
「exaCommunity」利用規約 
第 1条（適用） 

1. 本利用規約は、株式会社エクサウィザーズ（以下「当社」といいます。）が提供する
本サービス（第 2 条で定義されるものをいいます。）の利用条件を定めるものであ
り、本サービスを利用するにあたり適用されます。 

2. 本サービスを利用するすべての者は、本サービスの利用にあたり本利用規約を遵守
するものとします。 

第 2条（定義） 
本利用規約において用いられる各用語は、以下の意味で使用します。 

1. 本サービス 
「exaCommunity」という名称で当社が運営するウェブサイト（以下「本サイト」と
いいます。）において、当社が提供するコンテンツや掲示板などにより、AI サービ
スの利活用に関する情報やノウハウなどの共有等を行う日本法人向けのサービスを
いいます。 

2. ユーザー 
第 4条第 1項に従い、ユーザー登録を完了した日本法人をいいます。 

3. 管理ユーザー 
第 4条第 1項のユーザー登録を行う際に、ユーザーが、自らのアカウントの管理責
任者として登録したユーザーの従業者である個人をいいます。 

4. 登録情報 
ユーザーが、ユーザー登録にあたり当社に提出する法人情報、個人情報（個人情報
の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号）第 2 条に定めるものをいいます。以
下、同じ。）及びそれに紐づく情報をいいます。 

5. アカウント 
本サービスのユーザー登録後に、当社が発行する、ユーザーに付与した ID 及びパ
スワードをいいます。 

6. コンテンツ 
本サービスにおいてユーザーに対して提供または配信されるデータ（文章、画像、
動画等をいい、当社からのメッセージ等を含みます。）をいいます。 

7. ユーザー記述情報 
本サービス内にユーザーがアカウントを利用して、投稿または記述した文章、画像
及び動画等並びに本サービスに関して当社とユーザーとの間で電子メール、チャッ
ト、掲示板等の手段によりやりとりされる情報をいいます。 

8. ユーザー環境 
本サービスを利用するためにユーザーが自ら用意するコンピュータ、電気通信設備、
その他の機器及びソフトウェアをいいます。 



9. 当社サービス環境 
当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、電気通信設
備、その他の機器及びソフトウェアをいいます。 

10. 申込月 
当社が第 6 条第 1 項に基づき、ユーザーにアカウントを発行した日を含む月をいい
ます。 

11. 当社イベント 
当社がユーザー向けに主催するイベントをいいます。 

第 3条（本サービス） 
1. 本サービスは日本法人及びその日本法人の日本在住の従業者の方を対象としたサー

ビスです。 
2. 本サービスで提供するコンテンツには、ユーザーのみが閲覧可能なものの他に、ユ

ーザー登録の有無に関係なく閲覧可能なコンテンツも含まれます。 
3. 本サービスは、AI サービスの利活用に関する情報やノウハウの共有等を目的とした

サービスであり、ユーザーの実際の事業行為を直接行うためのサービスではありま
せん。 

4. 本サービスの利用及び提供するコンテンツの閲覧は、ユーザーの自己責任において
実施するものとし、本サービスの利用又はコンテンツの閲覧に起因してなされたユ
ーザーによる一切の行為及びその結果について、当社は一切の責任を負わないもの
とします。 

第 4条（ユーザー登録条件） 
1. 本サービスの利用希望者（以下、「利用希望者」ともいいます。）は、本利用規約を

承認のうえ、当社に登録情報を送信することにより、本サービスの利用及びユーザ
ー登録を申し込むものとします。当社は、利用希望者のユーザー登録を完了したこ
とをもって当該申込みを承諾するものとし、当該承諾の時点で当社と利用希望者と
の間で、本サービスの利用にかかる契約（以下「本サービス利用契約」といいます。）
が成立したものとします。なお、利用希望者は本サービスの利用申込みに際して、
以下に定める年間利用料金の支払方法のいずれかを選択するものとする。 

1. クレジットカード払い 
申込み時に、決済に必要な情報を送信することにより、決済が完了します。 

2. 銀行振込払い 
申込み時に、決済に必要な情報を送信すると振込用の口座番号が電子メール
にて発行されるので、発行より１か月以内に、当該口座に年間利用料金をお
振込みください。なお、当該期間を過ぎると遅延損害金が生じるおそれがあ
ります。 

2. 前項に基づき支払われた年間利用料金は、理由の如何を問わず、返還されないもの



とします。 
3. 当社は、本サービスの利用希望者が、以下のいずれかに該当するまたは該当するお

それがあると当社が判断した場合は、ユーザー登録を拒否（ユーザー登録完了後に
取消をする場合を含みます。）することがあります。この場合、当社は、利用希望者
に対し、書面（電子メールを含みます。）により、通知をいたします。  

1. 登録情報に虚偽または誤記があった場合 
2. 利用希望者が日本法人と認められなかった場合 
3. 利用希望者が反社会的勢力等（暴力団、暴力団関係者、暴力団関係団体その

他の反社会的勢力またはこれに準じる者をいいます。以下、同じ。）と当社
が判断した場合 

4. 過去当社との契約に違反した者またはその関係者であると当社が判断した
場合 

5. その他当社が利用希望者のユーザー登録を適当でないと判断した場合 
第 5条（ユーザー情報の変更） 
ユーザーは、登録情報に変更があった場合、別途当社が定める方法により当社に通知するも
のとします。 
第 6条（アカウントの管理） 

1. 当社は、第 4条第 1 項の手続に基づきユーザー登録が完了した後に、アカウント毎
に個別に登録されたメールアドレス宛にアカウントを発行します。 

2. ユーザーは、自らの管理責任により、アカウントを不正使用されないよう厳格に管
理するものとし、いかなる場合においても、アカウントを第三者に利用させ、また
は貸与、譲渡、売買等してはならないものとします。 

3. 当社が発行するユーザーのアカウントは、1 申し込み当たり 5 アカウント（本サイ
トの同時閲覧可能な人数の上限は 5 名となります。）を発行し、ユーザーに付与され
たアカウントに基づき本サイトを閲覧することができる者は、ユーザーの組織に属
する者に限定されるものとします。なお、アカウントの発行及び利用には、アカウ
ント毎に個別のメールアドレスの登録が必要となります。 

4. 当社は、アカウントの利用のために登録されたメールアドレスを介して、本サービ
スの提供に関する情報を送信することがあります。また、事前に承諾を受けたメー
ルアドレスに対しては、当社からのお知らせを送信することがあります。 

5. 当社は、アカウントを利用して行われた全ての行為は、ユーザーによる行為であっ
たものとみなし、当該行為がアカウントの盗用または不正利用による第三者の行為
であったとしても、それらによりユーザーに生じた損害について一切の責任を負い
ません。 

6. 各ユーザーにおいて当社イベントに参加可能な人数の上限は、第 3 項に基づきユー
ザーに発行されたアカウント総数となります（1 申し込み当たり 5 名が参加人数の



上限となります。）。 
第 7条（利用環境） 

1. 本サービスを利用するにあたっては、ユーザーは、自らユーザー環境を用意し、当
社サービス環境に接続するものとします。本サービスの利用は、ユーザー環境から
当社サービス環境にネットワーク経由で接続することにより行われます。 

2. ユーザーの利用環境によっては、一部のサービスが利用できないことがあります。 
第 8条（本サイト利用料金及び契約更新） 

1. 本サイトの年間利用料金、利用期間等の条件は、以下のとおりとします。  
1. 年間利用料金：1 申し込み（5 アカウント付与）当たりの当社が別途掲示す

る金額とします。 
2. 利用期間： 1年間（申込月の翌月 1 日から起算します。） 
3. 本サービスの利用開始日：第 6条第 1項に基づき、当社がユーザーにアカウ

ントを発行した日 
2. 利用期間満了日の１か月前までに、ユーザーから当社に対して本サービス利用契約

を終了する旨の通知がない限り、本サービス利用契約は、契約期間を１年間として
更新され、その後も同様とします。 

3. 前項に基づき本サービス利用契約が更新された場合には、ユーザーが指定した第 4
条第 1 項に定める年間利用料金の支払方法により、2 年目以降の本サイトの利用料
金の支払いは以下の各号に定めるとおりとなります。 

1. クレジットカード払いの場合 
利用期間満了日を支払日として、年間利用料金の支払いが完了します。 

2. 銀行振込払いの場合 
当社が指定する支払期限までに年間利用料金を当社に支払うものとします。 

4. ユーザーが、前項の年間利用料金の支払いを遅延した場合、ユーザーは、利用期間
の満了日の翌日から支払済みまで、年 14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払
うものとし、支払期限から１か月を経過した時点において年間利用料の支払が確認
されない場合には、利用期間満了日をもって本サービス利用契約は終了します。 

5. 第 3 項に基づきユーザーから当社に支払われた年間利用料金は、理由の如何を問わ
ず、返還されないものとします。 

第 9条（知的財産権等） 
1. 本サービスに関する著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財

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出願する権利を含み
ます。）を含む一切の権利は、当社または当社にライセンスを許諾している者が保有
するものです。本サービスのユーザーに対する利用許諾は、本サービスに関する当
社または当社にライセンスを許諾している者の知的財産権のユーザーに対する利用
許諾を意味するものではありません。 



2. ユーザーは、当社に対し、登録情報及びユーザー記述情報について、ユーザー自身
が本サービスに登録し送信することについて適法な権利を有しており、第三者の権
利を侵害していないこと及び第 10 条に記載される禁止事項に該当しないことを表
明し、保証するものとします。 

3. ユーザー記述情報のうち、ユーザーが投稿または記述した文章、画像及び動画等の
著作権は、当該ユーザーに留保されます。ただし、ユーザーは当社に対し、ユーザ
ーが投稿または記述した文章、画像及び動画等を使用、複製、変更、翻案、公開、
翻訳、二次的著作物の作成、配布または表示できる、非独占的かつ無償の、サブラ
イセンスを含む権利を許諾したものとみなします。ユーザーは、当社または当社か
ら再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ものとします。 

4. ユーザーは、当社に対し、ユーザー記述情報を当社が本サービスをユーザーに提供
すること及び本サービスの改良、メンテナンス、新規サービス・製品開発のための
データ分析のために必要な範囲で使用することを許諾するものとします。 

第 10 条（禁止事項） 
ユーザーは、本サービスの利用に際して、以下の各号のいずれかに該当する行為または当社
が該当すると判断する行為を行わないものとします。 

1. 本サービスにおいて提供されたコンテンツを、当社の許可なくインターネット上に
アップロードし、または不特定多数の第三者が閲覧可能な状態におくこと 

2. 当社もしくは第三者の著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的
財産権を含むその他の権利または利益を侵害する行為、または、侵害するおそれの
ある行為 

3. 当社もしくは第三者の生命、身体、財産、肖像権、プライバシーの権利、名誉もし
くは信用を毀損する行為およびそのおそれのある行為 

4. 本人の同意を得ることなく、または、詐欺的な手段により第三者の個人情報を投稿
し利用する行為 

5. 本サービスにより利用し得る情報を改ざんまたは消去する行為、ウェブサイトやア
プリケーション等の改変、逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリン
グ、並びにこれらに類する全ての行為及びこれらにより本サービスを不正に利用す
る行為 

6. ユーザー以外の第三者になりすまして本サービスを利用する行為 
7. 第 6条第 3項に違反するアカウントのユーザーの組織に属しない者への利用許諾行

為 
8. 当社もしくは第三者の設備等の利用、運営に支障を与える行為、または、与えるお

それのある行為 
9. 有害なコンピュータプログラム等を送信もしくは掲載し、または、第三者が受信可

能な状態におく行為 



10. 上記各号の他、法令もしくは公序良俗に違反する行為 
11. 上記各号のいずれかに該当する行為（当該行為を第三者が行っている場合を含む。）

が見られるデータ・ウェブサイト等へリンクを張る行為 
12. 第三者に、前各号までのいずれかに該当する行為をなさしめ、または、当該第三者

の当該行為が存在することを知りながら適切な措置を講じることなく放置する行為 
13. 本規約に違反する行為 
14. その他当社が不適切と判断する行為 

第 11 条（ユーザー資格の喪失） 
1. 当社は、ユーザーが次の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、ユーザー記述情報を削除しもしくはユーザーによる本サービ
スの利用を一時的に停止し、またはユーザーとしての登録を抹消した上で本サービ
ス利用契約を解除することができるものとします。なお、このいずれの場合も当社
がすでに受領した本サービスの利用料の返金は致しません。  

1. 第 4条（ユーザー登録条件）第 3項に掲げる事由に該当した場合、または該
当するもしくは該当するおそれがあると当社が判断した場合 

2. 第 10 条（禁止事項）に掲げる事由に該当した場合、または該当するもしく
は該当するおそれがあると当社が判断した場合 

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 

2. 前各号のいずれかの事由に該当した場合、ユーザーは、当社に対して負っている債
務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して負っている債務の
一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対してすべての債務の支払い
を行うものとします。 

3. 当社は本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について一切の
責任を負いません。 

第 12 条（退会） 
ユーザーは、当社所定の方法で当社に通知することにより、本サービスを退会し、ユーザー
登録を抹消することができます。なお、ユーザーは、退会の通知を当社が受領した日の月末
をもって退会するものとします。 
第 13 条（ユーザ記述情報の消去） 

1. ユーザーは、第 11 条又は前条に基づきユーザー登録を抹消した場合または退会し
た場合は、当社サービス環境に登録・保存したデータを、参照・閲覧・操作・取得
等することができなくなるものとします。 

2. 当社は、理由の如何を問わず、ユーザーが第 11 条又は前条に基づきユーザー登録を
抹消した場合または退会した場合は、本サービスに格納された一切の登録情報及び
ユーザー記述情報（以下、これらを併せて「登録情報等」といいます。）を消去でき



るものとします（但し、当社は登録情報等を消去する義務を負うものではありませ
ん）。この場合、当社は、登録情報等を消去したことによってユーザーに生じた損害
を賠償する義務を負わないものとします。 

第 14 条（一時的な中断及び提供停止） 
1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、ユーザーへの事前の通知また

は承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。  
1. 当社サービス環境等の故障により保守を行う場合 
2. 運用上または技術上の理由でやむを得ない場合 
3. その他天災地変等、不可抗力により本サービスを提供できない場合 

2. 当社は、当社の故意または重大な過失による場合を除き、前項に定める事由のいず
れかにより本サービスを提供できなかったことに関してユーザーまたはその他の第
三者が被った損害につき一切責任を負わないものとします。 

第 15 条（免責事項） 
1. 当社は、本サービス及び本サービスを通じてユーザーに提供されるコンテンツの完

全性、正確性、有用性または特定の目的に適合すること、及び不具合が生じないこ
とを保証するものではありません。ユーザーはコンテンツを自己の責任で利用する
ものとし、当社は本サービスの利用に起因してユーザーに生じた損害について一切
責任を負いません。 

2. 当社は、ユーザーと他のユーザー及び第三者との間でユーザー記述情報の利用に起
因して紛争が生じた場合であっても、一切責任を負うものではなく、ユーザーは自
己の責任で第三者との紛争を解決するものとします。また、当該紛争により当社に
損害が生じた場合には、ユーザーは当該損害を賠償するものとします。 

3. 第 4 条に定めるユーザーの登録情報の当社への送信及び年間利用料金の支払い時の
第 20条に定める収納代行業者へのユーザーのクレジットカード情報等の送信の際、
送信する情報（以下「送信情報」といいます。）を暗号化した場合であっても、当社
は、当該送信情報を完全に秘密にすることを保証するものではなく、送信情報を完
全に秘密にできない場合であっても当社及び収納代行業者のいずれもユーザーに対
して何らの責任を負わないものとします。 

4. 当社の故意または重大な過失によりユーザーに損害が生じた場合、当社は、本サイ
トの年間利用料金の金額を上限としてその損害を賠償します。 

第 16 条（本サービスの改廃） 
当社は、自由裁量により、本サービスの内容の追加、変更、改廃等を行うことがあります。 
第 17 条（通知方法） 

1. 当社からユーザーに対して行う通知は、電子メールまたは本サービス上への掲載等、
当社が適当と判断する方法により行います。 

2. 前項の規定に基づき、当社からユーザーへの通知を電子メールの送信または本サー



ビスへの掲載の方法により行う場合には、ユーザーに対する当該通知は、当社によ
る電子メールの送信時点または本サービス上への掲載がなされた時点から効力を生
じるものとします。 

第 18 条（利用規約の変更） 
当社は、ユーザーとの個別の合意なしに、第 17 条に定める方法をもってユーザーに通知す
ることにより本利用規約を変更できるものとします。また、ユーザーが本利用規約変更後に
本サービスを利用することによって、変更後の本利用規約に同意しているものとみなしま
す。 
第 19 条（個人情報等について） 

1. 当社は、ユーザーの従業者の方などの個人情報を含む登録情報の取扱いについては、
別途定める当社のプライバシーポリシー（https://exawizards.com/privacy）による
ものとし、ユーザーは、このプライバシーポリシーに従い当社がユーザーの登録情
報を取り扱うことについて同意するものとします。 

2. 当社は、登録情報及びユーザー記述情報等ユーザーが当社に提供した情報、データ
等を、個人を特定できない形での統計的な情報として、当社の裁量で、利用及び公
開することができるものとし、ユーザーはこれに予め同意するものとします。 

第 20 条（収納代行業者） 
当社は、第 4 条及び第 8 条に定める本サイトの年間利用料金の徴収については、下記の収
納代行業者の決済サービスを利用するものとし、当社は、ユーザーのクレジットカード情報
等の情報を収受しないものとします。 
記 
収納代行業者： 
名称：株式会社 ROBOT PAYMENT 
所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前 6-19-20 第 15 荒井ビル 4F 
第 21 条（契約上の地位の譲渡等） 

1. ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、本サービス利用契約上の地位また
は本利用規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し譲渡、移転、担保設
定、その他の処分をすることはできません。 

2. 当社は、本サービスにかかる事業を他社に譲渡または会社分割等の組織再編により
承継した場合には、当該事業譲渡または承継に伴い本サービス利用契約上の地位、
本利用規約に基づく権利及び義務並びに登録情報等を当該事業譲渡等の相手方に譲
渡または承継することができるものとし、ユーザーは、かかる譲渡または承継につ
き予め同意したものとします。 

第 22 条（合意管轄） 
本サービスに関する紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁
判所とします。 

https://exawizards.com/privacy


第 23 条（準拠法） 
本利用規約に関する準拠法は、日本法とします。 
第 24 条（協議等） 
本利用規約に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は、誠意をも
って協議のうえ、解決することとします。なお、本利用規約の何れかの部分が無効である場
合でも、本利用規約全体の有効性には影響がないものとします。 

以上 
 
2020年 3 月 1日改訂 
2019年 4 月 1日制定 
 


