
EPARK ビューティーシステム等利用約款 

 

第 1 章 総則 

第 1 条(約款の適用) 

1. 「EPARK ビューティーシステム等利用約款」(以下「本約款」といいます)は、株式会社 アイフラ

ッグ(以下「当社」といいます)がインターネットを利用した予約等にかかるサービス(以下「本

サービス」といい、次条に定義します) 及び付加サービス(次条に定義します)にかかる契約(以

下「本契約」といいます)を締結した契約者(以下「登録店 舗等」といいます)に対して適用され

るものとします。 

2. 当社は、本契約及び本約款に基づき本サービスを提供するものとし、登録店舗等は、本契約及び

本約款に定める義務を 誠実に履行するものとします。 

第 2 条(定義) 

本約款における各用語の定義は、次のとおりとします。 

1. 「本サービス」とは、当社が、本契約及び本約款に基づき、提供するサービスをいい、次の各号

に定めるサービスを総称したものをいいます。 

a. 情報掲載サービス:登録店舗等が、当社の指定する方式及び様式によりインターネットウェ

ブサイト「EPARK ビューティー」に店舗情報を掲載することができるサービスをいいます。 

b. EPARK ビューティーシステム利用サービス:登録店舗等が「EPARK ビューティー」において

「EPARK ビューティーシステム」を利用することができるサービスをいいます(a のサービス

の利用が前提となります。)。 

2. 「付加サービス」とは、本サービスを利用する登録店舗等に対して、当社が本サービスに付加し

て提供するサービスをいい、次に掲げるサービスの他、当社が別途定めるサービスをいいます。 

上位表示サービス:「EPARK ビューティー」上の特定のキーワードの検索結果ページやカテゴ

リーページなど において、上位表示サービスに係る契約を行った登録店舗等を、上位に表示

するサービスをいいます。な お、上位表示サービスは検索されたキーワードやページの内容

などに関連性がある場合に表示されます。 但し、上位表示サービスは、上位表示サービスの

掲出数、アクセス数及び登録店舗等の売上などを保証するものではありません。 

3. 「EPARK ビューティー」とは、店舗情報等に関して当社が管理・運営するインターネットウェブ

サイトをいい、パソコン用サイト及び携帯電話用サイトを含むものとします。 

4. 「EPARK ビューティーシステム」とは、登録店舗等が、「EPARK ビューティー」上に空き時間情報

を掲載し、ユーザーから当該登録店舗等の利用にかかる予約を受け付けることを可能にするシ

ステムをいいます。 

5. 「店舗情報」とは、本契約及び本約款に基づき、当社所定の様式により登録店舗等が別途当社に

提供した当該登 録店舗等に関する情報をいい、次号に定める空き時間情報を含みます。 

6. 「空き時間情報」とは、店舗情報のうち、登録店舗等がユーザーからの予約を受け付けることが

可能な時間帯にかかる情報をいいます。 

7. 「ユーザー」とは、「EPARK ビューティー」の利用者一般をいいます。 

8. 「会員」とは、「EPARK ビューティー」内において会員登録を行ったユーザーをいいます。 

9. 「予約者」とは、「EPARK ビューティーシステム」を通じて登録店舗等の利用にかかる予約を行

ったユーザーをいいます。 

10. 「予約サービス」とは、ユーザーに対して「EPARK ビューティーシステム」を通じて登録店舗

等の利用にかかる予約を受け付け、予約者に対して当該予約内容に従った役務を提供するサー

ビス及びこれに附帯関連するサービスをいいます。 

11. 「予約契約」とは、予約サービスにかかる登録店舗等と予約者との間の契約をいいます。 

12. 「予約確保義務」とは、予約契約に基づく登録店舗等の債務等を誠実に履行する義務をいいま

す。 

第 3 条(本サービス及び付加サービスの利用申込) 

1. 登録店舗等は、本サービス及び付加サービスにかかる申込を行う場合には、本契約、本約款及び

「EPARK ビューティーシステム」の仕組みを理解・承諾の上、当社所定の方法及び様式により申

し込むものとします。なお、付加サービスの申込は、本サービスの申込が前提となります。 

2. 登録店舗等は、前項規定の申込にあたっては、当社に対し、次の各号に定める書類(以下「必要

書類」といいます)を提出するものとします。 

a. 利用申込書 

b. 預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 

c. その他当社が別途指定した書類 

第 4 条(登録情報の変更) 

1. 登録店舗等は、第 3 条(本サービス及び付加サービスの利用申込)で当社に届け出た情報に関し、

変更があった場合、 速やかに変更の手続を行うものとします。登録情報の変更を怠ったことに

よりユーザーに不具合が発生した場合、当社は一切の責任を負わないものとします。 

2. 登録店舗等は、第 3 条(本サービス及び付加サービスの利用申込)で登録店舗等が当社に届け出た

情報に関し、虚偽・偽造等がないことを表明・保証し、登録店舗等が本項に違反した場合には、

当社は、登録店舗等へ事前通知を行うこと なく、速やかに本サービスの提供にかかる契約の全

部又は一部を解除できるものとします。なお、かかる解除につき登 録店舗等に損害が生じたと

しても、当社は何等責任を負わないものとします。 

第 5 条(契約の成立等) 

1. 第 3 条(本サービス及び付加サービスの利用申込)の登録店舗等による本サービス（付加サービス

を含みます。以下、本章において同じ。にかかる申込がなされ、当社が当社所定の基準に基づく

審査により適格と判断した場合において、当社による承諾の意思表示を登録店舗等に発信した時

をもって、当社と登録店舗等の間に本契約が成立するものとします。 

2. 登録店舗は、本サービスを利用するために必要なハードウェア及びネットワーク等の設備を、自

己の責任と負担により調達しなければなりません。 

3. 当社は、申込みをなした登録店舗等について、自己の判断により、1 項記載の審査により適格も

しくは不適格の判断をできるものとし、当該資産の基準及び適格か否かの判断についての根拠等

は開示しません。 

第 6 条(登録店舗等の基本的遵守事項) 

1. 登録店舗等は、本サービスの利用にあたっては、本契約、本約款、その他関係諸法令・諸規則を

遵守しなければなりません。 

2. 登録店舗等は、本サービスを通じてユーザーに店舗情報を提供する際は、虚偽の情報を提供する

行為及び第三者の権利を侵害する行為を行ってはならないものとします。 

3. 前項のほか、登録店舗等は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当し、又は該当するおそ

れのある行為をしてはならないものとします。 

a. 当社に虚偽の事項を届け出る行為 

b. 法令の定めに違反する行為 

c. 犯罪に結びつく行為及びその可能性のある行為 

d. 公序良俗に反する行為 

e. 誤認・混同等ユーザーの判断又は意思決定に瑕疵を与えるおそれのある行為 

f. 当社又は第三者(他の登録店舗等を含みます)に対して、知的財産権を含む財産権の侵害、プ

ライバシーの侵害、誹謗中傷その他の不利益を与える行為又はそのおそれのある行為 

g. 「EPARK ビューティー」以外の予約サービスを宣伝する行為 

h. 当社と同種又は類似のサービスを提供する行為 

i. 当社のサービス業務(本サービスを含みますがこれに限りません)の運営・維持を妨げる行為 

j. 有害なコンピュータープログラム等を送信し又は書き込む行為 

k. その他当社が別途定める禁止行為 

4. 登録店舗等が、本条に定める事項に違反し当社に損害が生じた場合、登録店舗等は当該損害を補

填するものとします。 

 

 

 



第 2 章 情報掲載サービス 

第 7 条(情報掲載サービス) 

1. 登録店舗等は、情報掲載サービスを利用するにあたり、当社に対し、当社の指定する方式及び様

式により、「EPARK ビューティー」に掲載する店舗情報を提供するものとします。但し、情報掲載

サービスのみの対象となる店舗情報には、空き時間情報は含まないものとします。 

2. 当社は、「EPARK ビューティー」上で、当社の定める体裁及び方式により、ユーザーに対して前項

にかかる店舗情報を提供するものとします。 

3. 登録店舗等は、店舗情報に変更が生じた場合には、変更内容を当社に通知し登録を行わなければ

なりません。 

4. 当社は、前項の通知を受けた場合は、ユーザーに対して提供している店舗情報を速やかに変更す

るものとします。 

5. 登録店舗等は、店舗情報の全部又は一部が当社の提携する第三者のウェブサイト又は広告媒体等

（以下「提携メディア」といいます）へ掲載されることを承諾するものとします。その際、登録

店舗等は、店舗情報に記載される事項に著作物が含まれる場合は、その著作者人格権を行使しな

いものとし、以下の事項についても併せて承諾するものとします。 

a. 提携メディアにより、店舗情報の掲載までに２か月程度を要する場合があります。 

b. 提携メディアへ掲載された店舗情報を修正するために１ヶ月程度を要する場合があります。 

c. 提携メディアによっては、定期的な掲載となる場合があります。 

d. 提携メディアによる店舗情報に関する口コミ等の評価は、情報掲載サービスと一切関係ありませ

ん。当社は、それらの評価により利用者に生じる不利益、損害等について一切の責任を負わない

ものとします。 

e. 提携メディア上のレイアウトは、予告なく変更される場合があります。 

f. 提携メディアは、予告なく増減することがあります。 

g. 当社は、店舗情報の掲載について、本契約に規定される事項を遵守する範囲において、自らの裁

量で任意に行えるものとし、利用者に対して店舗情報を特定の条件で掲載すること、又は掲載を

取り下げること等の保証を行うものではないものとします。 

h. 提携メディアへの店舗情報の掲載にあたては、登録店舗等及び当社は、提携メディアの定める利

用規約その他の定めを遵守するものとします。 

 

第 3 章 EPARK ビューティーシステム利用サービス 

第 8 条(EPARK ビューティーシステム利用サービス) 

本章は、情報掲載サービスに加えて「EPARK ビューティーシステム利用サービス」を利用する登録店

舗等に対して、適用されるものとします。 

第 9 条(ID 及びパスワード) 

1. 当社は、「EPARK ビューティーシステム利用サービス」を利用する登録店舗等に対して「EPARK ビ

ューティーシステム」利用のために必要な ID 及びパスワードを発行します。 

2. 登録店舗等は、前項の規定により発行された ID 及びパスワードについて、第三者に知られない

よう厳重に管理し、定期的にパスワードの変更を行うなど、ID 及びパスワードの盗用を防止する

措置を自己の責任において行うものとします。ID 及びパスワードの盗用、不正使用その他の事故

があった場合、登録店舗等の過失の有無を問わず、当社は一切責任を負いません。 

3. 登録店舗等は、自己の ID 及びパスワードにより「EPARK ビューティーシステム」へのアクセス又

は利用があったときは、これを登録店舗等自身による正当なアクセス又は利用とみなされること

に同意するものとします。但し、当社の故意又は重過失により ID 等が第三者に利用された場合

はこの限りではありません。 

4. 当社より発行された ID 及びパスワードが、当該 ID 及びパスワードの発行を受けた登録店舗等以

外の者により利用されたことによって、当社又は第三者が損害を被った場合、当該 ID 及びパス

ワードの発行を受けた登録店舗等はその損害を賠償しなければなりません。 

第 10 条(登録店舗等空き時間情報の入力) 

1. 当社は、「EPARK ビューティーシステム」を通じてユーザーに対して空き時間情報を含む店舗情報

を提供し、ユーザーが予約登録を行った場合には、登録店舗等に対して当該登録内容を通知する

ものとします。 

2. 「EPARK ビューティーシステム利用サービス」を利用する登録店舗等は、空き時間情報を、適時

に「EPARK ビューティーシステム」に登録しなければなりません。 

3. 登録店舗等は、前項に基づき登録した空き時間情報に変更が生じた場合には、登録内容の変更を

速やかに行い、常に最新の空き時間情報を提供しなければなりません。 

4. 登録店舗等は、登録した空き時間情報について、その予約状況を厳格に管理し、「EPARK ビューテ

ィーシステム」を通じてのみ予約可能となるよう、自己の責任において当該登録店舗等空き時間

を予約者のために確保しなければなりません。 

第 11 条(予約サービスの提供) 

1. 登録店舗等は、予約者に対し、予約サービスをその責任において提供するものとし、当社はこれ

に一切関与しません。 

2. 登録店舗等は、前項の規定に基づき予約者に提供される予約サービスが、予約時において予約者に

提供されている情報と同一であることを保証します。万一、当該情報と同内容の予約サービスを予

約者に提供することができない場合、登録店舗等は、当該情報と同程度であると当社が合理的に判

断できる内容の予約サービス(以下「代替サービス」といい ます)を予約者に提供しなければなり

ません。 

第 12 条(予約の申込及びキャンセルの通知) 

1. 登録店舗等は、定期的に「EPARK ビューティーシステム」にアクセスし、予約の申込、変更及びキ

ャンセルの内容の通知(以下「予約情報」といいます)の有無を確認しなければなりません。 

2. 当社は、「EPARK ビューティーシステム」を通じて、ユーザー又は予約者から予約情報を受領した

場合には、当該予約情報を、受領時より 24 時間以内に登録店舗等へ通知するものとします。当該

通知が到達して以降、登録店舗等は、当該予約情報にかかる予約者からの予約の申込、変更又は

キャンセルを取り消すことはできないものとします。 

3. 前項のユーザーからの予約の申込に対して、「EPARK ビューティーシステム」からユーザーに対し

予約番号を明示した予約確認の通知がなされた時点をもって、登録店舗等とユーザーの間で予約

契約が成立するものとします。 

4. 登録店舗等は、予約者が、「EPARK ビューティーシステム」上にて予約に関する変更登録を行わず

に、直接登録店舗等に 対して、予約に関する変更の通知を行った場合には、自己の責任により

「EPARK ビューティーシステム」への変更入力をするとともに、当社に対して当該予約者にかかる

予約の変更内容の通知を行うものとします。 

第 13 条(無断キャンセル) 

1. 当社は、予約者が、事前に何らの連絡なく予約した日時に当該登録店舗等に姿を現さず、予約サー

ビスを利用しなかった 場合(以下「無断キャンセル」といいます)には、当該予約者に対し当社の

定める規則に従い適切な措置を取るもの とします。なお、登録店舗等が予約契約の締結に際し、

予約金等の支払義務を予約者に課している場合において、予約者に対して電子メール等により支

払の催告を行ったにもかかわらず支払が為されない場合には、登録店舗等は、無断キャンセルと

判断し、当該予約者との予約契約を解除することができるものとします。この場合、登録店舗等

は、速やかに「EPARK ビューティーシステム」に当該解除の事実を反映させるとともに、当社にそ

の旨通知するものとします。 

2. 当社は、登録店舗等に対し、無断キャンセルによって発生した損害の賠償等は行わないものとし、

登録店舗等が予約者 に対し当該損害の賠償等を請求する場合は、登録店舗等が自己の責任におい

てこれを行うものとします。 

第 14 条（通話記録機能） 

1. 当社は、登録店舗等とユーザーの電話による通話を当社にて通話記録を取ることができ、登録店舗

等とユーザーの契約内容の変更、キャンセルを確認することができるものとします。 

2. 通話記録の確認により、登録店舗等から当社に虚偽の報告などが発覚した場合、当社は蒙った被害

額を登録店舗等に請求することができ、また登録店舗等はそれに応じなければならないものとしま

す。 



第 15 条(当社が運営する各種掲示板機能) 

1. 当社は、「EPARK ビューティーシステム」に対する信頼性の担保として、「EPARK ビューティー」上

にて、登録店舗等に関する「各種掲示板機能」を運営します。 

2. 前項にかかる各種掲示板機能の運営にあたり、当社は、各種ユーザーからの評価および投稿にかか

る氏名等の個人情報を、登録店舗等に対して通知しないものとします。 

3. 登録店舗等は、受信した各種ユーザーからの評価および投稿に関し、誠意を持って対応するものと

します。なお、登録店舗等は当該各種ユーザーからの評価および投稿に返信する方法にて対応する

ものとし、投稿者である会員に対し直接 電子メール等での連絡は行わないものとします。電子メ

ール等での直接連絡を行っていることが判明した場合、当社は、 登録店舗等に対して通知するこ

とによって、本契約を解除することができます。 

4. 当社は、すべての各種ユーザーからの評価および投稿を「EPARK ビューティー」上に掲載するもの

とします。但し、当社は、 掲載期間を短縮することができるものとします。 

5. 登録店舗等は、登録店舗等のいかなる要望があった場合でも、当社が、当該各種ユーザーからの評

価および投稿(事実 と異なる投稿や当該登録店舗等に対して害があると当社が判断した投稿を除

きます)を削除しないことにつき予め了承 するものとし、登録店舗等は、当該各種ユーザーからの

評価および投稿の掲載によって自己に生じた損害について、当社に対して損害賠償の請求その他一

切の主張及び請求をしないものとします。 

6. 登録店舗等は、各種ユーザーからの評価および投稿に関し、「EPARK ビューティー」上での各種ユ

ーザーからの評価および 投稿掲示板表示を、当社が定めた様式にて設定できるものとします。但

し、設定の中で各種ユーザーからの評価および 投稿の件数表示は必ず表示するものとします。 

7. 登録店舗等は、各種ユーザーからの評価および投稿に返信する場合、誠意をもって対応するものと

します。なお、当該 返信は、一投稿に対し一登録店舗等につき一回を上限とし、会員に対し各登

録店舗等から規定数(件数は「EPARK ビューティーシステム」に明記)の返信があった段階で終了と

します。 

8. 前項に関し、登録店舗等は、営業を行う等各種ユーザーからの評価および投稿への返信以外の目的

での行為を行っては なりません。 

第 16 条(EPARK ビューティーシステム利用サービスに関する登録店舗等の遵守事項) 

1. 登録店舗等は、法令その他の諸規則等を遵守の上、予約者に対し予約サービスを提供するものと

します。 

2. 登録店舗等は、登録店舗等の他の顧客と比較して予約者を不利な条件で取扱う行為その他当社の信

用を損なう行為を行わないものとします。 

3. 登録店舗等は、予約サービスにつき、予約者からの苦情(登録店舗等内に関する苦情を含みます)

等を受けた場合には、当該苦情等につき誠実に対応するものとします。なお、当社を通じて予約者

の苦情等の報告を受けた場合も同様とします。 

4. 登録店舗等は、予約確保義務の不履行等により、登録店舗等が予約サービスを提供できない場合に

は、自己の責任において、予約者に対し誠実かつ妥当な対応を行い、予約契約の不履行にかかる紛

争等の解決をするものとし、当社を予約者との紛争等から一切免責及び防御するものとします。 

5. 前項の規定は、当社が必要と認めた場合、当社が登録店舗等に代わって予約者に対応することを妨

げるものではありません。なお、当社が登録店舗等に代わって対応を行った場合、当社は対応に要

した費用を登録店舗等に請求することができるものとします。 

6. 予約確保義務の不履行が生じ又は生じるおそれがある場合には、登録店舗等は、速やかにその旨を

当社に通知するものとします。 

7. 天災地変等やむを得ない事由により、登録店舗等が予約サービスを提供できない場合には、自己の

責任において、速やかに予約者に対して予約サービスの履行が不可能である旨を通知した上で、当

社に対しても同様の通知をするものとします。 

8. 登録店舗等は、「EPARK ビューティーシステム利用サービス」の利用にあたり、次に掲げる行為を

してはならないものとします。 

a. ユーザーに対して「EPARK ビューティーシステム」を経由せずに予約をさせる行為又はそのお

それのある行為 

b. 「EPARK ビューティーシステム」に関し利用しうる情報を改竄する行為 

c. 「EPARK ビューティーシステム」の仕様を第三者に漏洩する行為 

d. 将来に亘って空き時間情報等が提供されていないプラン内容を登録する行為 

e. 予約を伴わないプラン等を登録する行為 

f. その他当社が別途定める行為 

9. 登録店舗等が、本条に定める事項に違反し当社に損害が生じた場合、登録店舗等は当該損害を補填

するものとします。 

第 17 条(解除・利用停止等) 

1. 第 11 条(予約サービスの提供)第 2 項にかかる代替サービスが提供されなかった場合、当社は、本

契約の全部又は一部の解除その他の措置(情報掲載サービスにかかる店舗情報の全部又は一部の掲

載保留、店舗情報の削除、「EPARK ビューティーシステム」の一定期間の利用停止措置を含むもの

とし、以下総称して「解除措置等」といいます)をとることができるものとします。 

2. 当社が、予約者等からの苦情又は登録店舗等による美容サービスにかかるトラブル等(登録店舗等

の予約確保義務の不 履行によるものを含みますが、これに限りません)から、当該登録店舗等によ

る「EPARK ビューティーシステム」の利用 が、「EPARK ビューティーシステム」の信用等に影響を

及ぼす可能性があると合理的に判断した場合、当社は、即時に、本契約の解除措置等をとることが

できるものとします。 

3. 登録店舗等は、当社が前項の規定に基づいて「EPARK ビューティーシステム」の信用等に影響を及

ぼす可能性があると判断した根拠を、予約者及びユーザーに対して開示することを承諾し、当該開

示に対して、何らの異議申し立て、主張、請求も行わないものとします。 

4. 第 1 項及び第 2項のほか、本契約を締結してから 1年間「EPARK ビューティー」を介しての予約が

ない場合や「EPARK ビューティーシステム」を明らかに利用していないと当社が確認できた場合、

当社は、本契約を解除することができるものとします。 

第 18 条(本契約の終了時又は「EPARK ビューティーシステム利用サービス」の利用終了時の措置) 

1. 本契約終了日において、予約者に対して予約サービスが提供されていない等、債務の履行が完了し

ていない予約契約が存在している場合、登録店舗等は、自己の責任において、予約サービスの提

供その他債務の履行をするものとします。 

2. 本契約の終了原因を問わず、登録店舗等は、本契約終了日の翌日以降 ID を使用することができず、

本契約終了日まで に登録店舗等空き時間情報を削除しなければなりません。なお、本契約終了日

までに登録店舗等が自ら空き時間情報等 を削除しない場合、当社は本契約終了日の翌日以降いつ

でも登録店舗等空き時間情報等を削除することができるものとします。 

3. 本契約終了後においても、当社は、お客様の利便性を目的として、最終更新日時点の情報掲載サー

ビスにかかる店舗情報の全部又は一部を継続して掲載することができるものとします。ただし、

当社は、登録店舗等から当該店舗情報の変 更に関する通知があった場合は、速やかに、当該登録

情報を修正するものとします。なお、継続掲載を希望しない場合、 登録店舗等は、当社に対して

継続掲載しない旨の通知を行うものとします。 

 

第 4 章 付加サービス 

第 19 条(上位表示サービス) 

本章は、本サービスに加え、付加サービスとして上位表示サービスを利用する登録店舗等に対して、

適用されるものとします。 

第 20 条(上位表示サービス掲載) 

1. 当社は、「EPARK ビューティー」を通じて、登録店舗等に対して、上位表示サービスを提供するも

のとします。 

2. 登録店舗等は、上位表示サービスの利用により、上位表示サービスの掲載を当社に対して委託する

にあたり、「EPARK ビューティー」上での掲載の表示順位を当社に一任するものとします。 

3. 当社は、上位表示サービス掲載にあたっては、本契約において定められた掲載期間のみを保証する

ものであり、上位表示サービスの掲出数、アクセス数、登録店舗等の売上その他の事項を保証する

ものではありません。 



第 5 章 利用料金等 

第 21 条(本サービスの利用料金及び支払方法) 

1. 本サービスを利用する登録店舗等は、当社に対し、利用申込書に定める本サービスの利用料金を支

払うものとします。 

2. 情報掲載サービスのみを利用する登録店舗等は、前項にかかる情報掲載料の支払を、当社の指定す

る口座に振替にて行うものとします。なお、口座振替手数料は、当社の負担とします。 

3. 情報掲載サービスに加えて「EPARK ビューティーシステム利用サービス」を利用する登録店舗等は、

「EPARK ビューティーシステム」利用料の支払を、次の各号にしたがって行うものとします。 

a. 当社は、原則として、毎月 15 日前後を目処に、前月度の予約者実績に基づいて「EPARK ビュー

ティーシステム」利用料にかかる請求書を、当該「EPARK ビューティーシステム」上にて配信

するものとします。 

b. 前項に定める請求書を受領した場合、登録店舗等は、当該請求書に記載された支払期日までに

当社の指定する口座に振替にて「EPARK ビューティーシステム」利用料を支払うものとします。

なお、口座振替手数料は、当社の負担とします。 

c. 会員のポイント利用料による当該登録店舗等に対する当社からの支払いは、「EPARK ビューティ

ーシステム」利用料と差し引き計算されるものとし、登録店舗等は、当該計算に基づき算出さ

れた金額を、当社に対して支払うも のとします。なお、会員のポイント利用料が「EPARK ビュ

ーティーシステム」利用料を超える場合は、当社が当該 超過分を登録店舗等の指定する口座

に振り込むものとします。 

d. 当社が、「EPARK ビューティーシステム」利用料を当社の定める方法で当該登録店舗等から徴収

できなかった場合 は、翌月請求時に未徴収分を合わせて請求することができるものとします。 

第 22 条(付加サービスの利用料金及び支払方法) 

1. 付加サービスを利用する登録店舗等は、当社に対し、前条に規定する本サービスの利用料金に加え

て、当社が定める利用料金を支払うものとします。 

2. 付加サービスを利用する登録店舗等は、前項にかかる利用料金の支払いを、当社が指定する方法で

行うものとします。 

3. 登録店舗等の都合若しくは責により本契約が解除、解約、終了する場合には、登録店舗等は、上位

表示サービスの残りの契約期間につき、上位表示サービス掲載にかかる利用料を全額支払うものと

します。上位表示サービスの利用にかかる契約のみを解除する場合も同様とします。 

第 23 条(返金) 

当社は、登録店舗等から支払いを受けた金員については、いかなる理由があっても返金しないものと

します。 

第 24 条(遅延損害金) 

登録店舗等が、支払期日までに本サービス又は付加サービスにかかる利用料金の支払いその他本契約

に基づく債務の履行を 行わなかった場合、登録店舗等は、当該支払期日の翌日から支払うべき金額に

対し、年 14.5%の遅延損害金を当社に対 して支払うものとします。 

 

第 6 章 一般条項 

第 25 条(機密保持) 

1. 登録店舗等は、当社の事前の承諾なく、本サービス(付加サービスを含みます。以下、本章におい

て同じ。)又は本契 約に関して知り得た情報(以下「機密情報」といいます)を、本契約の遂行の目

的以外のために使用せず、かつ、第三 者に開示又は漏洩しないものとします。但し、以下の各号

の情報は、「機密情報」に該当しないものとします。 

a. 当社から開示された時点で、公知である情報 

b. 当社から開示された後、登録店舗等の責によらず公知となった情報 

c. 第三者から、機密保持義務を負うことなく合法的に入手した情報 

d. 当社から開示された情報によることなく独自に開発した情報 

2. 登録店舗等は、当社から要求があった場合又は本契約が終了した場合、速やかにすべての機密情報

を当社に返却し、又 は当社の指示に従って廃棄するものとします。 

第 26 条(反社会的勢力の排除) 

1. 登録店舗等および当社は、自らが暴力団、暴力団員またはこれらに準ずる者等の反社会的勢力に

該当しないことを表明し、保証するものとします。 

2. 登録店舗等および当社は、自らまたは第三者を利用して、暴力、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的な

要求行為、詐欺的な行為、業務を妨害する行為、名誉、信用等を毀損する行為、その他これらに

準ずる行為を行わないことを表明し、保証するものとします。 

3. 登録店舗等および当社は、相手方が本条に違反した場合、催告、通知その他の何らの手続きを要

することなく即時に本契約の全部または一部を解除することができるものとします。なお、解除

権の行使は、解除権を行使した当事者から相手方に対する損害賠償の請求を妨げるものではない

ものとします。 

4. 第 3項による契約解除によって、本条に違反し契約解除された当事者に損害が発生した場合でも、

相手方に対して何ら損害賠償の請求を行わないものとします。 

第 27 条(個人情報) 

1. 個人情報とは、本サービスに付随してユーザーから開示された情報で、個人の氏名、住所、電話番

号、メールアドレスその他個人を特定しうる一切の情報をいいます。 

2. 登録店舗等は、本サービスの利用を通じて入手した個人情報を適切に扱い、以下の行為をしてはな

りません。 

a. 第三者に開示又は漏洩すること 

b. 人情報を本人の同意を得ることなく、予約契約に基づく予約サービスの提供及びこれに付随す

る範囲を超えて、複写、紙媒体への出力、フロッピーディスク等の記録媒体への格納、ダイレ

クトメールの作成・発送及び個人情報を利用した記録・資料等の作成を行うこと 

c. 破壊又は改竄すること 

d. 第三者に対して自己のために営業活動・営利活動を行うこと 

3. 登録店舗等は、個人情報への不当・不正なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の危

険に対して、最善の 安全対策を講じなければならないものとします。 

4. 登録店舗等は、自己が「個人情報の保護に関する法律」上の個人情報取扱事業者に該当するか否か

を問わず、同法に定める個人情報取扱事業者としての義務その他関連法令・諸規則等を遵守するも

のとします。 

5. 当社は、登録店舗等が本サービスの利用を通じて取得した個人情報の一切について、当社が必要と

認めた場合、登録店舗等に通知・承諾を取ることなく、これを自由に使用・管理できるものとしま

す。 

6. 本条の定めは、本契約終了後も期間の定めなく有効に存続するものとします。 

第 28 条(契約期間及び解除等) 

1. 本契約の有効期間は、EPARK ビューティーシステム利用申込書の記載によるものとします。但し、

本契約期間満了日の 1 ヶ月前までに当社又は登録店舗等のいずれからも別段の意思表示が為され

ない場合には、同一条件で 1年間延長されるものとし、以後も同様とします。 

2. 当社及び登録店舗等は、理由の如何を問わず、本契約期間中いつでも、1 ヶ月以上の予告期間をも

って相手方に書面で通知することにより、本契約を解約することができます。なお、本項に基づく

本契約の解約の期日は、相手方に対して 当該通知が到着した日の属する月の翌月末日とします。

なお、付加サービスの利用についてのみ解約した場合には、付加サービスを除いた本サービスの利

用にかかる範囲において本契約は存続するものとします。 

3. 前項にかかわらず、登録店舗等が次の各号の一に該当する場合、当社は、即時に、解除措置等をと

ることができるもの とします。 

a. 本契約又は本約款の規定に違反し是正を求めたにもかかわらず是正しないとき、又は是正でき

ないことが明らかなとき 

b. 当社の名誉、信用、評判を毀損したと当社が判断したとき 

c. 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、又は破産、民事再生、特別清算、会社更生

を自ら申し立て若しくは申し立てを受けたとき 

d. 手形・小切手の不渡処分を受け、又はその他支払い不能となったとき 



e. 事業の全部又は重要な部分を他に譲渡したとき 

f. 合併等により経営環境に大きな変化が生じたとき 

g. 解散決議をしたとき 

h. 財産状況に重大な不安が生じたとき 

i. 営業を廃止したとき、又は清算に入ったとき 

j. 当社に不利益をもたらしたとき、又は不利益をもたらすおそれがある行為をしたとき 

k. 当社との間の信頼関係が破壊された又はそのおそれがあると、当社が合理的に判断したとき 

l. その他本契約又は本約款に定める事項を遂行できる見込みのなくなったとき 

4. 契約が、理由の如何を問わず、本条第 1項に規定の期間内に終了した場合、登録店舗等は利用申込

書に定める違約金を 

当社に対して支払うものとします。 

第 29 条(使用許諾) 

1. 「EPARK ビューティー」に関する著作権その他の知的財産権はすべて当社に帰属します。但し、当

社は、「EPARK ビューティーシステム」を含む「EPARK ビューティー」及びこの利用が、第三者の権

利を侵害しないことを保証するものではありません。 

2. 前項の定めにかかわらず、「EPARK ビューティー」の登録画像の著作権は、当該登録店舗等に帰属

するとします。但し、登録店舗等は、当社に対し、当該登録画像の加工・公開その他本契約及び本

約款の目的を遂行するために使用すること、 並びに当社の子会社（会社法第 2 条第 3 項に定める

子会社を意味する。）及び関連会社(会社計算規則第 2条第 3項第 18 号に定める関連会社を意味す

る。）の事業の推進の為に、使用することを予め無償で許諾するものとします。 

3. 当社は、「EPARK ビューティーシステム」について、当社の裁量により自由にその仕様を変更し、

バージョンアップする ことができるものとし、登録店舗等は、これに対して異議を述べないもの

とします。 

4. 登録店舗等は、「EPARK ビューティーシステム」及びこれに関連するファイル、データ、資料その

他「EPARK ビューティー」にかかる一切のファイル、データ若しくは資料を、複製、編集、改変、

解析、公開、放送、展示、頒布、譲渡、貸 与、翻訳、翻案、送信、転載、記録、再許諾、権利の

登録、出願等、当社又は著作権を有する第三者の権利を侵害する 行為を行ってはなりません。 

5. 登録店舗等は、本条第 2 項に規定する著作権に関し、当社（当社から利用許諾又は権利譲渡を受け

た第三者を含みます。）に対し、著作者人格権を行使しないものとします。 

6. 本契約が事由の如何を問わず終了した場合においても、当社は、当社の任意の判断により、本契約

終了前の「EPARK ビューティー」上に掲載された登録店舗等に関する一切の情報（登録店舗等が作

成、提供した情報に限らずクチコミ等の情 報を含む。）を無償で使用することができるものとし、

この点につき、登録店舗等は一切異議を述べないものとします。 

第 30 条(第三者の権利侵害) 

1.登録店舗等は、店舗情報の掲載にあたり、第三者の権利を侵害しないように留意するとともに、店

舗情報が第三者のいかなる権利をも侵害していないことを保証するものとします。 

2. 前項の定めにかかわらず、当社が店舗情報に関し第三者から著作権、特許権その他の産業財産権（以

下、本条において「知的財産権」といいます。）の侵害の申立てを受けた場合、登録店舗等はかかる

申立てによって当社が支払うべきと された損害賠償額及び合理的な弁護士費用を負担するものと

します。但し、第三者からの申立てが当社の故意又は重過失に起因する場合はこの限りではありま

せん。 

3. 当社の責に帰すことができない事由による知的財産権の侵害を理由として本サービスの将来に向

けての使用が不可能と なるおそれがあると判明した場合、登録店舗等は、速やかに登録店舗等の責

任及び費用負担により、(a)権利侵害のない他の情報との交換、(b)権利侵害している部分の変更、

(c)継続使用のための権利取得のいずれかの措置を講じなければなりません。 

4. 登録店舗等は、登録店舗等の責にかかわらず、当社が宛名人となり第三者との間で紛争が生じた場

合、その処理解決に協力しなければなりません。 

第 31 条(登録店舗等利用促進のための利用許諾) 

1. 登録店舗等は、本契約期間中、当社が、登録店舗等の利用促進及び情報提供の多元化等を目的とし

て、次の各号に掲げる媒体（以下、総称して「ガイドブック等」といいます）において、当社が店

舗情報を利用することを、当社に対して 予め許諾します。なお、当社の関連会社（資本関係を問

わず、業務提携先等も含みます。以下同じ。）による店舗情報 の利用も予め許諾します。 

a. 登録店舗等関連ガイドブック(当社が発行・制作するものに限りません) 

b. 携帯電話による情報提供サービス 

c. 多チャンネルデジタル放送サービス（BS・CS を含むが、これらに限りません） 

d. 登録店舗等関連パンフレット（当社が発行・制作するものに限りません） 

e. カーナビゲーションシステムによる情報提供サービス(当社が直接に提供するサービスに限り

ません) 

f. その他前各号に類する媒体 

2. 前項の店舗情報の利用許諾は、当社が、すべての店舗情報をガイドブック等に掲載することを意味

しません。 

3. 当社は、第 1 項に規定する店舗情報の利用許諾に基づき、登録店舗等関連ガイドブック・登録店舗

等関連パンフレットにおいて店舗情報を利用する場合には、事前に当該登録店舗等にその内容を

通知するものとします。 

第 32 条(代行) 

当社は、次に定める業務の全部又は一部を、それぞれ、委託することができるものとします。 

a. 本サービスを利用する登録店舗等の募集業務 

b. 本サービスの利用料金の請求及び回収業務 

c. 登録店舗等との窓口対応業務 

d. 「EPARK ビューティーシステム」を利用して行う予約手配業務（インターネット等による予約

等） 

e. その他前各号に附帯関連する業務 

第 33 条(登録店舗等の情報の取り扱い) 

当社は、本サービスの利用申込書に記載された登録店舗等の情報に関し、当社が別途定める「お客

様から頂いた個人情報の取り扱い」に従って利用及び第三者に提供するものとし、登録店舗等はこ

れに同意することとします。 

第 34 条(「EPARK ビューティーシステム」の一時的な停止) 

1. 当社は、次の各号に該当する場合には、登録店舗等へ事前に通知することなく、「EPARK ビューテ

ィーシステム」を含む「EPARK ビューティー」の一時的な運営の停止を行うことがあります。 

a. 「EPARK ビューティーシステム」の保守又は仕様の変更を行う場合その他「EPARK ビューティ

ー」全般の保守又は変更を行う場合 

b. 天災地変その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがあり、「EPARK ビューティー」の運営

ができなくなった場合 

c. 各通信会社、各プロバイダ会社や各データセンター側の都合による場合 

d. 当社が、やむを得ない事由により「EPARK ビューティーシステム」を含む「EPARK ビューティ

ー」の運営上一時的な停止が必要と判断した場合 

2. 本条第 1 項各号による本サービスの一時的な運営の停止に起因して登録店舗等に損害が生じたと

しても、当社は一切責任を負わず、免責されるものとします。 

第 35 条(免責) 

1. 当社は、次の各号に定める事由により登録店舗等に対し損害が発生したとしても、一切の賠償及び

保証の責任を負わないものとし、登録店舗等はこれらの事情を理由として、利用料金の返還又は

減額、損害の賠償等の請求その他の主張を 当社に対して一切行わないこととします。 

a. 天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力 

b. 当社が管理する端末装置、通信回線、その他登録店舗等が本サービスを利用するための設備の

障害 

c. 本サービスとは無関係のソフトウェア、アプリケーション、データベース、システム、 

ハードウェア、サーバー等に起因する障害 

d. 登録店舗等の責任によるコンピュータウィルスに起因する障害 



e. 当社の善良なる管理者の注意をもってしても防御しえない本サービス用設備への第三者によ

る不正アクセス、又は 

アタック、通信経路上での傍受 

f. 登録店舗等による誤操作及び不正操作 

g. 当社が管理しない設備に起因する障害 

h. その他、当社の責に帰すべからざる事由 

2. 「EPARK ビューティーシステム」の利用を通じて締結される予約契約は、登録店舗等と予約者との

間において直接締結されるものであり、予約サービスの提供に関してはすべて登録店舗等と予約

者の間で決定されるものとし、これに関係する予約者及びその他の第三者に対する一切の責任は、

登録店舗等が負うものとします。 

3. 当社は、登録店舗等に対し、登録店舗等に対する顧客の誘引及び予約について、何らの保証も行わ

ないものとします。 

4. 当社は、予約者が提供する情報の真偽・正確性(予約に基づく予約者の来店を含みます)等、その他

予約者につき何ら保証も行わないものとします。また、当該情報に基づいて登録店舗等が被った

損害等一切責任を負わないものとします。 

5. 当社は、登録店舗等につき生じた損害について、当社の故意又は重過失による事由を除き、何らの

賠償義務を負わないものとします。 

第 36 条(非保証) 

当社は、次の各号をはじめとする一切の保証行為を行わないものとします。 

a. 本サービス利用に起因して登録店舗等の PC に不具合や障害が生じないこと 

b. 本サービスが永続すること 

c. 本サービスの利用が登録店舗等に必要な事項を満たすこと 

d. 本サービスの利用に中断またはエラーが発生しないこと 

e. 本サービスにより、効率的に登録店舗等の顧客等の予約を受けられること 

第 37 条(損害賠償) 

1. 当社は、サービスの利用にあたり、登録店舗等に帰すべき事由に生じた一切の損害につき、その賠

償義務を負いません 

2. 当社は、当社の故意又は重過失による事由を除き、登録店舗等その他の第三者に発生した機会逸失、

業務の中断その他いかなる損害(間接損害や逸失利益を含みます)に対して、当社が係る損害の可

能性を事前に通知されていたとしても、一切の責任を負いません。 

3. 当社が負う損害賠償は、直接且つ通常の損害の範囲に限るものとし、かつ、登録店舗等から受け取

る報酬の１年分を上限とします。 

第 38 条(約款等の変更) 

1. 当社は、自社の判断により当サービスの規約等（本規約、ポイントプログラム約款、個人情報取り

扱い規約等を含みますが、これに限られません）の変更、条件追加、修正等を行うことができ、

登録店舗等はこれに対して異議を申立てることが出来ず、また、これにより生じた何らの損害の

賠償を請求することもできないものとします。 

2. 当社は、前項の規定に従い、本約款について重要な変更を行う場合には、変更内容・条件等(以下

「変更条件」といいます)の適用開始日の 1 ヶ月前までに、登録店舗等に対して「EPARK ビューテ

ィーシステム」画面上での表示若しくは書面により変更条件を 通知(以下「変更通知」といいま

す)するよう努めるものとします。なお、登録店舗等が、変更条件の適用開始後に「EPARK ビュー

ティーシステム」を利用した場合、当社は、登録店舗等が変更条件を承諾したものとみなします

が、当該変更通知を行わない場合であっても、変更条件は、当社の指定した期日に当然に有効に

なるものとします。 

3. 登録店舗等が、１項の変更条件等に対して承服できず、その意思を表明した場合には、当該変更条

件適用開始日の前日をもって、当該登録店舗等との間の本契約は終了するものとします。 

第 39 条(権利義務譲渡の禁止) 

1. 登録店舗等は、本契約上の地位及び当該地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による

承諾なく、第三者に譲渡し、又は担保に供してはならないものとします。 

2. 当社は、実質的に当社の事業の全部又は一部を関連会社その他の者に承継させることに伴い、本契

約を承継させることができます。 

第 40 条(合意管轄) 

本契約に関して生じる一切の紛争については、訴額に応じ、東京地方裁判所又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 41 条(条項の独立性) 

本約款の一部の条項が法令への不適合その他の理由によりその全部又はその一部が無効又は執行不

能とされた場合であって も、本約款の残りの条項及び一部が無効又は執行不能と判断された条項の

残りの部分の効力には何らの影響を及ぼしません。 

第 42 条(サービスの中止等) 

当社は、自己の判断により、本サービスの中止、停止、廃止を行うことができ、登録店舗等はこれ

に対して異議を申立てることが出来ず、当社に対して何らの損害の賠償を請求することはできない

ものとします。なお、本サービスの停止、廃止に関しては、１週間以上の予告期間をもって、登録

店舗等に通知し、当該期間が経過した後、停止、廃止の効力が発生するものとします。 

第 43 条(誠実協議) 

本約款に定めのない事項又は本約款の各条項の解釈に疑義が生じた場合、当社と登録店舗等は、誠

意をもって協議し解決するものとします。 

 

<以下余白> 改定日:2022/10/1 


