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アグリッチァー野 ibetデジタル会員権規約 

 

野村ファーム北海道株式会社（以下「当社」といいます。）は、当社が提供する「アグリッ

チァー野」に係るサービスをご利用いただくための「アグリッチァー野 ibet デジタル会員

権」に関する規約（以下「本規約」といいます。）を、次に掲げるとおり定めます。本規約

は、会員又は本サービスをご利用になるために本会員権の募集に際して会員となることを

希望される方と当社との間の権利義務関係の一切に適用されます。 

 

第1条 （定義） 

1. 本規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによるもの

とします。 

(1) 「会員」とは、本会員権を保有する者をいいます。 

(2) 「個別規定等」とは、当社が本サービスに関して、本規約とは別に定める規定若し

くは通知等を総称していいます。 

(3) 「トークン」とは、本会員権その他の ibetを利用して発行され、又は流通する権利

及び財産的価値を電子的に表象するものをいいます。 

(4) 「反社会的勢力」とは、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成 3年法律第 77号。以下「暴対法」といいます。）第 2条第 2号に規定する暴

力団をいいます。）、暴力団員（暴対法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいいま

す。）、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団

関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これ

らに準ずる者又は国外においてこれと同視される者を総称していいます。 

(5) 「本会員契約」とは、当社が本会員権の取得の申込みを承諾した場合に、当社と当

該申込者との間に成立する本規約の内容に従った契約をいいます。 

(6) 「本会員権」とは、本会員契約に基づく、本サービスを利用することができる地位

又は資格をいいます。なお、本会員権の最小単位は 1口とします。 

(7) 「本会員権の募集」とは、当社が第 2 条第 1 項の規定に従って行う本会員権の取

得の申込みの勧誘及び販売をいいます。 

(8) 「本サービス」とは、会員が当社から提供を受けることができる特典（当該特典に

付随して当社が提供するサービスを含みます。）その他の当社が会員に対して提供

するサービスをいいます。なお、本サービスは ibet アプリを通じて提供されます

が、ibetアプリは株式会社 BOOSTRY（以下「BOOSTRY」といいます。）が提供す

るものであり、ibetアプリの提供は、本サービスには含まれません。 

(9) 「ibet」とは、BOOSTRY（BOOSTRY が承認した者を含みます。）が構築及び運営

する、コンセンサス・アルゴリズムを用いたブロックチェーン技術を利用した分散
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台帳システム「ibet」をいいます。 

(10) 「ibetアプリ」とは、本会員権の発行、付与又は管理その他の本サービスの利用に

関し、BOOSTRY が提供するアプリケーション・ソフトウェアをいいます。 

(11) 「ibetアプリ登録者」とは、本サービスの利用を目的として、ibetアプリ利用規約

に従って ibetアプリに登録した者をいい、ibetアプリ登録者のみが会員となること

ができます。 

(12) 「ibetアプリ利用規約」とは、ibet及び ibetアプリの利用に関する BOOSTRYと利

用者との間の権利義務関係を定めた 2020 年 7月 8日付「ibetアプリ利用規約」（そ

の後の改定を含みます。）をいいます。 

(13) 「ibet参加者」とは、トークンを発行する企業、トークンを売買及び利用する個人、

並びに、ibetの構築及び運営を行う者（BOOSTRY を含みます。）をいいます。 

2. 前項各号に掲げる用語以外の用語は、必要に応じ、本規約において別途定義をするもの

とします。 

 

第2条 （本会員権の募集要項等） 

1. 本会員権の募集要項（募集の条件）は、次に掲げるとおりとします。 

(1)  本会員権の

募集口数： 

200口 

ただし、本特典の在庫状況等により、募集口数に達しなくとも本項

に基づく募集を終了することがあります。 

なお、当社は本会員権を追加募集することがあります。 

(2)  本会員権の

募 集 対 象

者： 

国内居住者（以下「募集対象者」といいます。） 

(3)  入会金： 第 1次募集：1口につき 3,000 円（消費税込） 

第 2次募集：1口につき 63,000円（消費税込） ただし、後記(7)の

とおり、第 2 次募集については、2022 年 9 月 30 日までの会費相当

額が当該入会金に含まれているものとします。 

第 3次募集：1口につき 3,000 円（消費税込） 

(4)  入会金の支

払： 

募集対象者が第 2 項の規定に従って本会員権の取得の申込みを行っ

た場合、当該募集対象者は、ibet アプリ利用規約及び当社所定の手

続に従って、BOOSTRY が指定する方法により、当社に対して入会

金を支払うものとします。 

(5)  本サービス

の内容： 

当社は、本サービスとして、次の①ないし⑦に掲げる特典（以下、

総称して「本特典」といいます。）を、募集時期及び本特典毎に別途

指定する日（以下「権利確定日」といいます。）の 18時 00分に本会

員権を保有し、かつ、権利確定日より前に支払うべき全ての入会金
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及び会費の支払を行った会員に対し、付与します。なお、本特典の

付与条件等の詳細について、当社は、個別規定等により定めます。

会員となることを希望される方は、本会員権の取得の申込みの際に、

本規約に加えて当該個別規定等も参照の上、本特典の付与条件等の

詳細について必ず確認するものとし、その内容を承諾した上で、か

かる申込みを行うものとします。また、会員は、第 3 条及び以下の

本特典ごとに記載された注意事項を承諾するものとします。 

 

【本特典の内容】 

① 以下の（a）又は（b）の受領権（10月、12月、6月及び 8月の

当社が別途定める日（ただし、第 2次募集の初回については、

申込日に応じて当社が別途定める日）に送付。年 4回。） 

（a） 当社が運営する農場（以下「本農場」といいます。）にお

いて収穫された農作物 

（b） 当該農作物を利用して奥田政行氏（以下「奥田シェフ」

といいます。）が調理又は監修した料理 

＜注意事項＞ 

・ （b）については、収穫された食材の状態、奥田シェフの

裁量、その他当社の合理的な判断等により、個別規定等や

本会員権に係る Web サイトその他の媒体（インターネッ

ト上の記事、新聞、テレビ、ラジオ等を含みますがこれら

に限りません。）にて事前に告知した送付予定の料理の内

容を変更して提供する場合があります。 

・ 天候、市場等の影響によって、送付時期が変動する場合が

あります。 

・ 天候、市場等の影響によって、農作物の収穫又は料理の作

成が困難な場合には、当社の裁量により決定する代替物を

送付します。 

・ 会員は、以下に定める(ア)ないし(ウ)のいずれかに該当す

る場合で、かつ、特典が未使用の状態で特典到着から 8日

以内に当社宛に通知した場合に限り、当社に対し、送付さ

れた上記特典の交換を求めることができます。ただし、交

換が不可能である場合には、当社が裁量により決定する代

替物と交換することとします。 

(ア) 瑕疵がある場合 

(イ) 配送中の事故により変形、破損、汚損が発生した場
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合 

(ウ) 当社の過失により相違する物が届けられた場合（会

員の主観的意図又は期待と相違する場合は含まれ

ません。） 

② 味にまつわる奥田シェフのエッセイ、副菜のレシピ及びおすす

めの国産ワイン等を掲載した小冊子の受領権（10 月、12 月、6

月及び 8月の当社が別途定める日（ただし、第 2次募集の初回

については、申込日に応じて当社が別途定める日）に送付。年

4回。） 

③ 当社が個別規定等により定める日時、方法及び実施店舗（原則

として奥田シェフの直営又は監修するレストランとします。）に

おいて開催する会員限定の貸切ペアリングイベント（以下「ペ

アリングイベント」といいます。）の抽選応募権 

＜注意事項＞ 

・ あくまで抽選応募権であり、当選を約束するものではあり

ません。応募者多数の場合は、抽選の結果、落選すること

もあります。 

・ 新型コロナウィルスの感染拡大等の当社に帰責事由のな

い事由により、ペアリングイベントを開催することができ

ない場合があります。 

・ 応募状況によっては、実施店舗が変更になる可能性があり

ます。 

・ 会員は、抽選に応募した結果、ペアリングイベントへの参

加が認められた場合、会費とは別に、当社が定める参加費

を負担するものとします。 

・ 会員は、ペアリングイベントへの参加が認められた場合、

当社が指定する方法によって事前に登録した家族又は友

人を原則として 3 名まで同伴することができます。 

④ 当社が個別規定等により定める提供期間、方法及び実施店舗（原

則として奥田シェフの直営又は監修するレストランとします。）

において会員限定のメニュー（以下「会員限定メニュー」とい

います。）の提供を受ける権利 

＜注意事項＞ 

・ 会員は、会員限定メニューの提供を受けるために、別途当

社が定める方法により実施店舗の予約を取る必要があり

ます。 
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・ 合理的な理由が存する場合には、会員限定メニューの提供

を終了する場合があります。 

・ 会員は、会費とは別に、会員限定メニューの代金を負担す

るものとします。 

⑤ 本農場の様子や、奥田シェフが調理する様子等を撮影した動画

（以下「特典動画」といいます。）の視聴権 

＜注意事項＞ 

・ 特典動画は、不定期配信とします。 

・ 当社は、プロモーションその他の目的で、特典動画の一部

を会員以外に一般公開する可能性があります。 

⑥ 当社が個別規定等により定める日時及び方法において開催する

本農場のスイートコーン収穫作業体験（以下「収穫作業体験」

といいます。）への参加権 

＜注意事項＞ 

・ 天候、作業状況、新型コロナウィルスの感染拡大等の当社

に帰責事由のない事由により、収穫作業体験を開催するこ

とができない場合があります。 

・ 会員は、収穫作業体験について、事前に別途当社が定める

方法により予約する必要があります。 

・ 会員は、家族又は友人の同伴を希望する場合、事前に当社

に連絡の上、相談するものとします。他の会員の参加状況

等により、必ずしも希望人数全員が参加できない場合があ

ります。 

⑦ その他当社が別途定める特典の付与を受ける権利 

(6)  本会員権の

有効期間： 

第 1次募集：2021年 9月 29 日から 2023年 9月 30日まで。 

第 2次募集：申込日の翌日から 2023年 9月 30日まで。 

第 3次募集：2022年 9月 30 日から 2023年 9月 30日まで。 

(7)  会費の額及

び 支 払 方

法： 

会員は、本会員権の有効期間中、毎年 9月 30日に、当社に対し、そ

の翌日から始まる年度（当年 10月 1日から翌年 9月 30 日まで）の

会費として 60,000円（消費税込）を、ibetアプリ利用規約及び当社

所定の手続に従って、支払うものとします。 

なお、会員は、入会金とは別に会費を支払う必要がありますが、第

2 次募集の会員の初年度に限り、当該初年度（有効期間の開始日か

ら 2022年 9月 30日まで）の会費相当額が入会金に含まれているた

め、別に会費を支払う必要はありません。 

(8)  本会員権の 第 1次募集：2021年 8月 25日から 2021年 9月 28日まで。 
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取得の申込

期間： 

第 2次募集：2021年 10月 4 日午前 8時から 2021年 11月 29日午後

3時まで。 

第 3次募集：2022年 8月 29 日午前 10時から 2022年 9月 27日午後

3時まで。 

ただし、本特典の在庫状況等により、当該申込期間より早期に本項

に基づく募集を終了することがあります。 

(9)  本会員権の

取得の申込

方法： 

本会員権の取得の申込みは、本規約に同意のうえ、第 2項の規定に

従い、ibetアプリ利用規約に基づいて、ibetアプリを用いて行うもの

とします。 

2. 募集対象者は、本会員権を取得することを希望する場合、ibetアプリ利用規約及び当社

所定の手続に従い、ibet アプリを通じて本会員権の取得の申込みを行うものとします。

募集対象者が本会員権の取得の申込みを行ったことをもって、当該募集対象者は、本規

約に同意したものとみなします。なお、ibetアプリ利用規約及び当社所定の手続に従わ

ない申込みは、有効な本会員権の取得の申込みとは取り扱われないものとします。 

3. 本会員権を取得することを希望する募集対象者は、本会員権の取得の申込みにあたり、

真実、正確、かつ、最新の情報を、当社に対して提供しなければならないものとし、ま

た、複数の名義で本会員権を取得してはならないものとします。 

4. 当社は、本会員権の取得の申込みを行った募集対象者が、次のいずれかに該当し、又は

該当するおそれがあると当社が判断した場合には、当該申込みを承諾しないことがで

きるものとします。なお、当社は、募集対象者に対し、本会員権を発行しない理由につ

いて、一切の開示義務を負わないものとします。 

(1) 法令、本規約又は個別規定等に違反している場合。 

(2) 登録情報に誤り又は虚偽の事実が含まれている場合。 

(3) 他人になりすまして本会員権の取得の申込みを行っている場合。 

(4) 既に同一人物による本会員権の取得の申込みが行われている場合。 

(5) 過去に本サービスの会員資格の失効を受けている場合。 

(6) 反社会的勢力若しくは第 13 条第 1 項各号のいずれかに該当し、若しくは同条第 2

項各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条第 1 項に規定する表明及び誓約

に違反している場合。 

(7) ibetアプリ登録者でない場合。 

(8) 前各号の他、会員とすることを当社が不適切と判断する場合。 

5. 募集対象者による入会金の支払を当社が確認し、当社が募集対象者による本会員権の

取得の申込みを承諾した場合、当社から募集対象者への承諾の通知等を要することな

く、当社と当該募集対象者との間に本会員契約が成立するものとし、本会員契約が成立

したことをもって、当該募集対象者は本会員権を取得し、会員となるものとします。 

6. 当社は、募集対象者及び会員による入会金及び会費の支払に係る決済につき、ibetアプ
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リ利用規約に従い第三者の支払等代行サービスへ委託し、募集対象者はこれを了承す

るものとします。募集対象者又は会員と当社以外の第三者との間で、決済に関する紛争

が生じた場合、募集対象者又は会員は当該第三者との間でその解決を図るものとし、当

社は、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切その責任を負わないものとし

ます。 

7. 会員は、本規約及び個別規定等（以下、総称して「本規約等」といいます。）に従って、

本サービスを利用するものとします。本規約と個別規定等が矛盾又は抵触する場合、そ

の矛盾又は抵触する部分の優劣については、個別規定等に定める条件が優先するもの

とします。 

8. 会員は、本サービスを利用するにあたり、本規約等を遵守しなければならないものとし

ます。 

9. 本会員権の取得の申込み及び本サービスの利用にあたって必要な情報機器等の購入、

導入又は維持に係る費用、パケット通信料、データ利用料等の通信料、電気料金等その

他一切の費用は、募集対象者又は会員が負担するものとします。 

 

第3条 （本特典の注意事項等） 

1. 会員は、本特典の内容及び本特典の付与条件等を変更する合理的理由が存する場合、こ

れらが事後的に変更される可能性があることを、あらかじめ承諾するものとします。 

2. 当社は、本特典の内容の品質及び数量その他の条件を保証するものではなく、また、本

特典の行使の機会を確約するものではありません。 

3. 地震、津波、台風、雷、大雨、洪水等の自然災害、感染症の流行（新型コロナウィルス

の感染拡大を含みますがこれに限りません。）、火災、停電その他の不慮の事故、戦争、

争議、動乱、暴動、騒乱、労働争議等（以下、総称して「不可抗力事由」といいます。）

により本特典の行使ができなくなった場合であっても、当社は会員に対して入会金又

は会費の払戻し及び本特典に関し発生した交通費、宿泊費、通信費その他の費用（以下、

総称して「交通費等」といいます。）の支払は行いません。 

4. 本特典のうち会員への送付を予定しているものについては、当社の指定する配送会社

の責任において会員へ送付し、その送料については当社が負担します。送付に係る事項

は、当社の指定する配送会社が定める約款に従うものとします。 

5. 前項の本特典の送付先は、日本国内の住所に限るものとします。また、当該本特典のう

ち、品質保持の観点からクール・冷凍にて送付を行う場合、送付が不可能な地域があり

ます。なお、会員の都合による配送会社での長期保管に起因する本特典の品質の劣化及

び解凍について、当社は一切の責任を負わないものとします。 

6. 会員は、第 8条に基づく登録事項の変更を行わない限り、本特典の送付先を変更するこ

とはできないものとします。会員が登録事項の変更を行わなかったことにより、当社が

登録されている会員の住所へ本特典を送付した結果、会員が本特典を受領できなかっ
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たとしても、当社は一切の責任を負わないものとします。 

7. 本特典は、別途本規約に定める場合を除いて、交換することはできません。 

8. 本特典を行使するに際して生じる交通費等は会員が負担するものとし、当社は一切負

担しません。 

9. 会員が本特典を行使する場合又は本特典に基づき商品又は役務の提供を受ける地位に

あることを当社に主張する場合、当該会員が本特典を受ける資格を有する本人である

ことを当社が確認するために、当該会員は、ibetアプリ画面における本会員権の表示そ

の他当社が指定する手続を遵守する必要があります。 

 

第4条 （本会員権の取扱い等） 

1. 会員は、ibetアプリを利用するか否かにかかわらず、本会員権を物品やサービスの購入

又は決済に使用することはできません。 

2. 当社は、当社の事業から生ずる収益の配当又は財産の分配を会員に対して行うもので

はなく、本特典の付与は当社の事業から生ずる収益の配当又は財産の分配ではありま

せん。本会員権の取得は、いかなる理由であるかを問わず、当社が行う事業に対する出

資とはならないものとします。 

3. 当社は、法定通貨による本会員権の買取り又は払戻しを行わず、会員が当社に対して本

会員権の買取り又は払戻しを請求することはできません。 

4. 本会員権は、金融商品取引法第 2 条第 2 項に規定する有価証券、資金決済に関する法

律第 3 条に規定する前払式支払手段若しくは同法第 2 条第 5 項に規定する暗号資産又

は為替取引のいずれにも該当するものではなく、本規約等に基づいて本サービスを利

用する方法以外の利用を行うことはできません。 

 

第5条 （本会員契約の解除等） 

1. 当社は、会員が次のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると当社が判断した場

合には、何らの催告を要することなく、当該会員による本サービスの利用を制限し（本

サービスの利用に係るデータの削除若しくは本サービスの利用の一時停止等を含みま

すが、これらに限りません。）、又は当該会員との間の本会員契約を解除して終了させる

措置をとることができるものとします。なお、当社は、会員に対し、当該措置をとった

理由について、一切の開示義務を負わないものとします。 

(1) 本会員権を取得した時点で第 2 条第 4 項各号に規定するいずれかの事由に該当し

ていたことが判明し、又は本会員権の取得後に当該事由のいずれかに該当するこ

ととなった場合。 

(2) 会員が法令又は本規約等に違反した場合。 

(3) 本サービス又は ibetアプリの利用に関する不正行為があった場合。 

(4) 当社からの連絡を受け取ることができない場合。 
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(5) 会員が債務超過、無資力、支払停止又は支払不能の状態に陥った場合。 

(6) 当社の運営又は他の会員の利用を妨害する行為を行った場合。 

(7) 会員 ID 又はパスワードを不正に使用し、又は使用させた場合。 

(8) ibetアプリ登録者でなくなった場合。 

(9) その他当社が不適切であると判断した場合。 

2. 前項の規定に基づいて本会員契約が終了したとしても、当社は、会員から受領済みの入

会金及び会費について日割りによる計算を行わず、当該会員に対して返金しないもの

とします。 

3. 当社は、第 1項に規定する措置を当社がとったことにより、会員に損害、損失又は費用

（以下「損害等」といいます。）が生じたとしても、一切その責任を負わないものとし

ます。 

 

第6条 （会員の退会） 

1. 会員は、退会を希望する場合、当社所定の手続に従って退会の申入れを行うことにより、

本会員契約を解約し、退会することができるものとします。 

2. 前項の規定に基づいて本会員契約が解約されたとしても、当社は、会員から受領済みの

入会金及び会費について日割りによる計算を行わず、当該会員に対して返金しないも

のとします。 

 

第7条 （会員アカウント等の管理） 

1. 会員（本会員権の取得の申込みを行った募集対象者を含みます。以下、本条及び第 8条

から第 22条までにおいて同じです。）は、ibetアプリ上のアカウント及び秘密鍵（以下、

総称して「アカウント等」といいます。）を第三者に使用させ、又は第三者と共有して

はならないものとします。 

2. 会員は、本サービスの利用にあたり、自身のアカウント等を、自らの責任において管理

するものとし、自身のアカウント等を使用してなされた行為について、全ての責任を負

うものとします。 

3. 当社は、会員自身のアカウント等を使用してなされた行為について、その実際の利用者

が誰であるかを問わず、当該アカウント等が付与された会員による行為とみなします。 

4. 会員は、自身のアカウント等が第三者により不正に利用されるおそれがある場合、速や

かに当社に対して通知するとともに、当該不正利用を回避するため必要な措置をとる

ものとします。 

5. 会員は、会員の認証に使用するパスワードを紛失した場合、会員がアカウントを使用す

ることが不可能となること及び当社が当該アカウントに関して何らかの救済を行うこ

とが不可能となる場合があることを、あらかじめ了承するものとします。 

6. 当社は、会員の使用する端末機器の故障、紛失、第三者からのマルウェア、スパイウェ
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ア、ウィルス、ハッキング・クラッキング等による攻撃、アカウント等の管理不備及び

使用上の過誤又は第三者によるアカウント等の使用等により、会員に使用不能を含む

損害等が生じたとしても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、一切その責任を負

わないものとします。 

7. 当社は、会員が自身のアカウント等を紛失し、又は失念したことにより、会員に生じ得

る不利益について、一切その責任を負わないものとします。 

 

第8条 （登録事項の変更） 

1. 会員は、登録事項に変更があった場合、ibetアプリを通じて当該変更事項を遅滞なく当

社に対して通知するものとします。 

2. 登録事項に変更があったにもかかわらず、会員が当社に対して前項に規定する通知を

行っていなかった場合、当社は、登録事項に変更がないものとして取り扱うことができ

るものとします。 

3. 第 1 項に規定する通知を行わなかったことにより会員に損害等が生じたとしても、当

社は一切その責任を負わないものとします。 

 

第9条 （本サービスの中断、変更及び終了） 

1. 当社は、会員に対し、事前に相当の期間を定めて通知することにより、いつでも、任意

の理由に基づいて、本サービス（ibet アプリの提供を含みません。以下同じです。）の

全部又は一部について、本サービスの提供を中止し、又は終了することができるものと

します。 

2. 当社は、次のいずれかの事由が生じた場合、会員に対して事前に何らの通知をすること

なく、一時的又は継続的に、本サービスの提供を中止し、又は終了することができるも

のとします。 

(1) 不可抗力事由により本サービスの提供ができなくなった場合。 

(2) 本サービスを提供するために必要なシステム等の定期又は緊急のメンテナンス、

ネットワーク回線の混雑、プロバイダー等の障害により、本サービスを提供するこ

とができなくなった場合。 

(3) 前各号に掲げるほか、事業上又は技術上の理由により、当社が本サービスの提供を

中止し、又は終了する必要があると判断した場合。 

3. 当社は、本サービスの変更、中止又は終了により、会員に損害等が生じたとしても、一

切その責任を負わないものとします。 

 

第10条 （個人情報保護等） 

1. 当社は、本サービスにおいて取得した会員の個人情報を、当社Web サイト上に掲

載するプライバシーポリシー（https://www.nomuraholdings.com/jp/company/g

https://www.nomuraholdings.com/jp/company/group/napa/hokkaido_privacy.html
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roup/napa/hokkaido_privacy.html）に基づき、適切に取り扱うものとし、会員は

これに同意するものとします。ただし、当社は、裁判所若しくは行政機関の命令

に基づく場合又は強制力のある法令等に基づく場合には、当該命令等に従うため

に必要な限度において、会員に関する情報（個人情報の保護に関する法律第 2条

第 1項に規定する個人情報に該当する情報を含みます。以下同じです。）、その他

当社が管理する会員に関する記録の一切に関して、第三者に対して開示すること

ができるものとします。 

2. 当社は、会員に対する本特典の発送のために、野村アグリプランニング＆アドバ

イザリー株式会社、奥田シェフ、及び当社又は奥田シェフの提携する取引先に対

して、会員の住所等の個人情報を開示、提供又は共同して利用することがあるも

のとし、会員はこれを承諾するものとします。 

3. 当社は、本サービスの品質向上のため、各会員の本サービス中における操作行為

に関するデータを収集、調査及び分析することができるものとし、会員はこれに

同意するものとします。 

4. 会員は、当社が ibet参加者に対して会員に関する情報を、ibet 参加者の管理に利

用する目的で提供できることに同意するものとします。 

 

第11条 （禁止事項） 

当社は、本サービスに関し、会員又は会員であった者が、次に掲げる行為を行うことを禁止

します。 

(1) 本規約等若しくは法令に違反する行為、詐欺等の犯罪に結びつく行為、犯罪予告若

しくは犯罪を教唆する行為又は公序良俗に反する行為。 

(2) 当社、他の会員又は第三者の財産、知的財産権、名誉、プライバシー、肖像権その

他の権利を侵害し、又は侵害するおそれのある行為。 

(3) 当社、他の会員又は第三者に対し、差別若しくは誹謗中傷し、又は名誉、信用若し

くは社会的評価を毀損する行為。 

(4) 当社、他の会員又は第三者に対し、自ら又は第三者をして、暴力的な要求行為、法

的な責任を超えた要求行為、脅迫的な言動若しくは暴力を用いる行為又は風説を

流布し、偽計を用い、若しくは威力を用いて、信用を棄損若しくは業務を妨害する

行為。 

(5) マネーロンダリングに関する行為。 

(6) 賭博に該当する行為。 

(7) 第三者になりすまして本会員権の取得の申込みをする行為、一人の募集対象者が

複数の名義を利用して本会員権の取得の申込みを行う行為又は本会員契約を解除

された募集対象者に代わり本会員権の取得の申込みを行う行為。 

(8) 他の会員のアカウントを利用して本サービスを利用する行為。 

https://www.nomuraholdings.com/jp/company/group/napa/hokkaido_privacy.html
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(9) 許認可等が必要な業務について当該許認可等を取得することなく行う等、法令又

は当社、会員が所属する業界団体の内部規則に違反する行為。 

(10) 本サービス以外の商品若しくは役務の提供、又は本サービスを介さずに行う直接

取引への勧誘行為若しくは勧誘に応じる行為。 

(11) 当社によって承認されていない本サービスと無関係な勧誘、営業、広告又は宣伝活

動に該当する行為。 

(12) スパムメール等を開示、掲載又は頒布する行為。 

(13) 本サービスに関するシステムへの不正アクセス行為その他の不正な操作行為。 

(14) 当社又は他の会員に対して有害なコンピュータプログラム等を送信する等して、

コンピュータ機器、通信回線又はソフトウェア等の機能に悪影響を与える行為。 

(15) ロボットその他のデータマイニング、データ収集ツールを用いるか手動によるか

を問わず、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、本サービス上のコンテン

ツ又はデータを収集し、又は複製する行為。 

(16) 当社の事前の書面による承諾を得ることなく、他の会員に関する情報、データベー

ス上の情報、その他本サービスに掲載された情報等を取得することを目的とする

一切の行為。 

(17) 本サービスを通じて当社が規定するデータ容量以上のデータを送信する行為。 

(18) 事実に反する情報を掲載、送信若しくは頒布する行為又は本サービスに関する情

報を改ざんする行為。 

(19) 当社による本サービスの運営を妨害する行為。 

(20) 当社の規定する利用条件又は操作手順等に従わない行為。 

(21) その他当社が不適当と判断した行為。 

 

第12条 （本サービス及び本会員権に関する知的財産権等の帰属） 

本サービス及び本会員権に関する一切の著作権、特許権、商標権その他の財産的権利は、当

社又はこれについて正当な権限を有する第三者に帰属するものとします。 

 

第13条 （反社会的勢力の排除等） 

1. 会員は、本規約に同意した日において、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、

かつ、将来にわたっても該当しないことを誓約します。 

(1) 反社会的勢力であること 

(2) 会員が、法人やグループ等の複数人の団体の場合、反社会的勢力がその経営に実質

的に関与していると認められること 

(3) 自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害等を加える目的を

もって、反社会的勢力を利用していると認められること 

(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積
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極的に反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与していると認められること 

(5) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること 

2. 会員は、自ら又は第三者をして、本サービスに関して、次に掲げる各号のいずれかに該

当する行為を行わないことを誓約します。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

(4) 虚偽の風説を流布し、偽計を用い若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は

当社の業務を妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる不当な行為 

 

第14条 （権利義務の移転・委託及び譲渡について） 

1. 会員は、当社の承諾がある場合を除き、本規約に関して有する会員としての地位、権利

又は義務の全部又は一部について、第三者に対して譲渡し、承継させ、名義を変更し、

質入れをし、又は担保に供する等その他一切の処分をしてはならないものとします。 

2. 本会員権は、当社の承諾がある場合を除き、相続できないものとします。 

3. 当社は、本サービスに係る事業を他社に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い本サービス

利用契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録事項その他の顧客

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、会員は、当該譲渡につ

き本項においてあらかじめ同意したものとします。なお、本項に規定する事業譲渡には、

通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むもの

とします。 

 

第15条 （免責） 

1. 会員は、本サービスにおいて提供されるサービス及び情報は、日々更新され得る性質の

ものであることを了承するものとします。当社は、当該サービス及び情報の存在並びに

内容の永続性を保証しません。 

2. 当社は、本サービスを利用し、又は利用できなかったことに関連して会員に生じたトラ

ブル及び損害等について、当社に故意又は重過失がない場合には、一切その責任を負わ

ないものとします。なお、ibetアプリは BOOSTRY が提供するものであり、ibetアプリ

の使用に基づいて会員又は ibet アプリ登録者においてトラブル又は損害等が生じた場

合、その責任の負担は ibetアプリ利用規約に従うものとし、当社は一切その責任を負わ

ないものとします。 

3. 当社は、本サービスの完全性、確実性、妥当性、有用性、会員の利用目的及び環境との

適合性（会員の情報端末及び通信環境に対する ibet アプリの妥当性又は互換性を含み

ます。）を保証しません。会員は、自己の責任と判断において本サービスを利用するも
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のとします。 

4. 当社は、本サービス上で提供され、又は用いられるいかなる情報の正確性も保証しない

ものとし、会員が当該情報を利用し、又は利用できなかったことによって生じる損害等

について、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切その責任を負わないもの

とします。 

5. 当社は、本サービスの利用に基づいて生じた会員間又は会員と第三者との間の紛争に

関し、一切その責任を負わないものとします。ただし、当社の判断により、当社も協議

に加わることができるものとします。 

6. 当社は、本サービスに対する不正アクセス、コンピューターウイルスの侵入等、第三者

の行為に基づいて会員に生じる損害等について、一切その責任を負わないものとしま

す。 

7. 何らかの理由により当社が賠償責任を負う場合であっても、当社は、付随的損害、間接

損害、特別損害（当社の予見の有無及び予見可能性の有無を問わないものとします。）、

逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。また、当社が責任を負う場合

にも、その賠償金額の上限は、損害等の事由が生じた時点から遡って過去 6か月の期間

に会員から現実に受領した会費及び手数料の総額を上限とします。 

8. 前項その他当社の損害賠償責任を免責する規定は、消費者契約法その他法令で認めら

れる範囲でのみ効力を有するものとします。なお、消費者契約法その他法令で当社の損

害賠償責任の免責が認められない場合においても、当社に故意又は重過失がある場合

を除き、当社の賠償責任は、損害等の事由が生じた時点から遡って過去 6か月の期間に

会員から現実に受領した会費及び手数料の総額を上限とします。 

 

第16条 （連絡方法） 

1. 当社は、個々の会員に対して個別に通知又は連絡をする場合には、会員が本会員権の取

得の申込みの際に申告したメールアドレス、又は本サービス内で会員が別途設定した

メールアドレス宛にメールを送信する方法によって通知又は連絡を行い、これにより

当社から会員に対する通知又は連絡が行われたものとみなします。 

2. 会員は、当社所定の方法により、当社に対する連絡を行うものとします。 

3. 第 1 項の規定にかかわらず、本サービスに関する当社から会員に対する通知又は連絡

は、当社が運営するウェブサイト又は ibetアプリ内の適宜の場所への掲示その他、当社

が適当と判断する方法によって行うことができるものとします。 

4. 当社から会員に対する通知又は連絡が不着又は遅延することによって会員に損害等が

生じたとしても、当社は一切その責任を負わないものとします。 

 

第17条 （法令遵守） 

会員は、本サービスの利用にあたり、適用される各種法令を遵守するものとします。当社は、
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会員による法令遵守につき保証するものではなく、一切その責任を負わないものとします。 

 

第18条 （本規約等の変更） 

1. 当社は、次に掲げる場合には、本規約等を変更することにより、本会員契約の内容を変

更することができるものとします。 

(1) 本規約等の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。 

(2) 本規約等の変更が、本会員契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内

容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものである

とき。 

2. 当社は、前項の規定に基づいて本規約等の変更を行う場合、本規約等を変更する旨及び

変更後の本規約等の内容とその効力発生日を当社が運営するウェブサイト又は ibet ア

プリ内の適宜の場所に表示することにより、会員に対して周知するものとします。 

3. 当社は、第 1 項第(2)号の規定に基づいて本規約等の変更を行う場合、前項に規定する

会員に対する周知を、当該本規約等の変更の効力発生日の 14日以上前に行うものとし

ます。 

4. 本規約等の変更により会員に損害等が生じた場合、直接損害若しくは間接損害又は予

見可能性の有無を問わず、当社の故意又は重過失に基づく場合を除き、当該損害等につ

いて、当社は一切その責任を負わないものとします。 

 

第19条 （一般条項） 

1. 本規約等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、本規約の残りの部分は、継続して完全に効

力を有し、当社及び会員は、当該無効又は執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力

を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効又は執行不能な条項又は部分の趣旨

並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるよう解釈するものとします。 

2. 本規約等に規定のない事項又は本規約等の解釈に疑義が生じた場合には、会員は、当社

の規定するところに従うものとします。これにより解決しない場合には、当社及び会員

は、信義誠実の原則に従って協議のうえ、速やかに解決を図るものとします。 

 

第20条 （損害賠償及び紛争） 

1. 会員は、本規約等に違反し、当社又は第三者に損害等を与えた場合、当該損害等を賠償

する義務を負います。 

2. 会員は、会員同士の取引に関する一切の事項について責任を負います。当社は、会員同

士の紛争に原則として介入しないものとし、また介入する義務を負わず、会員は当社に

紛争の解決を求めることはできません。ただし、当社は、本サービスの円滑な運営のた

めに必要であると当社が判断した場合には、会員同士の紛争に介入することができる
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ものとします。 

 

第21条 （存続条項） 

第 5条第 2項及び第 3 項、第 6条第 2項、第 7条第 6項及び第 7項、第 8条第 3項、第 9条

第 3項、第 10条、第 11条、第 12条、第 15条、第 16条第 4項、第 18条第 4項、並びに、

第 19 条から第 22 条までの規定は、本会員契約の終了後もその効力を失わないものとしま

す。 

 

第22条 （準拠法、裁判管轄） 

1. 本規約等に関する準拠法は、日本法とします。 

2. 本サービスに関連して、当社と会員との間で生じた紛争については、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。 

 

2021年 8月 25日制定 

2021年 10月 1日改訂 

2022年 8月 26日改訂 


