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サガシバ法人会員（エントリー会員およびスタンダード会員）規約 

  

株式会社ビーイング（以下「当社」といいます。）が提供するサガシバ（以下「本サービ

ス」といいます。）について、法人が本サービスにおける法人向けサービス（以下「法人向

けサービス」といいます。）を利用するにあたっては、法人会員の登録が必要となります。

法人向けサービスを利用するためには、本法人会員規約（以下「法人規約」といいます。）

の全文をお読みいただいたうえで、法人規約、Be アカウント規約（以下「ID規約」といい

ます。）およびウェブサービスプライバシーポリシー（以下「プライバシーポリシー」とい

います。）に同意していただく必要があります。利用者が法人会員登録をした時点で、法人

規約、ID規約およびプライバシーポリシーに同意したものとみなします。 

 なお、当社と法人会員との間で締結された個別契約の内容と本サービスにおける各規約

の内容が矛盾抵触する場合、矛盾抵触する範囲において、個別契約の内容が優先します。 

 

第１条（定義） 

 法人規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。 

（１）「本ウェブサイト」とは、そのドメインが「sagashiba.jp」である、当社が運営する

本サービスを提供しているウェブサイト（理由の如何を問わず、ウェブサイトのドメイ

ンまたは内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。）を意味し

ます。 

（２）「本サービス」とは、当社が提供する「サガシバ」という名称のサービス（理由の如

何を問わずサービスの名称または内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを

含みます。）を意味します。本サービスの個々のサービス内容、申込手続、その他の詳

細については、本ウェブサイトに掲載するものとします。 

（３）「法人会員」とは、有償無償を問わず、第２条の規定に従い、法人向けサービスの利

用登録が完了した法人を意味します。 

（４）「スタンダード会員」（以下「有償会員」といいます。）とは、有償サービスである「ス

タンダードプラン」の申し込みをして、利用料金を支払った会員を意味します。なお、

プランの名称が変更された場合は、変更後の有償サービスを利用する会員を意味する

ものとします。 

（５）「エントリー会員」（以下「無償会員」といいます。）とは、無償サービスである「エ

ントリープラン」のみを利用することができる会員を意味します。なお、プランの名称

が変更された場合は、変更後の無償サービスを利用する会員を意味するものとします。 

（６）「登録社員」とは、法人会員の社員であって、個々のメールアドレスを登録して本サ

ービスを利用する者を意味します。 

（７）「有償サービス」とは、有償会員のみが利用できるサービスを意味します。有償サー

ビスの具体的な内容は、本ウェブサイトに掲載しています。 
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（８）「製品・技術情報等」とは、法人会員が本ウェブサイト上に掲載する製品情報、技術

情報、その他当社以外の企業が掲載し、利用者に開示、提供される一切の情報をいいま

す。 

（９）「レビュー」とは、有償会員が本ウェブサイト上に掲載した製品・技術情報等につい

て、登録ユーザーがコメントおよび星の数で評価し、公表する機能を意味します。 

（10）「投稿データ」とは、個人会員登録が完了した利用者（以下「登録ユーザー」といい

ます。）が本サービスを利用して投稿その他送信するデータおよびコンテンツの全てを

意味します。 

（11）「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他一切の

知的財産権（それらの権利を取得し、またはそれらの権利につき登録等を出願する権利

を含みます。）を意味します。 

 

第２条（登録） 

１．法人向けサービスの利用を希望する法人（以下「登録希望法人」といいます。）は、法

人規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報（以下「登録情報」といい

ます。）を当社の定める方法で当社に提供することにより、法人向けサービスの登録を申

請することができます。 

２．当社は、当社の基準に従って、前項に基づいて登録申請を行った登録希望法人（以下「登

録申請法人」といいます。）について、当社が登録を認める場合にはその旨を登録申請法

人に通知します。登録申請法人の法人会員としての登録は、当社が本項の通知を行ったこ

とをもって完了したものとします。 

３．前項に定める登録の完了時に、サービス利用契約が法人会員と当社の間に成立し、法人

会員は法人向けサービスを法人規約に従い利用することができるようになります。 

４．当社は、登録申請法人が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録および

再登録を拒否することができます。 

（１）当社に提供した登録情報の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった

場合 

（２）反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる

者を意味します。以下同じ。）である、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等

の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等と何らかの交流

もしくは関与を行っていると当社が判断した場合 

（３）登録申請法人が過去当社との契約に違反した法人またはその関係者であると当社が

判断した場合 

（４）同一のメールアドレス、パスワードその他重複登録の可能性がある場合 

（５）第 13条(利用停止・登録抹消等)に定める措置を受けたことがある場合 

（６）その他、当社が登録を適当でないと判断した場合 
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第３条（登録情報の変更） 

１．法人会員は、登録情報に変更があった場合、当社所定の方法により当該変更事項を遅滞

なく変更するものとします。 

２．法人会員は、登録社員が自社の社員でなくなった場合等、登録社員の抹消を希望する場

合は、当社所定の方法により当該登録社員について利用停止の手続きを行うものとしま

す。 

 

第４条（アカウントの管理） 

１．法人会員は、登録社員の中から管理者を１名選定するものとします。 

２．本ウェブサイトでは、法人会員が登録した社員の各メールアドレスがログイン IDとな

ります。 

３．ログイン IDおよびパスワードに関する事項については、ID規約の定めに従うものとし

ます。 

 

第５条（製品・技術情報等の変更・削除） 

１．法人会員は、自らが登録した製品・技術情報等の内容の真実性、正確性、最新性、有用

性、適法性、第三者の権利を侵害していないこと等について一切の責任を負うものとしま

す。 

２．法人会員は、自らが登録した製品・技術情報等に変更、または誤りがあることが判明し

た場合には、すみやかに製品・技術情報等の修正を行うものとします。 

３．当社は、法人会員の登録した製品・技術情報等について、当社が必要と判断した場合、

当該法人会員に通知することなく、製品・技術情報等の削除、内容の変更、編集等を行う

ことができるものとします。 

 

第６条（利用料金） 

１．本サービスには、利用料金を支払うことにより使用できる有償サービスがあります。 

２．有償会員は、契約内容に応じた期間に対応する利用料金およびこれに係る消費税相当額

を、当社からの請求書に従い、請求日から２週間以内に当社指定の金融機関に振込みの方

法で支払うものとします。振込手数料は有償会員の負担とします。 

 

第７条（レビュー） 

１．レビューは、有償会員が本ウェブサイト上に掲載した製品・技術情報等に関し、登録ユ

ーザーからレビューの投稿があった場合に、自動的に当該有償会員の製品・技術情報ペー

ジに掲載されます。 

２．レビューの表示は、変更、削除することはできません。 
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３．レビューは、あくまで登録ユーザー個人の主観に基づく判断であり、当社はレビューの

内容等について一切関知せず、原則としてレビューに関する苦情は受け付けません。 

４．レビューのなかで、違法、不当または当社規約に違反した内容が含まれている場合、有

償会員は、当社に対し削除を依頼することができます。有償会員からの依頼について、当

社が当社規約に違反している、その他削除が相当であると判断した情報については、当該

レビューを投稿した登録ユーザー、その他利用者の同意を得ることなしに削除すること

ができるものとします。 

 

第８条（個人情報等の取り扱い） 

 個人情報および登録情報については、当社が別途定めるプライバシーポリシーに則り、適

正に取り扱うこととします 

 

第９条（当社提供情報およびレビューの取り扱い） 

１．法人会員は、当該会員の製品・技術情報等に関する登録ユーザーからの問い合わせがあ

った場合、当社から当該登録ユーザーの登録情報、問い合わせ内容その他の情報（以下「当

社提供情報」といいます。）の提供を受けることができます。 

２．法人会員は、前項の規定に基づき取得した当社提供情報について、善良な管理者の義務

をもって管理するものとし、当社提供情報およびレビューを以下の各号に定める目的以

外で使用、漏洩してはなりません。なお、第２号の場合は、次項の定めに従うものとしま

す。 

（１）当社または登録ユーザーからの資料請求その他、問い合わせに対応するため 

（２）当社提供情報（ただし、登録ユーザーの登録情報は除く）またはレビューを匿名化し

たうえで、本サービス中で掲載している製品・技術情報等の宣伝、広告に掲載するため 

３．前項２号の宣伝、広告を行う場合、法人会員は、当社に対し、事前に作成、配布、掲載

予定の広告案（以下「広告案」といいます。）を提示し、当社が、広告案について全部ま

たは一部の削除、記載の変更、その他の指示をした場合、当社の指示に従わなければなり

ません。法人会員が当社の指示に従わない場合、当社は、当該法人会員に対し、当社提供

情報およびレビューの使用許諾を当然に取り消すことができるものとします。 

 

第 10条（権利帰属） 

１．本ウェブサイトおよび本サービスに関する知的財産権は、全て当社もしくは当社に使用

許諾をしている者に帰属します。法人会員および登録社員は、本ウェブサイトに掲載され

ている情報を無断で複製、改変、転載、翻案、譲渡、貸与、営業利用することはできませ

ん。 

２．法人会員は、本サービスに掲載した製品・技術情報等および法人会員の関係者が投稿し

た投稿データについて、本ウェブサイト上でのランキング表示、本サービスに登録された
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製品・技術情報等の宣伝、その他本サービスの運営に関連する範囲で、当社に対し、非独

占的、無償、サブライセンス可能かつ譲渡可能な使用、複製、配布、派生著作物の作成、

表示および実行に関するライセンスを付与するものとします。 

３．法人会員および登録社員は、前項の場合、当社および当社から利用許諾を受けた第三者

に対して著作者人格権を行使しないことに同意するものとします。 

 

第 11条（禁止事項） 

１．法人会員および登録社員は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当

する行為または該当すると当社が判断する行為をしてはなりません。 

（１）法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為 

（２）当社、本サービスの他の利用者またはその他の第三者に対する詐欺または脅迫行為 

（３）公序良俗に反する行為 

（４）当社、本サービスの他の利用者またはその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライ

バシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する行為 

（５）以下に該当し、または該当すると当社が判断する情報を本サービスに投稿、または本

サービスの他の利用者に送信する行為 

①過度に暴力的または残虐な表現を含む情報 

②コンピューター・ウイ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 

③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または信用を毀損する

表現を含む情報 

④犯罪または犯罪行為に関係する可能性のある情報 

⑤反社会的な表現を含む情報 

⑥チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める情報 

⑦他人に不快感を与える表現を含む情報 

（６）本サービスのネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける行為 

（７）本サービスの運営を妨害するおそれのある行為 

（８）当社のネットワーク、システム、個人情報、各種データ等に不正にアクセスし、また

は不正なアクセスを試みる行為 

（９）第三者に成りすます行為 

（10）本サービスの他の登録ユーザーの IDまたはパスワードを利用する行為 

（11）当社が許諾した範囲を超える、本サービス上での宣伝、広告、勧誘、または営業行為 

（12）本サービスの利用者の情報収集を主たる目的とする行為、その他不正に情報やデータ

を収集する行為 

（13）当社、本サービスの他の利用者またはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与え

る行為 

（14）本ウェブサイト上に掲載する利用に関するルールに抵触する行為 
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（15）反社会的勢力等への利益供与その他反社会的勢力への協力行為 

（16）前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為 

（17）その他、当社が不適切と判断する行為 

２．前項各号に該当すると判断した場合、当社は、法人会員および登録社員に何ら通知する

ことなく、当社が不適切と判断した投稿その他一切の情報について削除し、必要な場合は

登録情報の開示を行うことができるものとします。   

 

第 12条（本サービスの停止等） 

１．当社は、以下のいずれかに該当する場合には、法人会員に事前に通知することなく、本

サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。 

（１）本サービスに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に行う場合 

（２）コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合 

（３）地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変、通常講ずるべき対策では防止できない

ウイルス被害などの不可抗力により本サービスの運営ができなくなった場合 

（４）その他、当社が停止または中断を必要と判断した場合 

２．当社は、当社の都合により、本サービスの内容を変更し、または提供を終了することが

できます。ただし、本サービスの全部を廃止する場合、当社は、相当の期間をもって事前

に本ウェブサイト上に掲示するものとします。 

 

第 13条（利用停止・登録抹消等） 

当社は、法人会員、登録社員もしくは製品・技術情報等の内容が、以下各号のいずれかの

事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、当該製品・技術情報等を削除

し、当該法人会員について法人向けサービスの利用を一時的に停止し、または法人会員とし

ての登録を抹消、もしくはサービス利用契約を解除することができます。 

（１）本サービスにおける各規約のいずれかの条項に違反した場合 

（２）登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合 

（３）当社からの問い合わせその他回答を求める連絡に対して 30日間以上応答がない場合 

（４）第２条第４項各号に該当する場合 

（５）その他、当社が法人向けサービスの利用、法人会員としての登録、または法人会員向

けサービス利用契約の継続を適当でないと判断した場合 

 

第 14条（免責） 

１．当社は、本サービスが法人会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価

値・正確性・有用性を有すること、業界団体の内部規則等に適合すること、および不具合

が生じないことについて、何ら保証するものではありません。 

２．投稿データ、製品・技術情報等、その他当社以外の者が本サービス上に掲載した情報に
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ついては、当社は一切責任を負わないものとします。本サービスに関連して、法人会員と

他の利用者または第三者との間において生じた紛争等については、当事者間で解決する

ものとします。 

３．法人会員は自らの責任で本サービスを利用するものとします。本ウェブサイトに掲載さ

れた情報等を利用するか否かは法人会員または登録社員の自由意志によるものであって、

その結果に対して当社は責任を問われることはないことを、法人会員はあらかじめ了承

します。   

４．法人会員が登録した情報に基づいて構成される製品・技術情報等および法人会員の関係

者による投稿データは、当該法人会員がその内容について責任を負うものとし、製品・技

術情報等および投稿データに関して他の利用者、その他第三者との間で紛争が生じた場

合、当該法人会員が自らの責任と負担でこれを解決するものとし、当社は一切責任を負わ

ないものとします。 

５．法人会員または登録社員が、本サービスにおける各規約に違反したこともしくは法人会

員または登録社員の責めに帰すべき事由により、他の利用者、その他第三者に損害が生じ

た場合、当該法人会員が自らの責任と負担でこれを解決・賠償するものとし、当社はいず

れの者に対しても一切の責任を負いません。 

６．本サービスまたは本ウェブサイトに関連して法人会員同士または法人会員と登録ユー

ザーとの間で個別の連絡または取引を行う場合は、自己責任で行っていただくものとし、

当社は一切関与いたしません。本サービスに関連して、法人会員同士または法人会員と登

録ユーザー、その他第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、当社は

一切責任を負いません。 

７．当社は、本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能または変更、法人会員の関係

者が本サービスに送信したメッセージまたは情報の削除または消失、法人会員の登録の

抹消、本サービスの利用による登録データの消失または機器の故障もしくは損傷、その他

本サービスに関して法人会員または第三者が被った損害につき、賠償する責任を一切負

わないものとします。 

８．万が一、当社が法人会員または第三者に対して責任を負う場合、当社は、当該法人会員

または第三者に生じた損害につき、当社に故意または重過失がある場合に限り、当該法人

会員が過去 12ヶ月間に当社に支払った対価もしくは 100万円のいずれか高い方の金額を

上限として賠償する責任を負うものとします。また、間接損害、特別損害、逸失利益に関

する損害については賠償責任を負わないものとします。 

 

第 15条（契約の期間・更新） 

１．有償会員の有償サービス利用期間は、当社と有償会員との間で合意した期間とします。 

２．当社と有償会員との間の契約で合意した期間満了の２ヶ月前までに当社または有償会

員からメールまたは書面による解約の申出が無いときは、同一条件でさらに１年間継続
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し、以後も同様とします。 

３．前項の規定に基づき契約更新がされた場合、利用料金の支払については、契約更新時に

本ウェブサイト上に掲載されている「スタンダードプラン」の金額が適用されるものとし

ます。なお。「スタンダードプラン」が名称変更された場合は、名称変更後のサービスに

ついて本条が適用されるものとします。 

 

第 16条（登録変更、退会） 

１．有償会員が当社との個別契約で定められた契約期間が満了し、契約更新を行わない場合

または解除その他の理由により契約関係が終了した場合は、自動的に、無償会員へと登録

が変更されるものとします。 

２．法人会員は、法人向けサービスからの退会を希望する場合、当社所定の方法で退会を申

出ることができます。法人会員が法人向けサービスから退会した場合、登録社員は個人会

員に変更されます。登録社員が個人会員に変更された場合、法人会員の退会後に登録社員

が本サービスを利用した時点で、登録社員は、サガシバ個人会員規約(個人規約)、ID 規

約およびプライバシーポリシーに同意したものとみなします。 

３．有償会員が契約期間中に無償会員への変更、利用停止または退会する場合であっても、

当社は、受領済利用料金の返還はいたしません。 

４．退会後の登録情報その他情報の取り扱いについては、ID 規約の定めに従うものとしま

す。 

５．退会時に本ウェブサイト上に掲載されている情報は、退会後も残ります。本ウェブサイ

ト上に掲載した情報の削除を希望する場合は、当社までご連絡ください。 

６．法人会員および登録社員が退会した場合、当該法人会員の製品・技術情報等、公募機能

を利用したやり取り、個別契約、その他何らかの関係性を有していた利用者がいた場合で

あっても、当該法人会員および登録社員の退会に関し、当社は一切責任を負いません。ま

た、退会した法人会員および登録社員の情報を他の利用者に通知することはできません。 

 

第 17条（規約の変更） 

当社は、当社が必要と認めた場合に、法人規約を変更する場合があります。法人規約を変

更する場合は、変更後の法人規約の施行時期および内容を本ウェブサイト上に掲示、その他

適切な方法により周知します。法人会員は、法人規約の変更後に本サービスを利用した時点

で、変更後の法人規約に同意したものとみなします。 

 

第 18条（分離可能性） 

 法人規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効

または執行不能と判断された場合であっても、法人規約の残りの規定および一部が無効ま

たは執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとしま
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す。 

 

第 19条（準拠法および管轄裁判所） 

１．法人規約およびサービス利用契約の準拠法は日本法とします。 

２．本ウェブサイトの掲載情報および本サービスは日本国内での利用を想定しています。法

人会員が海外から利用する場合は、自己の責任と負担で本サービスを利用いただくもの

とします。 

３．当社と、法人会員または第三者との間の、法人規約またはサービス利用契約に起因し、

または関連する一切の紛争については、当社本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審

の専属的合意管轄裁判所とします。 


