
「ゆれしる」サービス利用規約 

「ゆれしる」サービス利用規約（以下「本規約」といいます。）は、株式会社スピードリン

ク（以下「当社」といいます。）が提供する「ゆれしる」サービスの提供条件等を定めるも

のです。 

お客様が本サービスをご利用する際には、本規約の内容が適用されますので、ご利用の前に、

必ずお読みください。 

 

 第１条（本規約の適用） 

 

1.  本規約は、当社が提供する「ゆれしる」サービス（以下「本サービス」といいます。）

の利用に関し、本サービスの提供条件、お客様が遵守すべき事項およびお客様と当社との関

係を定めます。 

 

2. お客様が、第３条で定める本サービスの会員登録手続きを完了したことをもって、本規

約の全ての内容に同意したものとみなされます。 

 

3. 第３条で定める本サービスの会員登録手続きの完了をもって、お客様と当社との間で本

サービスの利用契約が締結されたものとし、以降、お客様は、本サービスをご利用すること

ができます。 

 

 第２条（本サービスの内容等） 

 



1. 本サービスは、お客様が、本規約および本サービス内において掲載される利用条件等に

従って利用することができる、月額定額制サービスです。 

 

2. 本サービスは、お客様に対して、当社が本サービスに関して運営するウェブサイト（以

下「本サイト」といいます。）を通じて、日本国内の地殻変動情報に基づき分析した地震予

測情報等（以下「地震情報等」といいます。）を通信端末の画面上に表示・閲覧することが

できるサービスです。本サービスの詳細は、「本サービス概要」に定めるとおりとします。 

 

3. 本サービスの地震情報等は、株式会社地震科学探査機構が測量工学的アプローチで地震

の前兆現象を捉え独自の方法で予測した情報に基づき当社が提供するもので、気象庁発表の

予報・予測内容と異なる場合があります。また、地震情報等は、全ての地震を完全に予測で

きるものではなく、当社は、本サービスを通じて提供する地震情報等について、本規約に明

示的に規定される場合を除き、お客様に対して何ら一切の責任を負うものではありません。 

 

4. 当社は、お客様にあらかじめ通知することなく、当社の判断により本サービスの内容や

仕様の変更、追加、削除等を行うことができるものとします。 

 

5. お客様の使用する情報通信端末または OS もしくはアプリのバージョン等に応じて、本

サービスの一部もしくは全部の機能が利用できず、または、本サービスの内容が異なる場合

があります。 

 

 第３条（会員登録） 

 

1. お客様は、本サービスの利用開始にあたり、本規約の内容に同意の上、本サイトまたは

当社が指定するコンテンツ上において、当社所定の申込み手続き、および次条に定めるサー



ビス利用料金の支払手続き（以下総称して「会員登録」といいます。）を完了する必要があ

ります。お客様は、会員登録における登録事項が、すべて正確であることを保証します。 

 

2. 前項に基づく会員登録が完了したときをもって、お客様と当社との間で本サービスの利

用契約が締結されたものとし、お客様の本サービスへの入会日とします。 

 

 第４条（サービス利用料金） 

 

1. 本サービスの利用料金（以下「利用料」といいます。）は、月額金５５０円(税込)となり

ます。 

 

2. お客様は、当社が指定する方法から支払方法を選択し、利用料を支払うものとします。

契約は自動更新となり利用期限翌月の 1 日に選択された支払い方法にて更新分の利用料金

を請求いたします。 

 

3. お客様は、本サービスの解約手続きを月の途中で行った場合であっても、当該月の月額

利用料は日割り計算せず、月額利用料の全額を支払わなければなりません。 

 

4. 当社は、本規約で別段の定めがある場合を除き、いかなる理由であっても、お客様が既

に支払った利用料について、お客様に返還する義務を負わないものとし、既にお客様から受

領した利用料その他の払戻し等は一切行いません。 

 

5. 当社は、本規約に基づきお客様に対して有する金銭債権を、当社が利用料の回収代行業

務を委託する決済代行事業者（以下「決済代行事業者」といいます。）、金融機関その他の

第三者に対して譲渡、信託、または担保権を設定することができ、お客様はあらかじめこれ

を異議なく承諾するものとします。 



 

 第５条（未成年者による利用） 

 

お客様が未成年者（20 歳未満）の場合、本サービスを利用するにあたり、事前に親権者等

法定代理人の同意を得たうえで、本サービスの利用を行うものとします。未成年者であるお

客様が本サービスを利用した場合には、法定代理人の同意を得たものとみなします。 

 

 第６条（通信料および利用環境等） 

 

1. お客様が本サービスを利用する場合には、利用料の他に別途通信料が発生します。また、

お客様が、パケットサービスを利用する場合には、送受信の通信料が発生します。 

 

2. お客様は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェアその他これらに

付随して必要となる全ての機器（以下総称して「機器等」といいます。）を、お客様の費用

負担と責任において準備し、利用可能な状態に置くものとします。また、本サービスの利用

にあたっては、お客様が自己の費用負担と責任において任意に選択した、電気通信サービス

または電気通信回線を経由してインターネットに接続するものとします。 

 

3. 当社は、お客様の利用環境について一切関与せず、また、機器等の不具合等について、

一切の責任を負いません。 

 

 第７条（パスワードおよびユーザーID の管理） 

 



1. お客様は、自己の責任において、本サービスに関するパスワードおよびユーザーID を適

切に管理および保管するものとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、

売買等をしてはならないものとします。 

 

2. パスワードまたはユーザーID の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生

じた損害に関する責任はお客様が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。 

 

 第８条（禁止行為） 

 

1. お客様は、本サービスの利用に際して、以下に定める行為（それらを誘発する行為や準

備行為も含みます。）をしてはならないものとします。なお、以下の行為に該当するか否か

について、当社は、自らの判断で、その該当性を判断し認定することができます。 

 

(1) 法令に違反する行為 

(2) 当社または第三者の財産もしくは権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為 

(3) 社会規範・公序良俗に反するもの、第三者の権利を侵害しまたは第三者の迷惑となるよ

うなものを、開示、提供または掲載等する行為 

(4) 当社のサーバまたはネットワークの機能を破壊し、または妨害する行為 

(5) 本サービスまたは当社の配信する広告を妨害する行為 

(6) 第三者の個人情報を無断で収集、蓄積し、または第三者の個人情報の掲載等を行う行為 

(7) 他のお客様または第三者になりすまして本サービスを利用する行為 

(8) 本サービスの不正な利用行使、または本サービスの提供の趣旨に照らして本来のサービ

ス提供の目的とは異なる目的で利用する行為 

(9) 当社の本サービスに関連して、反社会的勢力に利益を提供する行為 



(10 )本サービスの利用に際して、当社に過度または正当な理由なく要求、請求または主張

をなす行為 

(11) 前各号の他、当社が合理的な理由に基づき不適当であると判断する行為 

 

2. お客様は、本サービスから入手した情報をお客様の私的利用範囲に限り利用することが

可能であり、営利、非営利を問わず、お客様が自己の事業のために利用してはなりません。 

 

 第９条（知的財産権等の権利帰属） 

 

1. 本サービスならびに本サービスに含まれているコンテンツおよび個々の情報､商標､画像､

広告､デザイン等（以下総称して｢コンテンツ等｣といいます。）に関する著作権､商標権その

他一切の知的財産権は、当社または当社に利用を許諾した正当な権利者（以下「権利者」と

いいます。）に帰属します｡ 

 

2. 当社は、本規約に明示的に規定される場合を除き、本サービスおよびコンテンツ等に関

する当社または権利者の知的財産権等に関し、お客様に対して、いかなる権利も許諾するも

のではありません。お客様は、コンテンツ等を無断で複製、譲渡、貸与、翻訳、改変、転載、

公衆送信（送信可能化を含みます。）、伝送、配布、頒布、出版および営業使用等を行って

はならないものとします。 

 

3. お客様が、本サービスを通じて当社がお客様に提供するコンテンツ等を本サービスの利

用目的を超えて利用を行った場合、当社は、当該行為の差止めを請求することができ、また、

あわせて、当該行為によって当社に損害が発生している場合には、別途当該損害の賠償請求

もできるものとします。 

 



 第 10 条（広告掲載） 

 

1. 当社は、本サービスの提供に付随して、当社または当社に掲載依頼をした第三者の広告

や勧誘等（以下「広告等」といいます。）を、本サイトに表示するなど、 当社が選択した

手段により、提供することがあります。 

 

2. 前項に基づき提供された広告等は、本サービスと一体化された不可分なものであり、お

客様が本サービスの利用を終了するか、または、当社が本サービスを変更しない限り、その

提供は終了しません。 

 

 第 11 条（お客様の責任） 

 

1. お客様は、お客様自身の責任において本サービスを利用するものとし、本サービスにお

いて行った行為およびその結果について、お客様自身において一切の責任を負うものとしま

す。 

 

2. 本サービスに関して、お客様と第三者との間で紛争等が発生した場合、当社は当該紛争

等の解決義務を負わないものとし、お客様は、お客様自身の費用負担と責任において、当該

紛争等を解決するものとします。また、当社が任意に当該紛争等の解決努力をした場合とい

えども、解決義務および継続的な解決努力義務を負うものではありません。ただし、当社に

故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。 

 

3. 前項の紛争およびお客様が本規約に違反したことにより、当社が損害（対応に要した弁

護士費用等を含みます）を被った場合、お客様は、当社に対して当該損害を賠償するものと

します。 



 

 第 12 条（免責事項） 

 

1. 当社は、本サービスについてその品質および地震情報等の完全性、正確性、適用性、有

用性、利用可能性、安全性、確実性ならびに広告内容について、いかなる保証も行いません。 

 

2. 当社は、本サービスに事実上または法律上の瑕疵（安全性、信頼性、正確性、完全性、

有効性、特定の目的への適合性およびセキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、なら

びに権利侵害などを含みます）がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。当

社は、お客様に対して、これらの瑕疵を除去して本サービスを提供する義務を負いません。 

 

3. 当社の債務不履行、不法行為、瑕疵担保責任その他請求原因のいかんを問わず、当社の

責めに帰すべき事由に起因してお客様に生じた損害を賠償する場合、当該損害賠償の範囲は、

通常生ずべき損害に限られるものとし、予見の有無にかかわらず、特別の事情によって生じ

た損害、逸失利益、弁護士費用は含まないものとします。また、本サービスに関して当社が

お客様に損害賠償する金額は、3 ヵ月分の利用料を上限とします。ただし、当社に故意また

は重大な過失があった場合にはこの限りではありません。 

 

 第 13 条（本サービスの変更） 

 

1. 当社は、当社が必要と判断した場合には、お客様に事前に通知することなくいつでも本

サービスの内容を変更し、または本サービスの提供を一時的に停止することができます。 

 



2. 当社が本サービスの内容を変更し、または本サービスの提供を一時的に停止した場合で

あっても、本規約で特に定める場合を除き、当社は、お客様に対して一切の責任を負いませ

ん。 

 

 第 14 条（本サービスの中断・停止） 

 

1. 当社は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、お客様に事前に通知することなく、

一時的に本サービスの全部または一部の提供を中断することがあります。 

 

(1) 本サービスを提供するための電気通信設備等の定期的な保守点検を行う場合または緊急

な点検を行う必要がある場合 

(2) 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を停止または中止することにより、本サービ

スの提供を行うことが困難な場合 

(3) インターネットを通じた不正な進入等により、本サービスの提供が困難となった場合 

(4)地震、噴火、洪水、津波、火災、停電、その他天災等により本サービスの提供ができな

くなった場合 

(5) 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合 

(6) 前各号の他、運用上または技術上、当社が本サービスの提供の一時的な中断を必要と判

断した場合 

 

2. 当社は、前項各号のいずれかの事由またはその他の事由により本サービスの全部または

一部の提供に遅延もしくは中断が発生しても、これに起因するお客様または第三者が被った

損害に関し、本規約で特に定める場合を除き、一切の責任を負いません。 

 



 第 15 条（本サービスの終了） 

 

1.当社は、あらかじめお客様に対して、第 21 条による通知または告知をすることによって、

本サービスの全部または一部を終了することができます。 

 

2. 当社が本サービスの全部または一部を終了した場合であっても、当社は、本規約で特に

定める場合を除き、お客様に対して一切の責任を負いません。 

 

 第 16 条（利用契約の解約等） 

 

1. お客様は、いつでも、当社所定の方法により本サービスの利用契約の解約をすることが

できます。なお、この場合、本サービスの利用契約の解約手続きが完了した時をもって、将

来に向かって、お客様への本サービスの提供は終了します。 

 

2. 当社は、お客様が以下のいずれかの事由に該当すると判断した場合、お客様へ事前に催

告することなく、当社が定める期間、本サービスの利用を停止し、または、お客様との利用

契約を解除することができます。なお、本サービスの利用契約が解除された場合、お客様は、

解約日をもって将来に向かって本サービスの会員資格を喪失します。 

 

(1) 本規約に違反した場合 

(2) 第 8 条で定める禁止行為を行ったと当社が判断した場合 

(3) お客様が死亡したとき、または、実在していないと当社が判断した場合 

(4) 登録事項に事実と異なる登録（第三者へのなりすまし、虚偽の記載、誤記等を含みます）

をしていたことが判明した場合 

(5) 利用料その他の債務の履行を遅滞し、または支払いを拒否した場合 



(6) お客様が選択した決済方法の利用が停止された場合 

(7) お客様が反社会的勢力との関わりがあると当社が判断した場合 

(8) お客様が仮差押、仮処分、強制執行、租税滞納処分等を受けた場合、お客様について破

産手続開始の申立てもしくは民事再生手続開始の申立てがあった場合、またはお客様が後見

開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合 

(9) 前各号に準ずる事由がお客様に生じた場合、またはお客様による本サービスの利用もし

くはお客様との間の利用契約の継続が適当でないと当社が判断した場合。 

 

3. 当社は、前項の措置によりお客様が何らかの不利益または損害を被ったとしても、一切

の責任を負いません。 

 

4. 本サービスの利用契約が解約、解除等により終了した場合には、お客様がそれまで蓄積

された本サービスの利用履歴、その他一切の設定等は削除されます。 

 

5. お客様が本条第２項各号に定める事由のいずれかに該当した場合には、お客様は期限の

利益を喪失し、当該時点において発生している本サービスの利用料その他の当社に対して負

担する一切の債務を一括して弁済しなければなりません。 

 

 第 17 条（お客様情報の取得） 

 

1. 当社は、本サービスの会員登録時に、お客様の任意による登録により、次の各号で定め

るお客様の個人情報（個人情報保護法にいう個人情報をいいます。）を取得します。また、

本サービスの提供に際して、お客様の位置情報、ＩＰアドレス、クッキー、Web ビーコン、

および通信端末の個体識別情報（以下個人情報から通信端末の個体識別情報までを総称して

「お客様情報」といいます。）を取得することがあります。  

 



 (1)氏名 

 (2)電子メールアドレス 

 (3)電話番号 

 

2. 当社は、お客様から個人情報を取得した場合、次条で定める利用目的の範囲内において

利用するものとし、また、個人情報を当社が別途定める「 プライバシーポリシー」に従っ

て、適法かつ適正に取り扱います。 

 

3. 当社は、お客様の当社に対する債権債務の特定、支払いおよび利用料の回収に必要と認

めた場合、当該目的に必要な範囲で決済代行事業者等にお客様情報を開示することがありま

す。 

 

4. お客様は、決済代行事業者、その他当社から委託を受けた委託先が、お客様に本サービ

スの利用料の請求をするため、お客様の利用料に関する決済情報を保有・管理することを、

予め承諾するものとします。 

 

 第 18 条（お客様情報の利用目的） 

 

1. 当社は、前条に基づき取得したお客様情報を、以下の目的で利用します。 

 

(1) 本サイトへのログイン時における本人確認を行うため 

(2) お客様の位置情報から、当該位置情報に関連した地震情報等を提供するため 

(3) お客様に対して、地震情報等の更新情報および本サイトの追加等の情報ならびに本サー

ビスに関するキャンペーン、バージョンアップ等の情報を配信するため 

(4) お客様に対して、当社または第三者の提供するサービスに関する情報を配信するため 



(5) お客様からの問い合わせに対応するために、お客様の本サービスの利用状況を確認する

ため 

 

2. 当社は、お客様情報を用いて、前項第 3 号および第 4 号で定める情報配信を、当社が指

定する方法にて送信または通知する場合があります。なお、お客様は、当該情報配信の無効

化を行うことができます。 

 

 第 19 条（再委託） 

 

当社は、本規約に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることがで

きます。 

 

 第 20 条（権利義務・契約上の地位の譲渡の禁止等） 

 

1. お客様は、本サービスの利用に関する権利・義務およびお客様の契約上の地位につき、

当社の事前承諾を得ることなく、第三者に対し、譲渡、貸与、担保の設定、その他の処分を

行ってはなりません。 

 

2. 当社は、本サービスにかかる事業を第三者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利

用契約上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびに第 17 条に定義するお客様情報そ

の他の情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、お客様はかかる譲渡

につき本項において予め同意したものとします。 

 

 第 21 条（当社からの通知） 

 



1. お客様に対する当社からの通知または告知は、本サイト上での掲示またはその他当社が

適当と判断する方法により行います。 

 

2. 前項の通知または告知を本サイト上での掲示またはその他当社が適当と判断する方法で

行った場合には、掲示または送信行為等を行った時をもって、お客様に対する通知または告

知がなされたものとします。 

 

 第 22 条（本規約の変更） 

 

1. 当社は、お客様の事前の承諾を得ることなく、本規約を変更することができます。本規

約の変更がなされた場合、本サービスの提供条件等は、当該変更後の本規約によります。 

 

2. 当社が別途定める場合を除き、前条による通知または告知が行われた時点において本規

約の変更の効力が生じ、お客様が当該変更を承諾したものとします。 

 

 第 23 条（連絡窓口等） 

 

本サービスに関するお客様からのお問い合わせ等は、本サイトに記載されている連絡先を窓

口とします。 

 

 第 24 条（準拠法および合意管轄） 

 

1. 本規約および利用契約の準拠法は、日本法とします。 

 



2. 本規約、利用契約または本サービスに起因または関連する一切の紛争については、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。 

 

 第 25 条（分離可能性） 

 

本規約の規定の一部が無効または執行不能であるとされた場合でも、本規約の全体の有効性

には影響がないものとし、当該無効または執行不能の部分については、当該部分の趣旨に最

も近い有効な規定と置き換えるものとし、本規約のその他の規定は有効に存続するものとし

ます。 

 

 

以上 

制定：2021 年 12 月 21 日 

改定：2022 年 2 月 22 日 


