
利用規約 

この規約（以下「本規約」といいます。）は株式会社NoMaDoS（以下「当社」といいま

す。）が提供するマップ型サステナブルポータルアプリケーション「Slowz」（以下「本サ

ービス」といいます。）の利用に関する条件を定めるものであり、本サービスを利用するす

べての利用者に適用されます。本サービスを利用する前に、本規約をよくお読みください。 

第1条（本規約への同意） 

1. 本規約は、利用者と当社との間の本サービス利用に関わる一切の関係に適用されま

す。 

2. 利用者は、本規約に従って本サービスを利用するものとし、あらかじめ本規約に同

意したうえで本サービスを利用するものとします。 

3. 利用者は当社所定の手続に従い、本サービスの会員の登録手続を行うことができる

ものとします。当社は、会員ではない利用者または当社所定の会員登録手続を完了

していない利用者とで、本サービスにおいて提供するサービスを異ならせることが

あります。提供されるサービスの内容等は当社が任意に決定し、又は随時変更がで

きるものとします。 

第2条 （本規約の改訂・変更） 

1. 当社は、利用者に事前の通知の上、本規約の内容を変更することがあります。 

2. 利用者が本規約の変更後も本サービスの利用（本サービスへのログイン、及び本サ

ービスのウェブサイトに表示された情報の閲覧をした場合を含みます。）を継続し

た場合、当社は、当該利用者が、変更後の本規約に同意したものとみなします。 

3. 利用者は、自己の責任において、随時、本規約の最新の内容を確認の上、本サービ

スをご利用ください。 

第3条 （定義） 

本利用規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるとおりとします。 

1. 「利用者」とは、利用者登録の有無にかかわらず、本サービスを利用するすべての

方をいいます。 

2. 「登録者」とは、登録手続きを行い本サービスを利用する方をいいます。 



3. 「登録情報」とは、氏名、メールアドレス等、登録者が登録手続き時に登録した情

報をいいます。 

4. 「取得情報」とは、登録情報及び届出情報のほか、利用者のIPアドレス、利用状

況、履歴、位置情報、利用端末等、当社が取得する利用者に関するすべての情報を

いいます。 

5. 「個人情報」とは、特定の利用者を識別することができる情報（他の情報と容易に

照合することができ、それにより特定の利用者を識別することができることとなる

ものを含みます。）をいいます。 

6. 「利用者属性に関する情報」とは、郵便番号や性別、職業、年齢、これまでにご利

用いただいたサービスやご覧になったページ・広告、ご利用時間帯、ご利用の方

法、ご利用環境等、取得情報のうち個人情報を除くものをいいます。 

第4条 （会員登録） 

1. 本サービスのうち当社が会員向けのサービスとして指定するサービスの利用を希望

する利用者は、本規約を遵守することに同意し、当社の定める情報を当社の定める

方法により、当社に提供することによって、会員登録をすることができるものとし

ます。 

2. 利用者が以下の各号のいずれかに該当する場合には、当社は、会員登録を拒否し、

又は当該利用者による利用を制限することがあります。 

a. 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであって、法定

代理人、後見人､保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合 

b. 会員登録にあたって当社に提供された情報の全部又は一部につき、虚偽、誤

り又は記載漏れがあった場合 

c. 申請者が、本サービスにつき利用停止措置を受けたことがあり、又は現在受

けている場合 

d. 過去に本利用契約その他当社との間で締結した契約に関し、当該契約に定め

られた義務の履行を怠ったことがある場合、その他本利用契約上の義務の履

行を怠るおそれがあると当社が判断した場合 

e. その他、当社が会員登録を適当でないと判断した場合 

第5条 （未成年者による利用） 

1. 未成年者は、会員登録の申請及び本サービスの利用その他一切の行為につき、親権

者等の法定代理人の同意を得た上でこれを行うものとします。 

2. 本規約の同意時に未成年であった利用者が成年に達した後に本サービスを利用した

場合、当該利用者は、本サービスに関する一切の法律行為を追認したものとみなさ

れます。 



第6条 （本サービスの利用） 

利用者は、本規約に定める範囲内で、当社の定める方法に従い、本サービスを利用すること

ができます。 

第7条 （アカウントの管理） 

1. 会員登録をした利用者は、自己の責任において本サービスのユーザーＩＤ及びパス

ワード（以下、「アカウント」といいます。）を管理・保管するものとし、これを

第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとし

ます。当社は、アカウントの一致を確認した場合、当該アカウントを保有するもの

として登録された利用者が本サービスを利用したものとみなします。 

2. アカウントの管理不十分又は第三者の使用等による損害の責任は、利用者が負うも

のとし、当社は一切の責任を負いません。 

3. 利用者は、アカウントが盗用され又は第三者に使用されていることが判明した場合

には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとしま

す。 

第8条 （利用者に関する情報の取扱い） 

1. 利用者は、本サービスの利用に際して、自己に関する情報その他本サービスの利用

にあたって当社が求める情報（以下「会員情報」といいます。）を送信する場合に

は、真実かつ正確な情報を提供しなければなりません。 

2. 会員情報に誤りがあった場合又は変更が生じた場合、利用者は、速やかに会員情報

の修正又は変更をしてください。 

3. 当社は、会員情報、その他本サービスの利用に関し利用者から収集する情報を、別

途当社が定めるプライバシーポリシーに従い適切に取り扱うものとし、利用者はこ

れに同意するものとします。 

第9条 （外部サービス） 

1. 当社は、外部サービスと連携して本サービスを提供することがあります。ユーザー

は、外部サービスの利用にあたり、本規約のほか、外部サービスの提供者の定める

利用規約その他の条件に従うものとします。 

2. 外部サービスについては、当該サービスを提供する事業者が責任を負うものとし、

当社は、外部サービスにつき、ユーザーの特定の目的への適合性、商品的価値、正

確性、有用性、完全性、適法性、ユーザーに適用される団体の内部規則等への適合



性、及びセキュリティ上の欠陥、エラー、バグ又は不具合が存しないこと、並びに

第三者の権利を侵害しないことについて、いかなる保証も行うものではありませ

ん。 

第10条 （禁止行為） 

利用者は、本サービスの利用にあたり、自ら又は第三者をして、以下の各号のいずれかに該

当する行為をしてはならず、また、以下の各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易に

してはなりません。 

1. 法令又は公序良俗に違反する行為 

2. 本サービスの誤作動を誘引する行為 

3. 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反

する行為及びこれらを助長する行為又はそのおそれのある行為 

4. 本サービスを逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、その他本

サービスのソースコードを解析する行為 

5. 本サービスに接続されたシステムに権限なく不正にアクセスし又は当社設備に蓄積

された情報を不正に書き換え若しくは消去する行為 

6. 本サービスを複製、譲渡、貸与又は改変する行為 

7. 当社、他の利用者その他の第三者に成りすます行為 

8. 他の利用者のアカウントを利用する行為 

9. 本規約及び本サービスの趣旨・目的に反する行為 

10. 以下に該当し又は該当すると当社が判断した情報を本サービスに送信・投稿する行

為 

・当社又は第三者の著作権その他の知的財産権、肖像権、プライバシーその他の権

利または利益を侵害する情報 

・過度に暴力的または残虐な表現を含む情報 

・コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情

報 

・当社、本サービスの他の利用者またはその他の第三者の名誉、信用等を毀損又は

侮辱する表現を含む情報 

・過度にわいせつな表現を含む情報 

・異性、同性を問わず、面識のない第三者との出会い又はわいせつな行為等を目的

とする情報 

・差別を助長する表現を含む情報 

・自殺、自傷行為を誘因、勧誘または助長する表現を含む情報 

・薬物の不適切な利用を助長する表現、違法な薬物・危険ドラッグの売買・利用を

助長する表現を含む情報 

・反社会的な表現を含む情報 



・チェーンメール、ジャンクメール、スパムメール等の第三者への情報の拡散を求

める情報 

・他人に不快感を与える表現を含む情報 

・宗教的行為、宗教団体、政治的活動、政治団体の宣伝または広告に関する情報 

・無限連鎖講、ネットワークビジネス関連の勧誘等に関する情報 

・その他当社が不適切と判断する情報 

11. その他、当社が不適切と判断する行為 

第11条（規約違反の場合の措置等） 

1. 当社は、利用者が次の各号の一に該当し又は該当するおそれがあると当社が判断し

た場合には、当社の裁量により、何らの通知も行うことなく、当該利用者に対し、

本サービスの利用の一時停止若しくは制限、アカウントの削除又は本利用契約の解

除等の措置（以下「利用停止等」といいます。）を講じることができるものとしま

す。 

a. 本規約のいずれかの条項に違反した場合 

b. 当社に提供された情報の全部又は一部につき虚偽の事実があることが判明し

た場合 

c. 死亡し又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合 

d. 会員が２０歳未満の未成年者、成年後見人、被保佐人又は被補助人のいずれ

かであって、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていない

ことが判明した場合 

e. 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若

しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合 

f. 当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して３０日又は別途当

社が指定した期間を超えて応答がない場合 

g. 本サービスの利用に際して、過去に利用停止等の措置を受けたことがあり又

は現在受けている場合 

h. 反社会的勢力等であるか、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維

持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何ら

かの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した場合 

i. 本サービスの運営、保守管理上必要であると当社が判断した場合 

j. その他前各号に類する事由があると当社が判断した場合 

2. 利用者は、利用停止等の後も、当社及び第三者に対する本利用契約上の一切の義務

及び債務（損害賠償債務を含みますが、これに限りません。）を免れるものではあ

りません。 

3. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により利用者に生じた損害について一切の

責任を負わず、利用停止等後も、当該利用者に関し当社が取得した情報を保有・利

用することができるものとします。 



4. 当社は、利用者が第１項各号に該当し又は該当するおそれがあると当社が判断した

場合その他当社が必要と認める場合には、利用者に対し、違反行為の中止を求める

ことがあり、利用者は、当社が定める期間内に当該求めに応じるものとします。 

第12条 （本サービスの利用終了） 

利用者は、アカウントの削除その他当社の定める方法により、本サービスの利用を終了する

ことができます。本サービスの利用を終了した利用者は、利用終了の時点から本サービスを

利用することができなくなります。 

第13条（本サービスの変更・中断・終了等） 

1. 当社は、利用者に事前に通知することなく、本サービスの内容の全部又は一部を変

更又は追加することができるものとします。 

2. 当社は、事前に、本サービス上への掲示その他当社が適当と判断する方法で利用者

に通知することにより、当社の裁量で、本サービスを終了することができるものと

します。ただし、緊急の場合は利用者への通知を行わずに、当社の裁量で本サービ

スを終了することができます。 

3. 当社は、以下の各号に掲げる事由の一が生じた場合には、利用者に事前に通知する

ことなく、本サービスの一部又は全部を一時的に中断することができるものとしま

す。 

a. 本サービス用の通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊

急に行う場合 

b. アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合 

c. 利用者のセキュリティを確保する必要が生じた場合 

d. 電気通信事業者の役務が提供されない場合 

e. 天災等の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合 

f. 火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等

により本サービスの提供が困難な場合 

g. 法令又はこれらに基づく措置により本サービスの運営が不能となった場合 

h. その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合 

4. 当社は、本条に基づき当社が行った措置により利用者に生じた損害について一切の

責任を負いません。 



第14条 （利用環境の整備） 

1. 利用者は、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を、自己の費用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、本サービスのご利用にあたっては、自己の費

用と責任において、利用者が任意に選択し、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。 

2. 利用者は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の利用環境に応じ、コン

ピュータ・ウィルスの感染、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等セキュリティを

保持するものとします。 

3. 当社は、利用者の利用環境について一切関与せず、また一切の責任を負いません。 

4. 利用者が、本サービスの利用に当たり、Google、Twitterその他の外部サービスを利

用する場合には、本規約のほか当該外部サービスの定める利用規約その他の条件に

従うものとします。外部サービスについては、当該外部サービスを提供する企業又

は個人が責任を負うものとし、当社は、当該外部サービスにつき、エラー、バグ、

不具合又はセキュリティ上の欠陥が損しないこと、第三者の権利を侵害しないこ

と、利用者が期待する性質又は商品的価値を有すること、並びに利用者に適用のあ

る法令又は内部規則等に適合することについて如何なる保証を行うものでもありま

せん。 

第15条 （損害賠償） 

1. 利用者利用者による本規約違反行為その他本サービスの利用に起因して、当社に直

接又は間接の損害が生じた場合（当該行為が原因で、当社が第三者から損害賠償請

求その他の請求を受けた場合を含みます。）、利用者は、当社に対し、その全ての

損害（弁護士等専門家費用及び当社において対応に要した人件費相当額を含みま

す。）を賠償しなければなりません。 

2. 当社は、本サービスの利用に関連して利用者が被った損害につき、一切の責任を負

いません。ただし、本利用契約が消費者契約となる場合、当社の過失（重過失を除

きます。）により利用者に生じた通常の損害に限り、利用者からの請求時点におい

て当社が受領済みの商品代金の総額を上限としてこれを賠償するものとし、逸失利

益その他の特別損害については賠償する責任を負わないものとします。 

3. 利用者 



第16条 （保証の否認及び免責） 

1. 当社は、商品、本サービス、その他本サービス上に表示された一切の情報につき、

利用者の特定の目的への適合性、商品的価値、正確性、有用性、完全性、適法性、

利用者に適用のある団体の内部規則等への適合性を有すること、及びセキュリティ

上の欠陥、エラー、バグ又は不具合が存しないこと、並びに第三者の権利を侵害し

ないことについて、本規約で定めるほかは如何なる保証も行うものではありませ

ん。 

2. 当社は、本サービスが全ての情報端末に対応していることを保証するものではな

く、本サービスの利用に供する情報端末のＯＳのバージョンアップ等に伴い、本サ

ービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、利用者はあらかじめ承諾

するものとします。当社は、かかる不具合が生じた場合に当社が行うプログラムの

修正等により、当該不具合が解消されることを保証するものではありません。 

3. 本サービスは、利用者ご自身の責任においてご利用いただきます。また、以下の各

号につき予めご了承いただくものとします。 

（1）店舗情報 

当社は、掲載された店舗に関する情報については、いかなる保証もいたしません。

また、掲載された店舗に関する情報によって利用者に生じた損害や、利用者同士の

トラブル等について、当社は一切の補償及び関与をいたしません。 

（2）投稿の内容 

当社は、掲載された投稿の内容に関していかなる保証もいたしません。利用者のご

判断でご利用ください。また、掲載された投稿によって生じた利用者の損害（利用

者が作成した各種コンテンツによるコンピュータ・ウィルス感染被害なども含みま

す）や、利用者同士のトラブル等に対し、当社は一切の補償、損害賠償及び関与を

いたしません。 

（3）リンク先サイト 

4. 当社は、本サービスからリンクされた第三者が運営するサイトに関して、いかなる

保証もいたしません。利用者のご判断でご利用ください。また、リンク先で生じた

損害や、利用者同士のトラブル等に対し、当社は一切の補償、損害賠償及び関与を

いたしません。 



（4） 投稿の削除 

当社は、下記に該当又は類似する情報が含まれる投稿が発見された場合、予告無

く、当該投稿を本サービス上から削除する場合があります。なお、削除対象に該当

するか否かは、全て当社が判断いたします。 

・本サービスの趣旨と関係しない情報 

・当社又は第三者の著作権その他の知的財産権、肖像権、プライバシーその他の権

利または利益を侵害する情報  

・過度に暴力的または残虐な表現を含む情報 

・コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情

報 

・当社、本サービスの他の利用者またはその他の第三者の名誉、信用等を毀損又は

侮辱する表現を含む情報  

・過度にわいせつな表現を含む情報 

・異性、同性を問わず、面識のない第三者との出会い又ははわいせつな行為等を目

的とする情報 

・差別を助長する表現を含む情報 

・自殺、自傷行為を誘因、勧誘または助長する表現を含む情報 

・薬物の不適切な利用を助長する表現、違法な薬物・危険ドラッグの売買・利用を

助長する表現を含む情報 

・反社会的な表現を含む情報 



・チェーンメール、ジャンクメール、スパムメール等の第三者への情報の拡散を求

める情報 

・他人に不快感を与える表現を含む情報 

・宗教的行為、宗教団体、政治的活動、政治団体の宣伝または広告に関する情報 

・無限連鎖講、ネットワークビジネス関連の勧誘等に関する情報・その他当社が不

適切と判断する情報 

 

第17条 （権利義務の譲渡禁止） 

1. 利用者は、当社の書面による事前の承諾がある場合を除き、本利用契約に基づく利

用者の権利若しくは義務、又は本利用契約上の地位について、第三者への譲渡、承

継、担保設定、その他一切の処分をすることはできません。 

2. 当社が、本サービスにかかる事業を第三者に譲渡し、又は当社が消滅会社若しくは

分割会社となる合併若しくは会社分割等により本サービスに係る事業を包括承継さ

せたときは、当社は、当該事業譲渡等に伴い、本サービスに関する本利用契約上の

地位、権利及び義務並びに利用者情報その他の利用者に関する情報を当該事業譲渡

等の譲受人又は承継人に譲渡することができるものとし、利用者は、予めこれに同

意するものとします。 

 第18条（分離可能性） 

1. 本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効

又は執行不能と判断された場合であっても、当該無効又は執行不能と判断された条

項又は部分（以下「無効等部分」といいます。）以外の部分は、継続して完全に効

力を有するものとします。当社及び利用者は、無効等部分を適法とし、執行力をも

たせるために必要な範囲で修正し、無効等部分の趣旨及び法律的・経済的に同等の

効果を確保できるように努めるものとします。 

2. 本規約のいずれかの条項又はその一部が、ある利用者との関係で無効又は執行不能

と判断された場合であっても、他の利用者との関係における有効性等には影響を及

ぼさないものとします。 



第19条 （知的財産権等） 

1. 利用者は、利用者が送信（発信）したコンテンツにつき、当社に対して、当社又は

当社の指定する者が当該コンテンツを日本国内外問わず対価の支払いなく非独占的

にいかなる制約も受けずに自由に使用する（複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸

与、翻訳、翻案を含みます。）権利（サブライセンス権も含みます。）を、当該コ

ンテンツに係る著作権その他一切の権利の存続期間が満了するまでの間、許諾した

ものとみなされるものとし、これをあらかじめ承諾します。利用者は当社および当

社の指定する者に対して、当該コンテンツに係る著作者人格権を保有していたとし

ても、当該権利を行使しないものとします。 

2. 利用者が送信（発信）したコンテンツ、利用者によるサービスの利用・接続・規約

違反、利用者による第三者への権利侵害に起因または関連して生じたすべてのクレ

ームや請求について、利用者の責任と費用においてこれを解決するものとします。 

3. 前項のクレームや請求への対応に関連して当社に費用が発生した場合または賠償金

等の支払いを行った場合は、当該費用および賠償金、当社が支払った弁護士費用等

を当該利用者の負担とし、当社は、当該利用者にこれらの合計額の支払いを請求で

きるものとします。 

4. 利用者は、利用者が送信（発信）したコンテンツについて、当社に保存義務がない

ことを認識し、必要なコンテンツは適宜バックアップをとるものとします。 

5. 当社は、利用者が送信（発信）したコンテンツを、運営上必要に応じて閲覧するこ

とができ、規約に抵触すると判断した場合には、利用者への事前の通知なしに、当

該コンテンツの全部または一部を非公開すること、または削除することができるも

のとします。 

第20条 （当社の財産権） 

1. 利用者が送信（発信）したコンテンツおよび情報を除き、本サービスに含まれる一

切のコンテンツおよび情報に関する財産権は当社に帰属します。 

2. 本サービスまたは広告中に掲載・提供されているコンテンツは、著作権法、商標

法、意匠法等により保護されております。 

3. 本サービスおよび本サービスに関連して使用されているすべてのソフトウェアは、

知的財産権に関する法令等により保護されている財産権および営業秘密を含んでお

ります。 

第21条（開発中のサービス） 

1. 当社は、本サービスの一部または独立したサービスとして、開発中のサービスを提

供することができるものとします。 



2. 利用者は、開発中のサービスがその性質上、バグや瑕疵、誤作動等、正常に動作し

ない症状等の不具合を含み得るものとして提供されることを理解するものとしま

す。 

3. 当社は、当社が必要と判断した場合には、事前に通知することなくいつでも開発中

のサービスの内容を変更し、または開発中のサービスの提供を停止もしくは中止す

ることができるものとします。 

4. 当社は、開発中のサービスの完全性、正確性、適用性、有用性、利用可能性、安全

性、確実性等につきいかなる保証も一切しません。 

第22条 （準拠法及び合意管轄） 

本規約は日本法に準拠し、本規約に起因し又は関連する一切の紛争については、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。 

第23条．お問い合わせ 

当社のプライバシーポリシーに関する、ご意見、ご質問、苦情の申出その他ユーザー情報の

取扱いに関するお問い合わせは、以下の窓口にご連絡ください。 

株式会社NoMaDoS slowzサービスお問い合わせ窓口  

E-mail：slowz.nomados@gmail.com 

第24条．改定 

当社は、当社の裁量に基づいて、本ポリシーを変更します。但し、取得するユーザー情報、

利用目的、第三者提供に変更が発生した場合、本アプリケーションまたは当社のホームペー

ジで通知するとともに、本ポリシー変更後、本アプリケーションの初回起動時に改めてユー

ザーから同意を取得します。 

第26条．制定日・改定日 

制定：2021年9月20日 



 


