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よそうかい.com WEB 会員規約

第一条 構成
このよそうかい.com WEB 会員規約は、一般利用規約並びに会員規約の 2 つから構成されるものとします
一般利用規約
第二条 目的
当 WEB サイト（http://yosoukai.com）は、米国を中心とした商品、金融マーケットの情報提供を中心に、これ
に興味を持ち、これを基にした資産運用に関心を持つ個人(以下「ユーザー」)をサポートすることを目的とします。
本一般利用規約は、Yosoukai Global Investor, Inc.（以下「よそうかい」）がユーザーに対し提供するサービス
（以下「サービス」という）を全てのユーザーが利用する際の、契約条件一切を定めるものとします。
第三条 運営
当 WEB サイトは、よそうかいによって運営されます。
第四条 規約の変更
1.

よそうかいは、全てのユーザーに事前の通知を行うことなく本規約を任意に変更する事があり、規約発表後
所定の期間が経過した時点で、全てのユーザーはこれを承諾したものとします。規約変更は、WEB サイト上
への掲載、電子メールなどの手段にて通知します。

2.

全てのユーザーは、その責任においてかかる条件の変更を定期的に確認するものとします。

3.

個々のサービスメニューに関する利用規定が設けられている場合、全てのユーザーはこれらの利用規定にし
たがって利用するものとします。

第五条 情報の利用制限
1.

全てのユーザーは、特に許諾された場合を除き、当 WEB サイトを非商業目的の私的使用（原則としてユー
ザー自身の利用に供する）のためにのみ使用するものとし、
(1) 営利目的での利用
(2) 営利目的での情報の加工及び再利用
(3) 他のユーザーのプライバシーや名誉の毀損につながる利用
(4) その他、当 WEB サイトの運営に支障をもたらすおそれのある目的での利用
は認められません。

2.

全てのユーザーは、当 WEB サイトを通じて取得したいかなる情報、ソフトウェア、製品もしくはサービスにつ
いて、これを変更、複製、頒布、送信、表示、上映、発行、ライセンス、それらに基づく二次的著作物の作成、
移転または販売をすることはできません。

第六条 情報の著作権及びコンテンツの取り扱い
1.

WEB サイトの全てのコンテンツについての著作権はよそうかいに帰属します。

2.

よそうかいは、サービスの運営又は保守管理上の必要があると判断した場合、全ユーザーへの事前通知や
承諾なしに、当 WEB サイトに掲載したコンテンツ等の全部又は一部のサービス内における複写、移動又は削
除、データベースへの蓄積等を行うことができるものとします。

3.

よそうかいは、当 WEB サイトに掲載されたコンテンツ等の全部又は一部が次のいずれかに該当する、又はそ
のおそれがあるとよそうかいが判断した場合、当該コンテンツ等の全部又は一部を全てのユーザーへの事
前の通知、承諾なしに、削除することができるものとします。
(1) 本規約のいずれかに違反する場合
(2) 当 WEB サイトに不適当と判断された場合

第七条 リンク先に関する免責
当 WEB サイトには、他の WEB サイトへのリンク（以下「リンク先サイト」という）が含まれています。
1.

「リンク先サイト」はよそうかいの管理下にはなく、よそうかいはいかなる「リンク先サイト」の内容（「リンク先サ
イト」に含まれるリンクも含む）、または「リンク先サイト」の変更もしくは更新について、責任を負うものではあ
りません。

2.

よそうかいは、「リンク先サイト」から受信されるウェブキャスティングその他のいかなる形式の送信についても
責任を負いません。

3.

よそうかいは、ユーザーの便宜のためにかかるリンクを提供しており、かかるリンクの提供は、何らよそうかい
のかかるサイトに対する推奨またはその運営者との関係を示唆するものではありません。

第八条 サービスの内容と変更等
当 WEB サイトでよそうかいが行うサービスの内容には、米国金融、商品先物市場のリサーチ、需給分析や
相場見通しなどを含む情報提供、コンサルティング、取引戦略の開発などが含まれます。
1.

当 WEB サイトが全てのユーザーに提供するサービスの内容は、よそうかいが適宜設定し、提供時点でよそう
かいが提供可能なものとします。

2.

よそうかいは独自の判断により、全てのユーザーへの事前の通知なく、サービス内容の追加、変更、部分改
廃等をすることができ、全てのユーザーはこれを承諾するものとします。

3.

よそうかいは、サービスにかかるシステムの保守点検及び不測の事態等の事由により、全てのユーザーへ
の事前の通知なく、サービスを一時的に中断、停止することができ、全てのユーザーはこれを承諾するものと
します。

4.

前項によるサービスの変更、停止等について、よそうかいは一切の責任を負わないものとします。なお、サー
ビスの変更、停止等がなされた場合には、よそうかいが、自ら又は委託した第三者を通じて、事後的に電子
メール、FAX、郵便その他の手段を通じて全ユーザーに通知します。
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第九条 サービスに関する保証
当 WEB サイト上のサービスにおいて全てのユーザーが利用する情報を提供、掲載、掲示する者（以下「コン
テンツ提供者」という）は、文章、データ、図表、音、映像、ソフトウエア等の成果及び情報内容について、その完
全性、正確性、信頼性、有用性等、いかなる保証もユーザーに対して行わないものとします。よそうかいはその情
報内容に明らかな誤りがあった場合、事前通告なくその内容を変更、追加、部分改廃することが出来ます。
第十条 設備等
1.

全てのユーザーは、サービスを利用するために必要なコンピュータ、通信機器、電話回線その他全ての機器

2.

全てのユーザーは、いずれかの電気通信サービスを利用してサービスに接続するものとします。その際に必

3.

サービスを利用するために要する電話料金、専用回線使用料、申請手数料等は、全てのユーザーの負担と

設備を、自己の責任と費用負担において、準備し設置するものとします。
要な手続等は、自己の責任と費用負担で行うものとします。
します。
4.

よそうかいは、全てのユーザーが使用するいかなる機器設備及びソフトウエアについて一切の動作保証を行
わないものとします。

第十一条 免責事項
1.

よそうかい及びその社員、株主、取締役、コンテンツ提供者、関係機関は、ユーザーがサービス又はサービ
スを通じて他のサービスを利用すること（投資判断、資産運用のための助言等を含む）によって発生した損害
について、いかなる責任も負わないものとします。

2.

当 WEB サイトのサーバー、ネットワーク機器、回線などの故障、停止、停電、天災、保守作業その他の理由
によりサービスの提供の中断、遅延などが生じ、その結果、全てのユーザーがサービスの利用不能による損
害又は情報の滅失又は損壊等の損害を被った場合、よそうかいは、サービスの当該理由かかわらず、一切
責任を負わないものとします。

3.

ユーザーがサービス又はサービスを通じて他の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、全てのユーザーは、自己の責任と費用負担において処理解決し、 よそうかい及びコンテンツ提供
者に損害を与えないものとします。

4.

ユーザーの中のいずれかが本規約に違反した行為又は不正もしくは違法な行為によってよそうかい及はコン
テンツ提供者に損害を与えた場合、よそうかいは、当該ユーザー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。
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会員規約
第十二条

会員

会員とは、本規約を承認の上当 WEB サイト上で会員登録の申し込みをし、よそうかいが認めた有料会員を
指します。
本会員規約は、よそうかいが会員に対し提供する会員サービス（以下「会員サービス」という）を全ての会員
が利用する際の、契約条件一切を定めるものとします。
第十三条 会員登録申し込みの受け付け、承認
よそうかいは別途定める方法で会員サービスの利用申込者からの会員登録を当 WEB サイト上で受け付け、
登録完了画面をもって申込者とよそうかいとの間で本規約を内容とする会員サービスの利用契約が成立するも
のとします。なお、よそうかい内での必要な審査、手続等を行った上で、申込者に対し登録を承諾しない場合もあ
ります。その際は、電子メールにてその旨を通知します。
第十四条 会員資格の有効
第十三条所定の利用申込者への登録完了画面の通知発信時より、利用申込者に対する会員サービスの
登録者資格が発生し、契約の解除日まで有効とします。
第十五条 権利及び資格譲渡の禁止
会員は、利用契約に基づくサービスを利用することができる権利又は会員資格を第三者に譲渡、転売、その
他いかなる処分もしてはならないものとします。
第十六条 届出事項の変更
1.

会 員は、登 録 時によそうかいに届け出た氏名（または名称）、住所（または所在地）、担当者、電話番号、
FAX 番号、電子メールのアドレス、登録者に関する情報等の個人情報に変更が生じた場合には、所定の手
続きにより、遅滞なくよそうかいに届出を行うものとします。

2.

前項の届出がないためによそうかいからの通知、送付書類等が延着、または到着しなかった場合は、その事
実に係らず、通常到着すると考えられる時期に会員に到着したものとみなします。さらに当該通知がなされな
かったことにより、会員に不利益が生じたとしてもよそうかいは一切責任を負わないものとします。

第十七条 ログイン ID 等
1.

会員は、登録申込を行った時に取得したログイン ID とパスワードを使用して会員専用サービスを受けるもの

2.

会員はよそうかいより貸与されたログイン ID、パスワード等の管理、使用について一切の責任を持つものとし

3.

会員は、登録申込を行った時に取得したログイン ID 以外を使用して会員サービスを利用することはできませ

とします。
ます。
ん。
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4.

当 WEB サイトは、会員によるログイン ID 等の使用上の過誤、管理不十分又は第三者による不正使用等に
起因して会員が損害を被った場合でも、当該損害につき一切責任を負わないものとします。この場合、登録
しているログイン ID およびパスワードを使用した場合のサービスの利用は会員によってなされたものとし、会
員は第九条に定める会員料金等の債務一切をよそうかいに対して負うものものとします。

5.

よそうかいが会員に貸与したログイン ID 等は、申込時に登録を行った者のみが利用できるものとし、登録者

6.

会員は、ログイン ID 等を損失したり、盗難等の被害を負ったりした場合には、直ちによそうかいにその旨を連

以外の第三者に使用させたり、譲渡、貸与、名義変更、質入、相続したりすることなどはできません。
絡するものとします。なお、会員は、自らのログイン ID 等が第三者によって不正に使用されたことが判明した
場合又はサービスの利用に際してサービスに何らかの異常を発見した場合には、直ちによそうかいにその旨
を連絡するものとします。
第十八条 会員資格の取消と利用の一時停止
よそうかいは、会員が次のいずれかに該当すると判断した場合、会員への事前の通知、催告なしに、当該会
員につきサービスの利用の一時的停止又は会員資格の取消を行うことができます。この場合、当該会員は、すで
に生じた会員料金等について、所定の方法で支払うものとします。利用の一時的停止又は会員資格の取消の理
由によっては、すでに支払われた会員料金 等についての払戻しの請求などを行うことができない場合がありま
す。
（1） 利用申込内容に虚偽があったことが判明した場合
（2） 登録されている情報の改ざんを行った場合
（3） ログイン ID 等を不正に使用した場合
（4） サービスの運営を妨害した場合
（5） サービスの会員料金等の支払を遅滞又は拒否した場合
（6） 本規約のいずれかに違反した場合
（7） よそうかいへの E メール、FAX、電話等、または当 WEB サイトにおける会員間のコミュニケーションに関
する使用状況により、よそうかいが会員として不適格と認めた場合
（8） その他の理由において、よそうかいもしくは、よそうかいが適当と認めた第三者が当該会員を不適格と
認めた場合
第十九条 会員料金
会員はよそうかいに対し、会員サービスの利用料金として所定の料金規定に従って会員料金を支払うものと
します。支払いは原則として一ヶ月毎の前払い制、一度支払われた会員料金は返還しないものとします。会員料
金の額は、料金規定において定めるものとします。
第二十条 会員料金の支払いについて
会員料金の支払いは、よそうかいが利用する決済サービス会社であるペイパル口座またはペイパル指定の
クレジットカードによって、毎月一回所定の日（以下「決済日」という）にペイパルを通じて自動的に行われます。支
払方法に関する詳細は、別途定めるものとします。決済サービス会社は、よそうかいの判断にて任意に変更でき
るものとします。
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第二十一条 解約・退会
会員がサービスの利用契約を解約、退会する場合には、よそうかいの指定する方法でよそうかいに解約の
旨を届け出、退会するものとします。会員が決済日の 5 日前までに解約の手続きを行い、よそうかいがこれを受
理した場合、翌月分の会員料金は発生しないものとします。それ以降に解約を届け出た場合は翌月分まで会員
サービスが有効となり、その間の会員料金も支払われるものとします。会員はよそうかいにすでに支払われた会
員料金等について、払戻しの請求などは一切行うことができないものとします。
第二十二条 支払いの延滞
1.

会員料金の支払いが延滞した場合には、よそうかいは一時的に当該会員のサービス利用を停止し、支払い
の請求および新たな支払い方法の確認を行います。

2.

支払請求並びに新たな支払い方法の確認が行われた 5 日後までに支払いまたは新たな支払い方法の確認
が取れた場合は、利用の一時停止を解除します。指定日までに確認が取れなかった場合は、解約扱いとし
ます。

第二十三条 料金改定
1.

よそうかいは、会員に事前の通知を行うことなく会員料金、及び料金規定を任意に変更することがあります。

2.

ユーザーがよそうかいの改定した会員料金や料金規定を承認出来ない場合、所定の手続きにより解約、退

変更については WEB サイト上に掲載、電子メールなどの手段にて通知します。
会を申請、よそうかいは所定の方法でサービスを停止するものとします。会員から解約、退会申請のない場
合は、改定を承認したものとみなしサービスを継続、新料金を請求するものとします。
第二十四条 その他の承諾事項
会員は以下の各号に示す事項につき、あらかじめ異議無く承諾するものとします。
（1） 会員は、ここに定められた「よそうかい.com WEB 会員利用規約」の内容につき予め同意していること。
（2） 当 WEB サイトに記載、またはやり取りされる各種情報（WEB サイト上への書き込み情報など）は、原則
として会員自身、会員同士、または会員と当 WEB サイトの利用に供するものであるが、当 WEB サイトに
掲載された時点を持って、著作権はよそうかいに属すること。
（3） 著作権を有するよそうかいは、当 WEB サイトに記載、またはやり取りされる各種情報（WEB サイト上へ
の書き込み情報など）を 2 次利用することが出来ること。
（4） 当 WEB サイトに掲載される内容は、すべて情報提供のみを目的とされており、投資の推奨を行うもので
はないこと。
（5） 情報はよそうかいが信頼に値すると判断したものだけを扱っているが、それを基にして会員が行った取
引その他の結果において、よそうかいは一切の責任を負うものではないこと。
（6） 取引の決断はあくまでも個人の判断において行うということ。
（7） 先物取引その他の金融市場における取引はリスクの高い取引であり、多大な損失をもたらす場合があ
ること、投資を行う前には十分な考慮が必要であるということ。
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第二十五条 セキュリティ環境について
当 WEB サイトでは、会員の個人情報を保護するために、会員専用ページへのアクセスについてはメンバーID
とパスワードを入力する方法を採っています。
よそうかいは業務上可能な限り個人情報の流出や漏洩を防ぐためあらゆる努力を払うことを怠りませんが、
第三者からの故意によるハッキングや、登録者自らの不正行為、その他よそうかいの責任の範囲外で会員の個
人情報が保護できなかった場合はその限りではありません。
第二十六条 個人情報の取り扱い
当 WEB サイトでは、会員登録に際し登録者は個人の情報を登録する必要があります。よそうかいは会員の
プライバシーおよび個人情報の取り扱いについては別途プライバシーポリシーを作成、必要に応じて更新するも
のとします。
第二十七条 管轄
このよそうかい.com WEB 会員規約に関する訴訟については、米国ニューヨーク州裁判所を管轄裁判所とし
ます。
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