
「【サービス名】」利用規約 
 
本規約は、WEB サービス「【サービス名】」（以下「本サービス」といいます。）の利用条件
等を定めるものです。 
本規約は、本サービスを運営する株式会社ライフフィールズ（以下「当社」といいます。）
と本サービスの利用者（以下「ユーザー」といいます。）との間の一切の関係に適用されま
す。 
なお、未成年者の方は、保護者の方の同意を得て本サービスを利用するものとします。 
 
第１章 総則 
第1条 （本規約への同意、適用範囲） 
1. ユーザーは、本サービスの利用に際して、本規約のすべての条項に同意し、遵守しな

ければなりません。 
2. 当社が本サービスの提供に際してユーザーに提示するガイドライン、注意事項、メー

ル等にて通知される重要事項等（プライバシーポリシーを含むものとし、以下「ガイ
ドライン等」といいます。）は、本規約の一部を実質的に構成するものとします。 

3. 未成年者であるユーザーは、親権者又は法定代理人（以下「親権者等」といいます。）
の同意を得て本サービスを利用するものとします。なお、当社は、未成年者であるユ
ーザーが本サービスの利用を開始したことをもって、その親権者等がユーザーによる
本サービスの利用について同意したものとみなします。 

4. 本規約および本サービスの提供に際して使用される「時間」は、すべて日本時間（GMT
＋9：00）を基準とします。 

 
第2条 （本規約の変更） 
1. 当社は、ユーザーに対して事前に何らの通知を行うことなく、本規約を変更すること

ができます。 
2. 本規約を変更する場合、当社は、変更後の本規約を本サービスの「利用規約」ページ

上に掲載することをもって完了できるものとします。 
3. ユーザーは、本サービスを利用するごとに本規約を確認するものとします。当社は、

本規約の変更後、ユーザーが本サービスを利用したことをもって、ユーザーが本規約
の変更を確認し、同意したものとみなすことができます。 

 
第3条 （本サービスの概要、利用条件） 
1. 本サービスは、競走馬に係る情報の提供をするサービスです。本サービスは、本サー

ビスに会員登録したユーザー（以下「会員」といいます。）向けに提供されています。 
2. ユーザーは、本サービスに会員登録することにより、それらの情報の閲覧およびその



競走馬の購入申込をすることができます。 
3. 競走馬の購入申込をした場合、その売買契約は、別途当社所定の売買契約書により締

結されるものとし、ユーザーはそのことにあらかじめ同意するものとします。 
4. 当社は、本サービスを介して提供されるすべての情報やデータ等のコンテンツ（以下

「コンテンツ」といいます。）について、それらが常に正確および最新であるよう努め
るものとします。ただし、当社は、コンテンツの正確性や最新性等について一切の保
証等をしないものとし、ユーザーがコンテンツを利活用したことにより損害を被った
場合でも、一切の責任を負わないものとします。 

5. ユーザーは、すべて自身の責任にて本サービスを利用するものとします。 
6. 本サービスは、インターネットを介して提供されます。ユーザーは、コンテンツの閲

覧および本サービスの利用に際してパケット通信料等が発生する可能性があること
に留意するものとし、そのパケット料を負担するものとします。 

 
第4条 （保証の否認） 
1. 本サービスは、現状有姿の状態にて提供されるものとします。当社は、以下の事項に

ついて、ユーザーに対する保証等を一切しないものとします。 
(1) 本サービスがユーザーの要求及び利用目的に合致すること 
(2) コンテンツが正確であり、信頼できるものであること 
(3) 本サービスの通信等が中断されないこと 
(4) 本サービスを介して送受信した情報が所定の機器等に保存されること、正常に

送受信されること、又は画面上に表示されること 
(5) 本サービスが全ての機器やブラウザ等において正常に動作すること 
(6) 本サービスに係る情報等がすべての端末等において正常に表示されること 

2. 当社は、ユーザーが本サービスを正常に利用することができなかった場合でも、以下
のいずれかの理由による場合には、いかなる責任等を負わないものとします。 

(1) ユーザーの本規約違反、誤操作、推奨環境以外の環境下での本サービスの利用
による場合 

(2) 本規約、ガイドライン等および本サービスのプラン等で制限が設定されている
場合 

(3) 自然災害、通信障害、第三者によるハッキング、ウィルス送信等、当社の責に
帰さざる事態の発生による場合 

 
第5条 （著作権、知的財産権） 
1. 本サービスおよびコンテンツに係る著作権、商標権およびその他の知的財産権は、す

べて当社または当該知的財産権の権利者に帰属します。 
2. ユーザーは、第５章の禁止事項に反しない限りにおいて、且つ個人使用目的の範囲内



で本サービスおよびコンテンツを使用することができ、当社は、この限りにおいて、
ユーザーに対して、それらの使用を許諾します。 

 
 
第２章 会員 
第6条 （会員登録） 
1. 会員登録を希望するユーザーは、当社が定める様式によって自身が希望するプランを

選択し、その登録申込手続きをするものとします。なお、ユーザーは、登録申込の際
にログインＩＤとして自身に帰属する有効な電子メールアドレスを指定しなければ
なりません。 

2. ユーザーは、前項の登録申込に際して、真実且つ正確な情報を入力しなければなりま
せん。なお、当社は、ユーザーに対して、必要に応じて身分証明書、親権者同意書等
の提示を要求できるものとします。 

3. 当社は、ユーザーの会員登録申込を承諾する場合、登録申込の承諾通知を送信します。
なお、ユーザーは、承諾通知の送信後正式に会員として登録され、本サービスの利用
契約（以下「本契約」といいます。）が開始されます。 

4. 当社は、ユーザーが以下に該当する場合、その登録申込を拒絶することができます。 
(1) 未成年者である場合で、親権者等から承諾を得ていない場合 
(2) 過去に当社より何らかの処分を受けたことがある場合 
(3) 暴力団、反社会的勢力、右左翼団体の構成員等である場合、またはそれらの団

体に資金等を提供している場合 
(4) 登録申込に際して虚偽の申告をした場合、または当社からの指示等に従わない

場合 
(5) その他、当社が不適切であると判断した場合 

 
第7条 （アカウント等の管理） 
1. 会員は、本サービスを利用するためのログイン ID およびパスワード（以下「アカウ

ント」といいます。）を厳重に管理しなければなりません。 
2. 当社は、本サービスの利用に際して会員が入力したアカウントと登録されたアカウン

トとの一致をもって、当該利用が会員本人によるものとみなします。 
3. 会員は、自身のアカウントを忘れた場合または第三者に使用されていることを知った

場合、直ちに当社が定める手段により、速やかにアカウントの再設定等の手続きを行
うものとします。 

4. 会員は、本サービスに登録された自身に関する情報（以下「登録情報」という）を正
確且つ最新に保つ義務を負います。会員は、登録情報に変更の必要が生じた場合、当
社が定める手段により、速やかに登録情報の変更手続きをしなければなりません。 



 
第8条 （利用料金、支払い） 
1. 会員は、当社に対して、当社の定める期日までに自身が申込したプランの利用料金を

支払わなければなりません。なお、本サービスの利用料金の金額は、プランごとのペ
ージにて別途掲載されるとおりとします。 

2. 利用料金の支払いは、当社が定める手段によってなされるものとします。なお、会員
は、利用料金の支払いに際して当社からの指示等がある場合、その指示等に従わなけ
ればなりません。 

3. 会員は、利用料金の支払いに銀行振込手数料が発生する場合、その手数料等を負担し
なければなりません。 

4. 当社は、利用料金の日割り計算を一切しないものとします。 
5. 当社は、会員がすでに支払った利用料金等の返還等を理由のいかんを問わず一切しな

いものとします。 
 
第9条 （有効期間、更新） 
1. 本契約の有効期間は、当社が第 6 条第３項の承諾通知を送信した日からその月の末日

までとします。 
2. 本契約の有効期間は、会員が翌月分の利用料金を支払うことにより、同内容にて自動

で更新されます。なお、更新後の本契約の有効期間は、１日から末日までとします。 
3. 翌月分の利用料金は、毎月２７日に自動で決済されるものとし、会員は、更新を希望

しない場合、２６日までに自動決済を解除しなければならないものとします。 
 
第10条 （プランの変更） 
1. 会員は、当社が定める手段により本サービスのプランを変更することができます。 
2. プランの変更は、前条の本契約更新時より適用されるものとします。 
 
第11条 （本契約の解除） 
1. 会員は、本契約の解約を希望する場合、当社が定める手段により解約の手続きをする

ものとします。なお、この場合、本契約は、その手続き完了日が毎月２６日以前であ
る場合にはその月の末日、２７日以降である場合にはその翌月末日をもってそれぞれ
終了するものとします。 

2. 当社は、会員が以下のいずれかに該当する場合、会員に対して何ら通知、催告等をす
ることなく本契約を解除することができます。なお、この場合、本契約は、その解除
時点をもって終了するものとします。 

(1) 第１２条に違反した場合 
(2) 第６条第４項のいずれかに該当することが本契約開始後に判明した場合 



(3) 本規約の規定に故意に違反した場合又は悪質な違反行為をした場合 
(4) 当社の定める期間内に利用料金等の支払いをしなかった場合 
(5) 当社からの指示等に従わない場合 
(6) 支払い手段として指定したクレジットカードの利用停止、破産手続きの開始、

振り出した手形の不渡り、強制執行の申し立て等がなされた場合等、会員の信
用状態、経済状態が悪化したと弊社が判断するに足りる相当の事由が発生した
場合 

(7) その他会員として不適切であると当社が判断した場合 
 
第12条 （本契約終了時の措置等） 
1. 本契約が終了した場合、会員は、本サービスに係るすべての権利等を喪失するものと

します。 
2. 本契約が終了した場合、会員は、当社に対するすべての債務を速やかに弁済しなけれ

ばなりません。 
3. 第５条第２項及び第１３条第２項の規程は、本契約が終了した場合であっても、有効

に存続するものとし、会員は、これを遵守する義務を負うものとします。 
 
 
第３章 禁止事項 
第13条 （禁止事項） 
1. ユーザーは、本サービスの利用に際して、以下の行為を行ってはなりません。 

(1) ハッキング行為、ウィルス送信、スパムメール送信等 
(2) 本サービス上のプログラム、データベース等を不正に改造または改変する行為 
(3) コンテンツを短期間に大量にダウンロードする行為 
(4) 第４条第２項の目的以外の目的で利用する行為 
(5) 第三者に本サービスを利用させる行為、第三者のために利用する行為 
(6) 本サービスのアカウント（第７条に規定されます。）を第三者に譲渡等する行

為、第三者に使用させる行為 
(7) 本サービスをマネーロンダリング等の目的に利用する行為 
(8) 法令に違反する行為またはその恐れのある行為 
(9) 公序良俗に反する行為またはその恐れのある行為 
(10) 宗教団体、政治結社、マルチ商法等への勧誘行為 
(11) 当社または第三者に損害を与える行為 
(12) 当社または第三者を誹謗中傷する行為 
(13) 本サービスの運営を妨害する行為 

2. ユーザーは、本サービス上の記事等の文字情報や画像等について、当社の事前の承諾



なく以下の行為等をしてはなりません。 
(1) 個人使用の範囲を超えた大量の複製を作成する行為 
(2) 第三者への配布、配信 
(3) 雑誌、ブログ、WEB サイト等への転載 
(4) インターネット上へのアップロード等の公衆送信 
(5) その他、当社の著作権等を侵害する行為 

 
 
第４章 雑則 
第14条 （登録情報の取り扱い） 
1. 当社は、ユーザーから収集した、または提供されたユーザーのプライバシーに係る情

報（会員の登録情報を含みます。）を本サイト上のプライバシーポリシーにのっとり
適切に取り扱うものとします。 

 
第15条 （通知手段） 
1. 当社からユーザーへの通知は、本サービス上での掲載によりなされるものとします。

また、会員に対する通知については、このほか、当社からの電子メールの送信または
その他当社が適当と認める方法によってなされるものとします。 

2. 本サービス上への掲載にてなされる通知については、本サービスのウェブページ上に
掲載を完了したことをもってその通知が完了したものとみなします。 

3. 会員は、登録情報として指定した電子メールアドレスについて迷惑メール対策等をし
ている場合、その受信設定等を変更し、当社からの電子メール等の受信を許可しなけ
ればなりません。 

4. 当社は、連絡先メールアドレスの不備、誤記があったことまたは変更を怠ったこと等
会員の故意または過失に起因して当社からの通知が不到達となった場合でも、同通知
について同会員が異議なく同意したとみなします。 

 
第16条 （損害賠償） 
1. ユーザー（会員を含みます。）は、本サービスの利用に起因して当社、他の会員または

第三者に損害が生じた場合、本サービスの利用を終了した後（会員にあっては会員資
格を喪失した後）であってもそのすべての損害を賠償する義務を負うものとします。 

2. 当社は、ユーザーが本サービスを利用したことにより何らかの損害を被った場合でも
次項に定める場合を除き、いかなる賠償、保証等もしないものとします。 

3. 当社は、ユーザーが本サービスを利用したことにより何らかの損害を被った場合、当
該損害が 1) 消費者契約法に規定される消費者契約に該当する契約に関連して発生し
たもので、2) 当社の重過失または故意に起因して、3) 現実的にかつ直接的に発生し



た、4) 通常の範囲のものである場合に限り、同損害を賠償するものとします。ただ
し、この場合でも、ユーザーによる当社に対する損害賠償限度額は、いかなる場合も
当該損害が発生した月の利用料金相当額に相当する金額とします。 

4. 本サービスを介して購入申込した競走馬について発生した損害については、当社と会
員間で締結された売買契約書に基づいてその賠償の是非等が決定されるものとしま
す。 

 
第17条 （本サービスの一時中断・終了） 
1. 当社は、本サービスの一部または全部を当社の判断で一時的に中断、変更、終了等す

ることができます。また、自然災害等の不可抗力の発生によっても中断等される場合
があります。 

2. 当社は、本サービスの一時中断または終了によって直接または間接に生じるユーザー
または第三者の損失または損害に対して、一切の責任を負わないものとします。 

 
第18条 （合意管轄、準拠法） 
1. 本規約およびガイドライン等は、すべて日本国法に準拠して解釈されるものとします。 
2. 本規約およびガイドライン等に関連して紛争等が発生した場合には、当社の本店所在

地を管轄する地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 
 
【制定：令和 2 年 11 月 18 日】 
 


