
利⽤規約 
 

この利⽤規約（以下、「本規約」といいます。）は、株式会社イノベーションラボ岩⼿
（以下、「当社」といいます。）が提供するイノコミ（以下、「本サービス」といいます。）
の利⽤条件を定めるものです。登録会員（以下、「会員」といいます。）は、学⽣（⼤学、
短⼤及び⾼等専⾨学校に在籍するもの。専修学校・各種学校に通う専⾨学校⽣（専⾨学⽣）
を含みます。以下、「学⽣会員」といいます。）及び法⼈（以下、「法⼈会員」といいます。）
とし、会員には、本規約に従って、本サービスをご利⽤いただきます。 
 
第 1 条（会員） 

1. 「学⽣会員」とは、当社が定める⼿続に従い本規約に同意の上、⼊会の申し込みを
⾏う個⼈をいいます。 

2. 「法⼈会員」とは、当社が定める⼿続に従い本規約に同意の上、⼊会の申し込みを
⾏う法⼈および個⼈事業主、その他、当社が認めたことで資格を有するものをいい
ます。 

3. 「会員情報」とは、会員が当社に開⽰した会員の属性に関する情報および会員の取
引に関する履歴等の情報をいいます。 

4. 本規約は、すべての会員に適⽤され、会員登録⼿続時および登録後にお守りいただ
く規約です。会員登録をもってこれら全ての規約を承諾したものとします。 
 

第 2 条（本サービス） 
1. 当社が提供する本サービスとは、以下の内容とします。 

（1） ビジネス向けチャットツール Slack の「イノコミ」ワークスペースにおい
て、当社や会員からの情報提供や情報収集、交流を⾏う 

（2） バーチャルオフィス oVice を利⽤した情報提供や情報収集、交流を⾏う 
（3） オフラインによる交流会やセミナーの開催 
（4） いわてイノベーションスクールの講座聴講 
（5） 上記のサービスに付帯する業務、サービス 

 
第３条（利⽤登録） 

1. 会員資格 
本規約に同意の上、所定の⼊会申込みをされた学⽣及び法⼈は、所定の登録⼿続完
了後に会員としての資格を有します。会員登録⼿続は、学⽣会員の場合には会員と
なるご本⼈が⾏ってください。また、法⼈会員の場合には、法⼈の代表者または法
⼈の同意を得た社員等が⾏ってください。代理による登録は⼀切認められません。
なお、過去に会員資格が取り消された⽅やその他当社が相応しくないと判断した⽅
からの会員申込はお断りする場合があります。 

2. 当社は、利⽤登録の申請者に以下の事由があると判断した場合、利⽤登録の申請を
承認しないことがあり、その理由については⼀切の開⽰義務を負わないものとしま
す。 



（1）利⽤登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合 
（2）本規約に違反したことがある者からの申請である場合 

（3）
成年被後⾒⼈、被保佐⼈または被補助⼈のいずれかであり、法定代理⼈、 
後⾒⼈、保佐⼈または補助⼈の同意等を得ていなかった場合 

（4）

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。）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との何
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 

（5）その他、当社が利⽤登録を相当でないと判断した場合 
 
第４条（アカウントおよびパスワードの管理） 

1. 会員は，⾃⼰の責任において，本サービスのアカウントおよびパスワードを適切に
管理するものとします。 

2. 会員は，いかなる場合にも，アカウントおよびパスワードを第三者に譲渡または貸
与し，もしくは第三者と共⽤することはできません。当社は，アカウントとパスワ
ードの組み合わせが登録情報と⼀致してログインされた場合には，その会員 ID を
登録している会員⾃⾝による利⽤とみなします。 

3. アカウント及びパスワードが第三者によって使⽤されたことによって⽣じた損害は，
当社に故意⼜は重⼤な過失がある場合を除き，当社は⼀切の責任を負わないものと
します。 
 

第５条（利⽤料⾦および⽀払⽅法） 
1. 学⽣会員の利⽤料⾦は無料とします。 
2. 法⼈会員は、本サービス利⽤の対価として、当社が別途定め、当社ウェブサイト等

に表⽰する利⽤料⾦を、当社が指定する⽅法により⽀払うものとします。 
3. 法⼈会員が利⽤料⾦の⽀払を遅滞した場合には、当社が指定する⽀払⽅法にて当該

⾦額を⽀払うものとします。 
4. 利⽤料⾦の⽀払⽅法は「クレジットカード決済」もしくは「⼝座振替サービス」を

通じて、⽉額利⽤料を毎⽉、利⽤⽉の 26 ⽇に各機関へ決済依頼が発⽣します。 
5. 当社は法⼈会員の確定した⽀払⽇の通知は⾏いません。実際のお⽀払⽇に関しまし

ては、申し込みの際の⾦融機関の明細等をご確認ください。 
6. 法⼈会員の無料期間（会員資格を有した⽇から起算して）は初回の利⽤登録時のみ

付与するものとし、同⼀の法⼈および個⼈事業主、その他、当社が認めたことで資
格を有するもの（当社が同⼀とみなすものを含める）が複数回にわたり利⽤登録し
た場合には、初⽉から利⽤料⾦を⽀払うものとします。 
 

第６条（⼊会条件および注意事項） 
1. 本サービスは事前登録制とし、法⼈会員に対する⽉額利⽤料は、初⽉無料、翌⽉よ

り⽉額費⽤のお⽀払いとなります。 
2. 本サービスへの参加承認までは⼊会申し込み⽇から最⻑ 5 ⽇程度いただいておりま



す。 
3. 本サービスは秘密のグループです。第７条の禁⽌事項を厳守できる⽅のみ⼊会でき

ます。 
4. 運営および特定メンバーへの誹謗中傷、荒らし⾏為などコミュニティの秩序を⼤き

く乱す⾏為があった場合は強制退会とさせていただく場合があります。 
5. 学⽣会員が投稿できる情報は、個⼈的な内容のほか、学⽣会員が運営している、ま

たは学⽣が運営に主体として関わっているイベント等とします。 
6. 法⼈会員が投稿できる情報は、法⼈の代表者または代表者の承諾を得た社員等の個

⼈的な内容及び⾃社や⾃社が運営する事業とします。 
7. 前２項の規定に関わらず、⾃治体が主催及び後援するイベント等、当社が公共性が

⾼いと認めるものについてはこの限りではありません。 
8. 第三者が運営し、会員が直接的に関わっていない情報の発信はできませんのでご了

承ください。 
 

第７条（禁⽌事項） 
会員は、本サービスの利⽤にあたり、以下の⾏為をしてはなりません。以下の⾏為が発
覚・報告・通報された場合は通告なく即⽇退会処分となります。⼀度、強制退会処置にな
った⽅の再⼊会はできません。 

（1） 法令または公序良俗に違反する⾏為 
（2） 犯罪⾏為に関連する⾏為 
（3） 当社のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする⾏

為 
（4） 当社のサービスの運営を妨害するおそれのある⾏為 
（5） 他の会員に関する個⼈情報等を収集または蓄積する⾏為、当社の許可なく第

三者へ引き渡す⾏為 
（6） 他の会員に成りすます⾏為 
（7） 当社のサービスに関連して、反社会的勢⼒に対して直接または間接に利益を

供与する⾏為 
（8） 当社、本サービスの他の利⽤者または第三者の知的財産権、肖像権、プライ

バシー、名誉その他の権利または利益を侵害する⾏為 
（9） 過度に暴⼒的な表現、露⾻な性的表現、⼈種、国籍、信条、性別、社会的⾝

分、⾨地等による差別につながる表現、⾃殺、⾃傷⾏為、薬物乱⽤を誘引ま
たは助⻑する表現、その他反社会的な内容を含め他⼈に不快感を与える表現
を、投稿または送信する⾏為 

（10）営業、宣伝、広告、売込み、ビジネスの拡散、その他営利を⽬的とする⾏為
（当社の認めたものを除きます。） 
性⾏為やわいせつな⾏為を⽬的とする⾏為、 
⾯識のない異性との出会いや交際を⽬的とする⾏為、 
他のお客様に対する嫌がらせや誹謗中傷を⽬的とする⾏為、 
その他本サービスが予定している利⽤⽬的と異なる⽬的で本サービスを利⽤
する⾏為、 



他の会員の陰⼝または他の会員との個⼈的トラブルの相談およびシェア・拡
散する投稿または送信する⾏為 

（11）ネットワークビジネス・情報商材販売活動・宗教活動または各活動団体への
勧誘⾏為 

（12）その他、当社が不適切と判断する⾏為 
 
第８条（本サービスの提供の停⽌等） 

1. 当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、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） 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を⾏う場合 
（2） 地震、落雷、⽕災、停電または天災などの不可抗⼒により、本サービスの提

供が困難となった場合 
（3） コンピュータまたは通信回線等が事故により停⽌した場合 
（4） その他、当社が本サービスの提供が困難と判断した場合 

  ２.  当社は、本サービスの提供の停⽌または中断により、会員または第三者が被ったい 
   かなる不利益または損害について、理由を問わず⼀切の責任を負わないものとしま 
            す。 

 
第９条（著作権） 

1. 会員は、⾃ら著作権等の必要な知的財産権を有するか、または必要な権利者の許諾
を得た⽂章、画像や映像等の情報のみ、本サービスを利⽤し、投稿または編集する
ことができるものとします。 

2. 会員が本サービスを利⽤して投稿または編集した⽂章、画像、映像等の著作権につ
いては、当該会員その他既存の権利者に留保されるものとします。ただし、当社は、
本サービスを利⽤して投稿または編集された⽂章、画像、映像等を利⽤できるもの
とし、会員は、この利⽤に関して、著作者⼈格権を⾏使しないものとします。 

3. 前項本⽂の定めるものを除き、本サービスおよび本サービスに関連する⼀切の情報
についての著作権およびその他知的財産権はすべて当社または当社にその利⽤を許
諾した権利者に帰属し、会員は無断で複製、譲渡、貸与、翻訳、改変、転載、公衆
送信（送信可能化を含みます。）、伝送、配布、出版、営業使⽤等をしてはならない
ものとします。 
 

第 10 条（利⽤制限および登録抹消） 
1. 当社は、以下の場合には、事前の通知なく、投稿データを削除し、会員に対して本

サービスの全部もしくは⼀部の利⽤を制限しまたは会員としての登録を抹消するこ
とができるものとします。 

（1） 本規約のいずれかの条項に違反した場合 
（2） 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合 
（3） 破産、⺠事再⽣、会社更⽣または特別清算の⼿続開始決定等の申⽴がなされた



とき 
（4） 当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して 30 ⽇間以上応答が

ない場合 
（5） 第 2 条第 2 項各号に該当する場合 
（6） その他、当社が本サービスの利⽤を適当でないと判断した場合 

2. 前項各号のいずれかに該当した場合、法⼈会員は、当然に当社に対する⼀切の債務
について期限の利益を失い、その時点において負担する⼀切の債務を直ちに⼀括し
て弁済しなければなりません。 

3. 当社は、本条に基づき当社が⾏った⾏為により会員に⽣じた損害について、⼀切の
責任を負いません。 
 

第 11 条（保証の否認および免責事項） 
1. 当社は、本サービスに事実上または法律上の瑕疵（安全性、信頼性、正確性、完全

性、有効性、特定の⽬的への適合性、セキュリティなどに関する⽋陥、エラーやバ
グ、権利侵害などを含みます。）がないことを明⽰的にも黙⽰的にも保証しており
ません。 

2. 当社は、本サービスに起因して会員に⽣じたあらゆる損害について⼀切の責任を負
いません。ただし、本サービスに関する当社と会員との間の契約（本規約を含みま
す。）が消費者契約法に定める消費者契約となる場合、この免責規定は適⽤されま
せん。 

3. 前項ただし書に定める場合であっても、当社は、当社の過失（重過失を除きます。）
による債務不履⾏または不法⾏為により会員に⽣じた損害のうち特別な事情から⽣
じた損害（当社または会員が損害発⽣につき予⾒し、または予⾒し得た場合を含み
ます。）について⼀切の責任を負いません。また、当社の過失（重過失を除きます。）
による債務不履⾏または不法⾏為により会員に⽣じた損害の賠償は、会員から当該
損害が発⽣した⽉に受領した利⽤料の額を上限とします。 

4. 当社は、本サービスに関して、会員と他の会員または第三者との間において⽣じた
取引、連絡または紛争等について⼀切責任を負いません。 
 

第 12 条（サービス内容の変更等） 
当社は、会員に通知することなく、本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を
中⽌することができるものとし、これによって会員に⽣じた損害について⼀切の責任を負
いません。 
 
第 13 条（利⽤規約の変更） 
当社は、必要と判断した場合には、会員に通知することなくいつでも本規約を変更するこ
とができるものとします。 
 
第 14 条（通知または連絡） 
会員と当社との間の通知または連絡は、書⾯、メール等の⽅法によって⾏うものとし、当



社は登録された会員情報の住所、メールアドレス宛に通知を発送すれば⾜りるものとし、
当該通知の到達が遅延し、または、到達しなかった場合においても、当社は通常到達する
であろう時に到達したものとみなします。 
 
第 15 条（権利義務の譲渡の禁⽌） 
会員は、当社の書⾯による事前の承諾なく、利⽤契約上の地位または本規約に基づく権利
もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。 
 
第 16 条（準拠法・裁判管轄） 

1. 本規約の解釈にあたっては、⽇本法を準拠法とします。 
2. 本サービスに関して紛争が⽣じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所を

専属的合意管轄とします。 
 

第 17 条（退会） 
1. 会員が退会を希望する場合には、前⽉末⽇までに当社まで連絡するものとします。

所定の退会⼿続きの終了後に退会となります。 
2. 退会⼿続きを受け付けた⽉の⽉末に退会処理となります。 
3. 退会⼿続きを完了した当⽉の利⽤料⾦は退会した⽇時にかかわらず当⽉分として発

⽣いたします。 
4. Slack や oVice を退会しただけでは利⽤料⾦の請求は⽌まりません。予めご了承く

ださい。 
5. ⽉替りのタイミングで会費が発⽣し、クレジットカード決済または⼝座振替による

⾃動精算となっております。途中退会された場合も、⽇割りでのご返⾦などは⼀切
いたしかねますので、予めご了承ください。 

6. 途中で退会した場合も返⾦はございません。ご了承ください。 
7. 重複登録などを含めた申込者の責任による過失登録は、退会⼿続きのみを⾏い、返

⾦を⾏わないものとします。 
8. 学⽣会員は、会員申込時の学校等の卒業が確認できたと同時、もしくは卒業が⾒込

まれる年の３⽉ 31 ⽇に退会とさせていただきます。 


