AXIZ 公式サイト新旧対照表

利用規約
改定前
タイトル
利用規約
本文
本『AXIZ 公式サイト』利用規約（以下「本
規約」といいます。）は、株式会社日テレ
Wands（以下「Wands」といいます。）が運
営する『FaveConnect』を用いて運営され
る『アックスエンターテインメント株式会
社』（以下「当社」といいます。）の Web
サイト（以下「本サイト」といいます。）
において提供されるすべてのサービス（以
下「本サービス」といいます。）の利用に
関する条件を定めるものです。本サービス
を利用される場合には、本規約の他、本サ
イトに掲載するプライバシーポリシー及び
Cookie ポリシーの全文をよくお読みくださ
い。
第１条（適用）
１．本利用規約は、本サービスの提供及び
利用に関する当社と利用者の関係に適
用されます。
２．本サービスは、日本国内に在住しメー
ルアドレスをお持ちの方を対象としま
す。
第２条(本サービスの利用)
１．＜略＞
２．＜略＞
３．＜略＞
４．未成年者が当社に対して、法定代理人
の同意を得ていることについて又は年
齢等を偽る等により行為能力者である
ことを信じさせるために詐術を用いた
場合、本サービスに係る一切の法律行
為を取り消すことができないものとし
ます。
第４条（会員登録）
１．＜略＞
２．＜略＞
３．会員として登録した情報（以下「会員
情報」といいます。）に変更が生じた
場合は、速やかに変更をお願いいたし

改定後
『AXIZ 公式サイト』利用規約
本利用規約（以下「本規約」といいま
す。）は、株式会社日テレ Wands（以下
「 Wands 」 と い い ま す 。 ） の 提 供 す る
『FaveConnect』を用いて『アックスエン
ターテインメント株式会社』（以下「当
社」といいます。）が運営する Web サイト
『AXIZ 公式サイト』（以下「本サイト」と
いいます。）において提供されるすべての
サービス（以下「本サービス」といいま
す。）の利用に関する条件を定めるもので
す。本サービスを利用される場合には、本
規約の他、本サイトに掲載するプライバシ
ーポリシー及び Cookie ポリシーの全文を
よくお読みください。
第１条（適用）
１．本規約は、本サービスの提供及び利用
に関する当社と利用者の関係に適用さ
れます。
２．本規約は、日本国内に在住しメールア
ドレスをお持ちの方に適用されます。
第２条（本サービスの利用）
１．＜略＞
２．＜略＞
３．＜略＞
４．未成年者が当社に対して、法定代理人
の同意を得ていること又は年齢等を偽
る等により行為能力者であることを信
じさせるために詐術を用いた場合、本
サービスに係る一切の法律行為を取り
消すことができないものとします。
第４条（会員登録）
１．＜略＞
２．＜略＞
３．会員として登録した情報（以下「会員
情報」といいます。）に変更が生じた
場合は、速やかに変更をお願いしま

ます。会員情報の変更がなされなかっ
たことにより会員に生じた損害につい
て、当社は、責任を負わないものとし
ます。また、会員情報に変更がなされ
た場合でも、変更前にすでに手続きが
なされた取引は、変更前の情報に基づ
いて行われます。
４．＜略＞
第７条(ID 及びパスワードの管理)
１．＜略＞
２．＜略＞
３．当社は、入力又は利用されたアカウン
ト情報の組み合わせが会員の登録した
ものと一致することを確認した場合、
本サービス会員によるアカウント情報
の利用があったものとみなします。当
社は、当該会員以外の第三者がアカウ
ント情報を利用した場合であっても、
当該利用により生じた結果及び一切の
責任は、当該アカウントを有する会員
ご本人に帰属するものとみなし、当社
及び Wands は、各自の責に帰すべき場
合を除き、返金及び損害賠償その他一
切の責任を負わないものとします。
第１２条（知的財産権）
１．本サービス、本サイト、本サイトにお
いて利用可能なコンテンツ（以下「本
コンテンツ」といいます。）にかかる
特許権、実用新案権、意匠権、商標権
及び著作権（以下「知的財産権」と総
称します。）は、当社、Wands 又は正
当な権利者である第三者に帰属しま
す。
２．利用者が本サイト上に投稿したデータ
（画像、テキストその他形式を問いま
せん。）（以下「投稿データ」といい
ます。）の著作権は、利用者に帰属す
るものとします。ただし、利用者は、
当社に対して、投稿データのうち利用
者が利用許諾の権利を有する著作物
を、本サービス又は本サイトの提供及
び運営並びに広告宣伝において無償で
利用（複製及び改変を含みます。）す
る権利を許諾することとし、当社によ
る利用について著作者人格権を行使し
ないものとします。さらに、当社は、
Wands に対し FaveConnect の提供及び

す。会員情報の変更がなされなかった
ことにより会員に生じた損害につい
て、当社は、責任を負わないものとし
ます。また、会員情報に変更がなされ
た場合でも、変更前にすでに手続きが
なされた取引は、変更前の情報に基づ
いて行われます。
４．＜略＞
第７条（ID 及びパスワードの管理）
１．＜略＞
２．＜略＞
３．当社は、入力又は利用されたアカウン
ト情報の組み合わせが会員の登録した
ものと一致することを確認した場合、
本サービス会員によるアカウント情報
の利用があったものとみなすものとし
ます。当社は、当該会員以外の第三者
がアカウント情報を利用した場合であ
っても、当該利用により生じた結果及
び一切の責任は、当該アカウントを有
する会員ご本人に帰属するものとみな
し 、 当 社 及 び Wands は 、 当 社 又 は
Wands の責に帰すべき場合を除き、返
金及び損害賠償その他一切の責任を負
わないものとします。
第１２条（知的財産権）
１．本サービス、本サイト、本サイトにお
いて利用可能なコンテンツ（以下「本
コンテンツ」といいます。）にかかる
特許権、実用新案権、意匠権、商標権
及び著作権その他の知的財産権（以下
「知的財産権」と総称します。）は、
当社、Wands 又は正当な権利者である
第三者に帰属します。
２．利用者が本サイト上に投稿したデータ
（画像、テキストその他形式を問いま
せん。）（以下「投稿データ」といい
ます。）の著作権は、利用者に帰属す
るものとします。ただし、利用者は、
当社に対して、投稿データのうち利用
者が利用許諾の権利を有する著作物
を、FaveConnect、本サービス又は本
サイトの提供及び運営並びに広告宣伝
において無償で利用（複製及び改変を
含みます。）する権利を許諾すること
とし、当社による利用について著作者
人格権を行使しないものとします。さ
ら に 、 当 社 は 、 Wands に 対 し

運営並びに広告宣伝において投稿デー
タを無償で利用（複製及び改変を含み
ます。）する権利を再許諾することが
できるものとします。
３．＜略＞
第１４条（行動履歴）
１．＜略＞
２．利用者は、Wands 及び当社並びに以下
に定める者が利用者の Cookie 情報等を取
扱うことについて同意するものとします。
・Google：＜プライバシーポリシー＞＜
クッキーポリシー＞
・Stripe：＜プライバシーポリシー＞＜
クッキーポリシー＞
・SendGrid：＜プライバシーポリシー/
クッキーポリシー＞
第２０条（免責）
１．当社は、本サービス、本コンテンツ及
び本サイトが、利用者の利用目的に適
合すること、瑕疵のないこと、一定の
品質、正確性、有用性を有することに
つき何ら保証するものではありませ
ん。
２．利用者が法人又は事業者の場合、当社
は、当社の故意又は重過失に起因する
場合を除き、本サービスに起因又は関
連して利用者に生じた損害について、
一切責任を負わないものとします。
３．当社の故意又は重過失による債務不履
行責任又は不法行為責任について、逸
失利益その他の特別の事情によって生
じた損害を賠償する責任を負わず、通
常生ずべき損害の範囲内で、1 万円を
上限として損害賠償責任を負うものと
します。
４．利用者が消費者契約法に定める消費者
の場合、当社は、当社の過失（重過失
を除きます。）による債務不履行責任
又は不法行為責任について、逸失利益
その他の特別の事情によって生じた損
害を賠償する責任を負わず、通常生ず
べき損害の範囲内で、1 万円を上限と
して損害賠償責任を負うものとしま
す。

FaveConnect の提供及び運営並びに広
告宣伝において投稿データを無償で利
用（複製及び改変を含みます。）する
権利を再許諾することができるものと
します。
３．＜略＞
第１４条（行動履歴）
１．＜略＞
２．利用者は、Wands 及び当社並びに以下
に定める者が利用者の Cookie 情報等を取
扱うことについて同意するものとします。
・Google Inc.：＜プライバシーポリシ
ー＞＜クッキーポリシー＞
・Stripe, Inc.：＜プライバシーポリシ
ー＞＜クッキーポリシー＞
・Twilio Inc.：＜プライバシーポリシ
ー/クッキーポリシー＞
第２０条（免責）
１．当社は、本サービス、本コンテンツ及
び本サイト（以下総称して「本サービ
ス等」といい、本条において同様とす
る。）が、利用者の利用目的に適合す
ること、瑕疵のないこと、一定の品
質、正確性、有用性を有することにつ
き何ら保証するものではありません。
２．利用者が法人又は事業者の場合、当社
は、当社の故意又は重過失に起因する
場合を除き、本サービス等に起因又は
関連して利用者に生じた損害につい
て、一切責任を負わないものとしま
す。
３．利用者が法人又は事業者の場合、当社
の故意又は重過失による債務不履行又
は不法行為について、逸失利益その他
の特別の事情によって生じた損害を賠
償する責任を負わず、通常生ずべき損
害の範囲内で、1 万円を上限として損
害賠償責任を負うものとします。
４．利用者が、消費者契約法に定める消費
者の場合、当社は、当社の過失（重過
失を除きます。）による債務不履行又
は不法行為について、逸失利益その他
の特別の事情によって生じた損害を賠
償する責任を負わず、通常生ずべき損
害の範囲内で、1 万円を上限として損
害賠償責任を負うものとします。

５．＜略＞
第２４条（本規約の変更）
１．＜略＞
２．＜略＞
（１）＜略＞
（２）＜略＞
（３）＜略＞
３．前項の定めに関わらず、以下に定める
事由により本規約を変更した場合に
は、利用者の同意を得ることなく、本
規約の変更の効力が生じた後に本サー
ビスをご利用された時点で、変更後の
『AXIZ 公式サイト』利用規約(名称は
問わないものとします、以下同様。)
に定める一切の記載内容に同意したも
のとみなされます。
（１）＜略＞
（２）＜略＞
４．＜略＞

５．＜略＞
第２４条（本規約の変更）
１．＜略＞
２．＜略＞
（１）＜略＞
（２）＜略＞
（３）＜略＞
３．前項の定めに関わらず、以下に定める
事由により本規約を変更した場合に
は、利用者の同意を得ることなく、本
規約の変更の効力が生じた後に本サー
ビスをご利用された時点で、変更後の
本規約（名称は問わないものとしま
す、以下同様。）に定める一切の記載
内容に同意したものとみなされます。
（１）＜略＞
（２）＜略＞
４．＜略＞

プライバシーポリシー・クッキーポリシー
改定前
個人情報取扱事業者の名称、住所及び代表
者名等の情報はこちらよりご確認ください
プライバシーポリシー
第５条（個人情報の管理・保管）
１．＜略＞
２．＜略＞
（１）＜略＞
（２）＜略＞
（３）＜略＞
（４）＜略＞
（５）＜略＞
（６）＜略＞
３．個人情報の処理又は管理を外部に委託
する場合には、当社が定める選定基準
を満たす者を選定し、秘密保持契約及
び委託契約において当社と同等の管理
義務を定めた契約を締結するなど十分
な対応を行います。
第７条（取得情報）
当社は、利用者が当サービス及びそれに付
随するサービスを利用するにあたり以下に
定める利用者の個人情報の全部又は一部を
取得します。
・ID 及び利用者が設定したパスワード

改定後
個人情報取扱事業者の名称、住所及び代表
者名等の情報はこちらよりご確認ください
第５条（個人情報の管理・保管）
１．＜略＞
２．＜略＞
（１）＜略＞
（２）＜略＞
（３）＜略＞
（４）＜略＞
（５）＜略＞
（６）＜略＞
３．個人情報の処理又は管理を外部に委託
する場合には、当社が定める選定基準
を満たす者を選定し、秘密保持契約及
び委託契約において当社と同等の管理
義務を定めた契約を締結する等十分な
対応を行います。
第７条（取得情報）
当社は、利用者が当サービス及びそれに付
随するサービスを利用するにあたり以下に
定める利用者の個人情報の全部又は一部を
取得します。
・ID 及び利用者が設定したパスワード

・氏名（フリガナを含みます。）
・生年月日
＜位置変更＞
・住所
・電話番号
＜位置変更＞
＜位置変更＞
・居住地（都道府県までを特定）
・性別
・職業
・メールアドレス
・クレジットカード情報入力時に決済代
行会社により発行される決済番号（ト
ークン）※クレジットカード情報（番
号及び氏名）を当社は取得・保管いた
しません。
・IP アドレス
・当サービスの利用状況及び過去の利用
履歴（購入履歴を含みます。）
・当サービスにおける閲覧履歴
・当サイトにおけるニックネーム
・当サイトにおける任意のコメント
・お問い合わせ及びご連絡に係る情報
第９条（個人データの第三者への提供）
１．当社は、利用者の個人データ（個人情
報保護法２条６項に定める個人データを
いいます。以下同じ）をあらかじめ利用
者の同意を得ずに第三者（日本国外にあ
るものを含みます。）へ提供しません。
ただし、本プライバシーポリシーに明示
される場合及び下記に掲げる事項より第
三者（日本国外にあるものを含みま
す。）へ提供する場合を除くものとしま
す。
（１）法令に基づく場合。
（２）人の生命、身体又は財産の保護のた
めに必要がある場合であって、本人
の同意を得ることが困難であると
き。
（３）公衆衛生の向上又は児童の健全な育
成の推進のために特に必要がある場
合であって、本人の同意を得ること
が困難であるとき。
（４）国の機関若しくは地方公共団体又は
その委託を受けた者が法令の定める
事務を遂行することに対して協力す
る必要がある場合であって、本人の
同意を得ることにより当該事務の遂

・氏名（フリガナを含みます。）
・生年月日
・性別
・住所
＜位置変更＞
・職業
・電話番号
＜削除＞
＜位置変更＞
＜位置変更＞
・メールアドレス
＜削除＞

・IP アドレス
・当サービスの利用状況及び過去の利用
履歴（購入履歴を含みます。）
・当サービスにおける閲覧履歴
・当サイトにおけるニックネーム
・当サイトにおける任意のコメント
・お問い合わせ及びご連絡に係る情報
第９条（個人データの第三者への提供）
１．当社は、利用者の個人データをあらか
じめ利用者の同意を得ずに第三者（日
本国外にあるものを含みます。）へ提
供しません。ただし、本プライバシー
ポリシーに明示される場合及び下記に
掲げる事項より第三者（日本国外にあ
るものを含みます。）へ提供する場合
を除くものとします。

（１）法令に基づく場合
（２）人の生命、身体又は財産の保護のた
めに必要がある場合であって、本人
の同意を得ることが困難であるとき
（３）公衆衛生の向上又は児童の健全な育
成の推進のために特に必要がある場
合であって、本人の同意を得ること
が困難であるとき
（４）国の機関若しくは地方公共団体又は
その委託を受けた者が法令の定める
事務を遂行することに対して協力す
る必要がある場合であって、本人の
同意を得ることにより当該事務の遂

行に支障を及ぼすおそれがあると
き。
（５）個人情報取扱事業者が利用目的の達
成に必要な範囲内において個人デー
タの取扱いの全部又は一部を委託す
ることに伴って当該個人データが提
供される場合。
（６）合併その他の事由による事業の承継
に伴って個人データが提供される場
合。
（７）個人情報保護法に定める共同利用を
行う場合。
２．当社は、利用者の個人データを下記の
通り定める共同利用者との間で共同利
用することがあるものとします。
（１）共同利用者の範囲。
・＜略＞
（２）共同利用される個人データの項目。
（３）共同利用の利用目的。
・第８条（利用目的）に記載の利用目的
（４）個人データの管理について責任を有
する者。
〒105-0021
東京都港区東新橋一丁目 6 番 1 号日本
テレビタワー23 階
株式会社日テレ Wands
（５）共同利用される個人データの取得方
法。
・＜略＞
・＜略＞
・＜略＞
・＜略＞
第１２条（個人情報の開示・訂正等・利用
停止等・第三者提供の停止について）
１．＜略＞
２．利用者は、当社が保有する利用者の個
人データの内容が事実でないときは、
当社に対し、当該保有個人データの内
容の訂正、追加又は削除（以下、「訂
正等」といいます。）を請求すること
ができます。
３．利用者は、当社が保有する利用者の個
人データが以下の各号のいずれかに該
当するときは、当社に対し、当該個人
データの利用の停止又は消去（以下、
「利用停止等」といいます。）を請求
することができます。
（１）個人データが第８条の規定に違反し

行に支障を及ぼすおそれがあるとき
（５）個人情報取扱事業者が利用目的の達
成に必要な範囲内において個人デー
タの取扱いの全部又は一部を委託す
ることに伴って当該個人データが提
供される場合
（６）合併その他の事由による事業の承継
に伴って個人データが提供される場
合
（７）個人情報保護法に定める共同利用を
行う場合
２．当社は、利用者の個人データを下記の
通り定める共同利用者との間で共同利
用することがあるものとします。
（１）共同利用者の範囲
・＜略＞
（２）共同利用される個人データの項目
（３）共同利用の利用目的
・第８条（利用目的）に記載の利用目的
（４）個人データの管理について責任を有
する者
〒105-7423
東京都港区東新橋一丁目 6－1 日テレ
タワー23 階
株式会社日テレ Wands
（５）共同利用される個人データの取得方
法
・＜略＞
・＜略＞
・＜略＞
・＜略＞
第１２条（個人情報の開示・訂正等・利用
停止等・第三者提供の停止について）
１．＜略＞
２．利用者は、当社に対し、当社が保有す
る利用者の個人データの内容が事実で
ないときは、当該保有個人データの内
容の訂正、追加又は削除（以下、「訂
正等」といいます。）を請求すること
ができます。
３．利用者は、当社に対し、当社が保有す
る利用者の個人データが以下の各号の
いずれかに該当するときは、当該個人
データの利用の停止又は消去（以下、
「利用停止等」といいます。）を請求
することができます。
（１）個人データが第８条（利用目的）の

て取り扱われているとき
（２）＜略＞
（３）＜略＞
（４）＜略＞
（５）＜略＞
（６）＜略＞
４．＜略＞
５．＜略＞
６．当社が保有するお客様の個人データに
ついての開示、訂正等、利用停止又は
第三者提供の停止をご希望する利用者
は、第１３条（お問い合わせ窓口）に
定めます当社設置の個人情報に関する
お問い合わせ窓口へお申し出くださ
い。その後の手続きにつきまして、当
社よりご返信申し上げます。
Cookie（クッキー）ポリシー
第４条(取得主体)
当サービスにおける Cookie 情報等の取得
主体は、次に定める通りとします。
・当社
・Google Inc.
・Stripe
・SendGrid
共通事項
第２条（各ポリシーの変更）
１．＜略＞
２．当社は、各ポリシーの変更を行う場
合、当該変更の効力発生日までに当サ
イトへの掲示、利用者が登録した最新
の情報による住所宛の郵送、メールア
ドレス宛へのメールの送信及びその他
当社が適当と判断する方法により、利
用者に対して、あらかじめ以下を周知
するものとします。なお、利用者は、
当該住所又はメールアドレス宛に通知
を行った場合は、当該住所へ送付され
た時又はメールアドレス宛てにメール
を送信し利用者が閲覧可能になった時
に当社からの通知が到達したとみなさ
れることに同意します。
（１）各ポリシーのいずれか又は全部を変
更すること。
（２）変更後の内容。
（３）効力発生日。
３．前項の定めにかかわらず、以下に定め
る事由により各ポリシーを変更した場

規定に違反して取り扱われていると
き。
（２）＜略＞
（３）＜略＞
（４）＜略＞
（５）＜略＞
（６）＜略＞
４．＜略＞
５．＜略＞
６．当社が保有するお客様の個人データに
ついての開示、訂正等、利用停止等又
は第三者提供の停止をご希望する利用
者は、第１３条（お問い合わせ窓口）
に定めます当社設置の個人情報に関す
るお問い合わせ窓口へお申し出くださ
い。その後の手続きにつきまして、当
社よりご返信申し上げます。
第４条（取得主体）
当サービスにおける Cookie 情報等の取得
主体は、次に定める通りとします。
・当社
・Google Inc.
＜削除＞
・Twilio Inc.
第２条（各ポリシーの変更）
１．＜略＞
２．当社は、各ポリシーの変更を行う場
合、当該変更の効力発生日までに当サ
イトへの掲示、利用者が登録した最新
の情報による住所宛の郵送、メールア
ドレス宛へのメールの送信及びその他
当社が適当と判断する方法により、利
用者に対して、あらかじめ以下を周知
するものとします。なお、利用者は、
当該住所又はメールアドレス宛に通知
を行った場合は、当該住所へ送付され
た時又はメールアドレス宛てにメール
を送信し利用者が閲覧可能になった時
に当社からの通知が到達したとみなさ
れることに同意します。
（１）各ポリシーのいずれか又は全部を変
更すること
（２）変更後の内容
（３）効力発生日
３．前項の定めにかかわらず、以下に定め
る事由により各ポリシーを変更した場

合には、利用者の同意を得ることな
く、各ポリシーの変更の効力が生じた
後に当サービスをご利用された時点
で、変更後のポリシー（名称は問わな
いものとします、以下同様。）に定め
る一切の記載内容に同意したものとみ
なされます。
（１）各ポリシーの変更が利用者の一般的
利益に適合するとき。
（２）各ポリシーの変更が契約をした目的
に反せず、かつ、変更の必要性、変
更後の内容の相当性、及びその他変
更に係る事情に照らして合理的なも
のであるとき。
４．＜略＞

合には、利用者の同意を得ることな
く、各ポリシーの変更の効力が生じた
後に当サービスをご利用された時点
で、変更後のポリシー（名称は問わな
いものとします、以下同様。）に定め
る一切の記載内容に同意したものとみ
なされます。
（１）各ポリシーの変更が利用者の一般的
利益に適合するとき
（２）各ポリシーの変更が契約をした目的
に反せず、かつ、変更の必要性、変
更後の内容の相当性、及びその他変
更に係る事情に照らして合理的なも
のであるとき
４．＜略＞
以上

