定めのない事項）
本利用規約に定めのない事項は、専用ホームページの内容に従うものとします。
第 20 条（反社会的勢力等の排除）
1. 利用者は、自らが次の各号に記載する者（以下、
「反社会的勢力等」という）に該当せず今後
も該当しないこと、 また、反社会的勢力等との関係を持っておらず今後も持たないことを確約
します。
（1） 警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「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、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者
（2） 資金や便宜を供与したり、不正の利益を図る目的で利用するなど、前号に記載する者と
人的・資本的・経済的に深い関係にある者
2. 利用者は、自らまたは第三者を利用して、次の各号に記載する行為を行わないことを確約し
ます。
（1） 警察庁「組織犯罪対策要綱」記載の「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、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等」その他これらに準ずる者
（2） 違法行為または不当要求行為
（3） 業務を妨害する行為
（4） 名誉や信用等を毀損する行為
（5） 前各号に準ずる行為
3. 当社は、利用者が前各項に違反したときは、利用者に対して損害賠償義務を負うことなく、
何等の催告なしにただちに本サービスに関する契約の全部または一部を解除することできるも
のとします。
第 21 条（準拠法・管轄裁判所）
本利用規約は、日本法に準拠し解釈されるものとします。利用者とあのころコミュニケーショ
ンズとの間で本サービスにつき訴訟を提起する場合、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。
第 22 条（規約の無効）
万一、裁判所により本利用規約の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合におい
ても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性および運用可能性には何らの影響や支障が生
じるものではないものとします。
付則
本利用規約は、2016 年５月 1 日から効力を発するものとします。

