
 

警備ログ利用規約 

 

第１条（規約の目的） 

 

株式会社警備ログ（以下、「当社」といいます。）は、当社が運営する警備ログで会員登録

いただいたユーザー（以下、「ユーザー」といいます。）に対し提供する各種サービス（以

下、「サービス」といいます。）のご利用に際して、本規約を定めます。また、サービスを

ご利用することにより、本規約の内容を承諾していただいたものとみなさせて頂きます。 

 

第２条（規約の変更） 

 

１．当社は、ユーザーの事前の承諾を得ることなく、本規約を随時変更できるものとし

ます。本規約が変更された後のサービスの提供条件は、変更後の利用規約に従うものと

します。 

 

２．変更後の本規約は、当社が定める場合を除き、当社が運営する本サービスに関する

WEBサイト上での掲示又はユーザーに対する電子メール等の送信が行われた時点から

効力を生じるものとし、ユーザーは本規約の変更後も本サービスを利用し続けることに

より、変更後の本規約に同意したものとみなします。 

 

第３条（ユーザー登録及び情報変更） 

 

 １．ユーザー登録希望者は、当社に対して、真実、正確かつ完全な情報を提供した上で、

当社が指定する手続きにより申し込みを行うものとします。また、ユーザー申し込みを

行った時点で、本規約の内容に対する承諾があったものとみなさせて頂きます。なお、

以後本規約に記載する「利用規約」とは、本条に基づき当社とユーザーの間で成立する、

本規約の諸規定に従ったサービスの利用契約を意味します。 

 

 ２．当社は、前項の規定にもかかわらず、次の場合には、その利用契約の申込みを承諾

しない、あるいは承諾を留保することがあります。 

 （１）申込の会社が存在しない場合 

 （２）申込の会社が警備業に定める警備業を営んでいない場合 

（３）既に当サイトに会員登録をしているユーザーである場合 

（４）当社に提供した申込会社の情報に虚偽があった場合または記入漏れがある場合 

（５）申込会社が過去に本規約を違反したことがある場合 



（６）サービスの利用目的が、評価、解析、他のユーザーに対して当サイト以外のサイ

トに誘導すること、警備に係る取引とは関係のない営業行為を行う事その他本来の目

的を異なるものであると疑われる場合 

（７）申込会社またはその代表者、役員が、反社会的勢力（暴力団、暴力団員又は暴力

団員でなくなってから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、特殊知能暴力集団等、右翼団体、その他これに準ずる

者を意味します。以下同じ。）に該当するとき又はその恐れがあるとき 

（８）その他当社が不適と判断する相当の理由がある場合 

 

３．前項に従い、当社が利用契約の申込みを承諾せず、あるいは承諾を留保する場合に

も、当社は一切の責任は負いません。 

 

４．ユーザーは、当サイトで認証情報の掲載を希望する場合には、延滞なく、当社の定

める方法により、当該変更事項を当社に通知するものとします。これを怠ったことによ

りユーザーに不具合が発生しても、当社は一切の責任を負いません。 

 

５．ユーザーは、当社による事前の承諾なく、利用契約上の地位又は本規約に基づく権

利若しくは義務につき、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。 

 

第５条（サービス内容） 

 

 １．ユーザーは、本規約及びサービスの提供に関して当サイトにおいて当社が公表し

た内容・条件に従って、サービスを利用できるものとします。また、サービスの内容

は、本規約又は当サイトにおいて当社が明示するものに限られます。 

 

 ２．ユーザーは、サービスを利用するために必要な通信機器の調達、維持、管理、及

び電子メールの送受信を含む通信等に関する全ての行為について、ユーザーの費用と

責任において行うものとする。 

 

３．当社は、ユーザーに対し、広告又は宣伝を含む電子メールを、回数・時間等の制

限なく反復、継続的に送信することができるものとし、ユーザーは、かかる電子メー

ルの受信をあらかじめ承諾するものとします。 

 

４．ユーザーが、前項に定める当社からの電子メールの受信拒否を希望する場合は、

当社所定の手続きを行うことにより、いつでも自由に拒否できます。 



５．当社は、理由の如何を問わず、ユーザーへ事前の通知をすることなく、サービス

の全部又は一部を変更、追加もしくは廃止することができるものとします。但し、サ

ービスの変更、追加によって、変更前のサービスの全ての機能、性能が維持されるこ

とを保証するものではなく、また、サービスの全部を廃止する場合、当社は、ユーザ

ー向けメールマガジン又は当サイトにおける掲示により、事前にその旨を通知又は公

表します。 

 

６．当社は、サービスにかかる事業を第三者に譲渡した場合、譲渡に伴い利用契約上

の地位、本規約に基づくユーザーとの権利義務並びにユーザーの登録情報その他の顧

客情報の全部又は一部を、当該第三者に譲渡し又は承継させることができるものとし、

ユーザーはかかる承継につき本項において予め同意したものとします。 

 

７．当サイトにて募集されている案件に対し、受注希望を出すユーザーは、警備業法

の定めに遵守し、警備員を配置できるユーザーのみとします。 

 

８．当社は、ユーザーが有料サービスの利用申込にあたり審査を行い、審査の結果、

申込を承認しないことがあります。この場合、当社はユーザーに対し、承認しない理

由の説明義務を負わないものとします。 

 

第６条（有料サービス） 

 

 １．有料サービスの利用料金は当該サービスの説明ページの記載に基づき、ご依頼の内

容に応じて当社が定めた金額とし、毎月末締めの翌月払いにて、指定銀行口座からの自

動振替により当社に支払うものとします。 

 

 ２．前項に定める当社への支払の確認が期日までに取れず、また催促にも応じなかった

際には、有料サービスの利用を停止させていただきます。 

 

 ３．お支払いただいた利用料金につきましては、ユーザーの都合により課金期間の途中

で当該サービスの利用を終了した場合、いかなる理由においても返還いたしません。 

 

第７条（禁止事項） 

 

ユーザーはサービスを利用して、以下の行為を行わないものとします。当社は、サービス

におけるユーザーによる投稿情報（警備案件、クチコミ情報など）の送信行為が以下各号

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、ユーザーに



事前に通知することなく、当該情報の全部又は一部を削除することができるものとします。

当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき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。 

（１）ユーザーID・パスワードを故意に第三者に公開する行為。 

（２）当サイトに掲載する情報、警備案件、クチコミ情報などについて虚偽の内容を書き

込む行為。 

（３）他のユーザーが当サイトに掲載した情報、警備案件、クチコミ情報等に関し、当サ

イトで記載するお取引に関する交渉以外の目的に利用する行為や当該各情報を二次利用

する行為（当サイトに基づく警備に係る取引に関係しない商用利用や情報転送を含むが

それに限らない）。 

（４）他のユーザーやその他第三者又は当社を誹謗中傷したり、不当に名誉を毀損する行

為。 

（５）他のユーザーやその他第三者に対し不当に不利益を与える行為、又はそれらを侵害

する恐れがある行為。 

（６）公序良俗に反する一切の行為。 

（７）法令や本規約（規約類を含む）に違反する行為またはそのおそれがある行為。 

（８）長時間の架電や同一事項に係る問い合わせを反復的に行い、又は義務や正当な理由

のない事項を強要する等、当社の業務に支障をきたす行為。 

（９）他のユーザーに対して、当サイト以外のサイトに誘導する等、サービスの提供を妨

害する行為またはそのおそれがある行為。 

（１０）ユーザー自身以外の第三者の求人情報を掲載する行為。 

（１１）前各号に定める他、当社に不利益を与える行為その他当社が不適切と判断した行

為。 

 

第８条（ユーザーID及びパスワードの管理） 

 

 １．ユーザーは、警備業認定番号やその他のＩＤ情報を偽って登録してはなりません。

また、他社の情報を登録してはなりません。 

 

 ２．ユーザーは、ユーザー登録後に当社がユーザーに付与する ID（アカウント）、及びユ

ーザー自身で登録するパスワード（当サイトと連携する外部サービスの ID及びパスワー

ドを含みます。以下、同じ）についての管理責任を負うものとし、これを第三者に利用

させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。 

 

 ３．ユーザーID（アカウント）及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の

使用などによる不正行為、損害の責任はユーザー自身が負うものとし、当社は一切責任



を負うものではありません。 

 

 ４．当社は、登録されたユーザーID（アカウント）による行為は、登録したユーザーの

行為とみなすことできます。ユーザーは、サービスを利用して行う自らの行為について

一切の責任を負わなければなりません。 

 

５．ユーザーは、ユーザーID（アカウント）又はパスワードが盗難されたり、第三者に

使用されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通知するとともに、当

社からの指示に従うものとします。 

 

第９条（一時的な中断） 

 

当社は、以下の各号に定めるいずれかの事由が生じた場合には、ユーザーに事前に通知す

ることなく一時的にサービスの全部又は一部の提供を中断することがあります。 

（１）サービス用のシステムや設備等の保守を定期的に又は緊急に行う場合。 

（２）突発的なシステムや設備等に対する障害・故障等が発生した場合。 

（３）火災、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合。 

（４）地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合。 

（５）戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりサービスの提供ができなくなった場合。 

（６）その他、運用上又は技術上並びに不測の事態などにより、当社がサービスの一時的

な中断が必要と判断した場合。 

 

尚、当社は、前各号のいずれか、又はその他の事由により、サービスの全部又は一部の提

供に遅延又は中断が発生しても、これに起因するユーザー又は第三者が被った損害に関し

一切責任を負いません。 

 

第１０条（データ管理） 

 

 １．ユーザーは、サービスの利用に関連して入力、提供または伝送するデータ等につい

て、必要な情報は自己の責任で保全しておくものとします。 

 

 ２．当社は、ユーザーが利用する情報に関して、サービスを提供する設備等の故障等に

より滅失した場合に、その情報を復元する目的でこれを別に記録して一定期間保管する

ことがありますが、復元の義務を負うものではありません。 

 

 



第１１条（ユーザーの個人情報等の取扱い） 

 

 １．当社は、電子メールアドレスその他ユーザーがサービスの利用に際して当社に登録

した個人情報及びユーザーがサービスを利用することに伴い、当社が知り得たユーザー

の個人情報（以下、「ユーザー情報」といいます。）並びにユーザーが当社に提出した資

料を適切に管理し、ユーザーの事前の承諾を得ずに第三者に違法に開示、提供いたしま

せん。ただし、裁判所、検察庁、警察等の公的機関から開示、提供を要求された場合そ

の他法令に基づき開示、提供を求められた場合に限り、ユーザーの承諾を得ずにこれに

応じる場合があり、ユーザーはこれに異議を述べないものとします。 

 

 ２．当社は、ユーザー情報及びユーザーが当社に提出した資料を、サービスの提供、広

告の送付その他本規約に定める用途に利用します。 

 

３．当社がユーザー情報の取扱いにつき別途プライバシーポリシーを定めて公表した場

合には、前各項に加えて当該プライバシーポリシーの定めが適用されるものとします。

但し、本規約にプライバシーポリシーと異なる旨を定めた場合には、本規約の定めが優

先するものとします。 

 

第１２条（当社による情報の管理、利用） 

 

当社は、サービスの改良、サービスの維持管理等を目的とする統計調査のため、ユーザー

のサービスの利用状況、画面、項目の利用頻度等の統計数値を利用し、あるいは統計調査

に必要な限度でこれらの情報を解析し、二次加工して活用するものとし、ユーザーはかか

る統計調査、二次加工活用を行うことに同意します。 

 

第１３条（退会及びユーザー登録の抹消） 

 

 １．ユーザーは、当社所定の退会手続を行うことにより、いつでも自由に退会できるも

のとし、当社は退会手続を行ったユーザーの登録及びユーザーが投稿した情報を抹消す

るものとします。ただし、当社が当サイトの運営上保持が必要と判断した投稿情報は、

当該投稿ユーザーが退会したことを表示したうえで、当該投稿情報を保持するものとし

ます。 

 

 ２．ユーザーが以下の各号に該当した場合、当社の判断により、ユーザーに何ら通知及

び催告を行わずに当該ユーザーの登録抹消（退会措置）、サービスの一時停止、サービス

へのアクセス拒否及びユーザーが投稿した情報の抹消、変更又は公開範囲の制限等の必



要な措置をとることができるものとします。ただし、当社が当サイトの運営上保持が必

要と判断した投稿情報は、当該投稿ユーザーが退会したことを表示したうえで、当該投

稿情報を保持するものとします。 

 （１）ユーザー登録申し込みの際の登録情報及びユーザーとなった後の変更情報におい

て、その内容に虚偽や不正があった場合、又は重複したユーザー登録があった場合。 

（２）当社が登録された電子メールアドレス宛てへ電子メールを発信したにもかかわら

ず、当該電子メールが到達しない場合、その他登録された電子メールアドレスが正常

に機能していないと当社が判断した場合。 

（３）本規約の各条項に違反した場合。 

（４）ユーザー間の取引において何らかのトラブルが発生し、当社にクレーム報告があ

った場合にその問題となるクレームが続く場合、又は悪質な場合。 

また、ユーザー間の取引において、正当な理由がなく債務の不履行が生じたことを確

認した場合。  

（５）ユーザーが支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続

開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立て

があった場合。 

（６）ユーザーが自ら振出し、若しくは引受けた手形若しくは小切手につき、不渡りの

処分を受けた場合、又は手形交換所の取引停止処分その他これに類する措置を受けた

場合。 

（７）ユーザーに差押、仮差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てがあった場合。 

（８）租税公課の滞納処分を受けた場合（以下、本条５号から８号までの事象を「財産

管理に関する法的手続」といいます。）。 

（９）ユーザーが反社会的勢力等である、又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。 

（１０）有料サービス利用料金の未払いが 2ヶ月分に達した場合。 

  （１１）その他、ユーザーとして不適切であると当社が判断した場合。 

 

 ３．前項により、当社がユーザー登録抹消（退会措置）及びサービスの一時停止などの

措置を行った場合、ネットワークの安全性、他のユーザーの被害を未然に防ぐため、他

のユーザーへその情報を告知することにユーザーは同意し、一切の異議、当社や当サイ

トに対する一切の誹謗中傷（誹謗中傷の拡散行為も含む）、苦情等を申し立てないことと

します。また、前項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全ての債

務の履行（支払）を行わなければなりません。 

 



 ４．ユーザー登録を抹消（退会措置）したユーザーについても、当サイトでの取引如何

を問わず、財産整理に関する法的手続の情報や支払い不履行が生じた事実を確認した場

合には、ネットワークの安全性・ユーザーの被害を未然に防ぐため、他のユーザーへそ

の情報を告知することにユーザーは同意し、一切の異議、当社や当サイトに対する一切

の誹謗中傷（誹謗中傷の拡散行為も含む）、苦情等を申し立てないこととします。 

 

 ５．当社とユーザーとの利用契約が効力を失った後も、第６条、第１０条、第１１条、

本条３項、４項、６項、第１３条、第１４条、第１５条、第１７条乃至第２４条の規定

は引き続き存続して適用されるものとします。 

 

 ６．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１４条（非保証） 

 

 １．ユーザーが当社から直接又は間接にサービス又は他のユーザーに関する情報（クチ

コミ情報を含む）を得た場合であっても、当社はユーザーに対し本規約において規定さ

れている内容を超えて、その情報に対し、完全性、正確性、適法性、有用性、安全性、

利用可能性等について、如何なる保証も行うものではありません。また、ユーザーが当

サイトに情報を投稿する際に、当社が当該情報を承認するプロセスが存在することがあ

りますが、その場合においても、当社が承認したことによって、当該情報の完全性、正

確性、適法性、有用性、安全性、利用可能性等を当社が保証するものではありません。 

 

 ２．ユーザーは、サービスを利用することが、警備業法のユーザーに適用のある法令、

業界団体の内部規則等に違反するか否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものと

し、当社は、ユーザーによるサービスの利用が、ユーザーに適用のある法令、業界団体

の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。 

 

３．当サイトから、もしくは当サイトへのリンクを張っている第三者のサイトの情報に

ついては、合法性、信頼性、正確性について一切の保証をしかねます。 

 

４．当社は、当サイトに係るコンテンツの正確性、当サイトが第三者の権利を侵害して

いないこと、サービスが永続すること、サービスの利用に中断またはエラーが発生しな

いことを保証するものではありません。 

 

 



第１５条（免責） 

 

１．ユーザー間の取引の交渉は各自で行っていただくことになっており、当社では一

切関与いたしません。また、取引に基づく業務の遂行やその成果物について、それら

の内容、品質、信憑性、適法性、正確性、有用性等の確認及び保証を行わないととも

に、その瑕疵に対して一切の責任を負いません。 

 

２．当社はユーザー間で取り交わす取引、連絡、契約の内容及び紛争等並びにユーザ

ーが当サイトの利用に際し、他のユーザー、その他第三者又は当社に損害または不利

益を与えた場合については、ユーザーの責任と費用において処理及び解決するものと

し、当社はかかる事項について何ら責任を負うものではございません。 

 

３．当社は、当サイトに係る投稿情報の監視、チェック、保存の義務を負いません。

また、当社は、ユーザー間の通信や活動に関与しません。争いが発生した場合、当社

は、本規約に基づく各種措置のために、ユーザーに対して事実確認を行うことがあり

ますが、争いについてはユーザー間で解決するものとし、当社は争いの仲裁を行わな

い他、一切の責任も負いません。 

 

４．当社は、サービス利用に関しユーザーが被った損害について、一切賠償の責任を

負いません。なお、消費者契約法の適用その他の理由により、本項その他当社の損害

賠償責任を免責する規定にかかわらず当社がユーザーに対して損害賠償責任を負う場

合においても、当社の賠償責任は、損害の事由が生じた時点から遡って過去１年間の

期間にユーザーから現実に受領したサービスの利用料金の総額を上限とし、ユーザー

の事業機会の損失、逸失利益、データ滅失・毀損によって生じた損害については、契

約責任、不法行為責任その他請求の原因を問わず、いかなる賠償責任も負いません。 

 

５．当社は、システムの過負荷、システム及びアプリケーションの不具合など、いか

なる事由によってもデータ破損・紛失に関して一切の責任を負いません。 

 

６．当社は、サービスの内容変更、中断、終了によって生じたいかなる損害について

も、一切責任を負いません。 

 

第１６条（権利帰属） 

 

 １．当サイト及びサービスに関する所有権及び知的財産権は全て当社又は当社にライセ

ンスを許諾している者に帰属しており、本規約に定めるユーザー登録に基づくサービス



の利用許諾は、当サイト又はサービスに関する当社又は当社にライセンスを許諾してい

る者の知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。 

 

 ２．当サイト又はサービスにおいて、ユーザーが投稿その他送信を行った文章、画像、

動画その他のデータについては、当社は、サービス提供の範囲内において無償で自由に

利用（複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利用を含みます。）するこ

とができるものとします。 

 

第１７条（委託） 

 

当社は、サービスの提供に関する業務の全部又は一部をユーザーの承諾なしに、第三者に

委託することができます。 

 

第１８条（自己責任の原則） 

 

 １．ユーザーは、サービスの利用及びサービス内における一切の行為（情報の登録、閲

覧、削除、送信等）およびその結果について、一切の責任を負います。 

 

 ２．ユーザーは、サービスの利用に伴い、自己の責めに帰すべき事由で第三者に対して

損害を与えた場合、または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と

費用をもって処理、解決するものとします。 

 

 ３．ユーザーは、ユーザーが故意または過失により当社に損害を与えた場合、当社に対

して、当該損害の賠償を行うものとします。 

 

第１９条（監視） 

 

当社は、ユーザーがサービスを適正に利用しているかどうかを監視する業務を当社の裁量

により行うものとし、ユーザーはそれに同意するものとします。 

 

第２０条（通知） 

 

サービスに関する通知その他本規約に定める当社からユーザーに対する通知は、電子メー

ルによる方法その他当社の定める方法によって行うものとします。通知は、当社からの発

信によってその効力が生ずるものとします。 

 



第２１条（損害賠償とその他の違約金） 

 

 １．ユーザーは、本規約に違反した場合、又はサービスの利用に関して当社に損害を与

えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。 

 

 ２．前各項にかかわらず、ユーザーが第７条第９号に違反した場合、当該ユーザーは当

社に対して、違約金として２００万円を支払わなければならず、このことにユーザーは

異議なく承諾します。 

 

 ３．当社が、前項に基づき、第７条第９号に違反したユーザーに対して、違約金２００

万円を請求した後、さらに、当該ユーザー（アカウントを変更した場合においても、違

反行為主体が同一である場合は同一のユーザーとみなします）が第７条第９号に違反し

た場合には、当該ユーザーは、当社に対して違約金として１，０００万円を支払わなけ

ればならい他、刑法２３３条に基づく業務妨害罪その他の刑事処分及び刑事告訴を受け

ることに、当該ユーザーは異議なく承諾します。 

 

第２２条（分離可能性） 

 

本規約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、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と

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し、当社及びユーザーは、当該

無効若しく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、当該無効若しく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に努めるものとします。 

 

第２３条（準拠法） 

 

本規約の準拠法は日本法とします。 

サービス又は本規約に関して、当社とユーザー間で生じた紛争については東京簡易裁判所

もしくは東京地方裁判所を専属管轄裁判所とします。 

 

第２４条（協議事項） 

 

ユーザーと当社間で、サービスに関する問題が生じた場合、本規約に定めのない事項又は

本規約の解釈に疑義が生じた場合は、双方誠意をもって協議を行い速やかに解決するもの

とします。 



なお、ユーザーは本規約に違反することにより、又はサービスの利用に関連して当社に損

害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。 

 

第２５条（例外） 

 

サービスの各説明ページ及び規約類に本規約と相反する規定が存在する場合は、各説明ペ

ージ及び規約類に記載されている規定を適用します。 

 

以上 


