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MODD 利用規約 

第1条 （本規約の目的） 

1. MODD 利用規約（以下、「本規約」といいます。）は、株式会社 Commerce Crew

（以下、「当社」といいます。）が「MODD」（以下、「本サービス」といいま

す。）を、本規約を遵守することを条件として、利用者に本サービス利用を許諾

する条件を定めるものです。 

第2条 （当社の役割） 

1. 当社は、本サービスを提供するプラットフォーマーです。本サービスは、利用者

と顧客間の売買等の場および機会を提供するものであって、利用者と顧客間の売

買契約の締結、出品や購入等についての保証、両者間で発生した紛議等に関して

は、当社は一切関与せず、全て当事者である利用者の自己責任とします。また、

当社は自ら売買等を行うものではなく、売買等の委託を受け付けるものでもあり

ません。 

第3条 （用語の定義） 

1. 本規約で用いる用語を以下の通り定義します。 

(1) 利用者 

第 6 条（利用契約の成立）によって、本サービスを利用する者 

(2) 運営サイト 

利用者が、本サービスを利用して、通信販売等のサービスを提供するサイ

ト 

(3) 顧客 

運営サイトを利用する者 

(4) 顧客データ 

顧客に関する電子メールアドレス・氏名・住所・電話番号・パスワード等

の情報及び、顧客が本サービスを利用するにあたり作成される情報等 

(5) 個別契約 

本規約とは別に、当社が利用者と本サービス利用に関して個別に締結する

契約書 

(6) 本ソフトウェア 
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本サービスの一部として提供される、PC やタブレット等にインストール

して利用するソフトウェア 

第4条 （本規約の構成） 

1. 本サービスを利用するにあたり、本規約の他に以下の文書を定め、本規約の一部

を構成します。 

(1) MODD プライバシーポリシー 

(2) MODD セキュリティホワイトペーパー 

第5条 （個別契約） 

1. 本サービスを利用するにあたり、個別契約が本規約に優先されます。 

第6条 （利用契約の成立） 

1. 本サービスの利用を開始する場合は、本規約に同意の上、当社指定の本サービス

利用申し込みフォームに必要事項を入力し、当社に送信するものとします。 

2. 当社が利用申し込みの内容を受領し、本サービスの利用を承諾する場合、通知先

に連絡をします。承諾の連絡日をもって、利用契約の成立とします。 

3. 別途、個別契約を締結する場合、その契約に本利用規約の承諾を含むことがあり

ます。  

4. 当社は、利用申し込み者に以下の事由があると判断した場合、利用を承諾しない

ことがあります。また、その理由について、開示義務を一切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) 当社と競合する事業を行う者からの申請である場合 

(3) その他、当社が利用登録を相当でないと判断した場合 

第7条 （利用料金） 

1. 本サービスの利用で発生する基本的な MODD 利用料金は以下(1)(2)いずれかのプ

ランから選択するものとします。 

(1) トランザクションプラン： 注文データ 1 件に対し 300 円(税別) 

(2) レベニューシェアプラン： 決済金額に対し５％ 

2. 当社は 1 か月の利用料金を集計し、翌月 5 営業日までに請求書を発行します。 

3. 利用者は、利用当月翌月末までに銀行振り込みで支払うものとします。 

4. 振り込みに際して発生する手数料は利用者の負担とします。 
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第8条 （知的財産権） 

1. サービス提供画面・本ソフトウェア等、本サービスに関する一切の特許権・実用

新案権・意匠権・商標権・著作権・不正競争防止法上の権利、その他一切の財産

的若しくは人格的権利（以下「知的財産権等」といいます。）は、全て当社又は

そのライセンサーに帰属します。 

2. 利用者は、本サービスの本規約に基づいて、本サービスを利用することができま

すが、提供される本サービスに関する知的財産権等を取得するものではありませ

ん。利用者は、本サービスの一部または全部を、リバースエンジニアリング・逆

コンパイル又は逆アセンブラその他本サービスを解析しようと試みてはならない

ものとします。 

第9条 （秘密保持） 

1. 利用者は、本サービスに関連して当社が利用者に対して秘密に扱うことを指定し

て開示した情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、開示

目的以外に利用せず、また、第三者に開示しないものとします。 

第10条 （個人情報の取扱い） 

1. 当社は、利用者の個人情報を、プライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱い

ます。 

2. 利用者は本サービスを利用するにあたり、適切なプライバシーポリシーを定め、

運営サイトに掲示することとします。 

3. 利用者は、顧客からの問い合わせ対応窓口を設置するものとします。 

第11条 （顧客データの取扱い） 

1. 当社は、顧客データに含まれる個人情報を、プライバシーポリシーに基づき、適

切に取り扱います。 

(1) 当社は、本サービス提供の目的以外に、顧客データを利用することはあり

ません。 

第12条 （バックアップ） 

1. 利用者は、顧客データについて、自らの責任と費用で必要な措置をとるものとし

ます。 

2. 本サービス提供の継続のため、当社は顧客データをバックアップします。 
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第13条 （アカウントの管理） 

1. 本サービスを利用するにあたり、メールアドレス及びパスワード（以下、「アカ

ウント情報」という。）を登録する必要があります。 

2. 利用者は、本サービス利用のためのアカウント情報を、譲渡・貸与・名義変更・

売買等をしてはなりません。 

3. 利用者は、自己のアカウント情報の使用及び管理について一切の責任を負うもの

とします。 

4. 利用者は、前項にも関わらず、第三者にパスワードを知られたと判断できる場合

には、直ちにパスワードを変更する等の対策を実施することとします。 

5. 盗難・紛失・不正使用・他人による無断使用等の場合（委託先等における場合を

含む。）、利用者のアカウント情報の使用及び管理から生じた一切の損害につい

て、当社は責任を負いません。 

第14条 （禁止事項） 

1. 利用者は、以下に定める行為をしてはならないものとします。 

(1) 違法・有害・不快なコンテンツを販売、配信する行為 

(2) 本サービス利用料の請求対象外となる受注データを大量登録する行為 

(3) 本サービスに大量のリクエストを発行し、システムに負荷をかける行為 

(4) アカウント情報を不適切に取り扱う行為 

(5) その他、当社が適切と判断できない利用行為 

第15条 （サービス提供の停止） 

1. 以下の状況において、事前に連絡することなく、本サービスの全部又は一部の提

供を停止することがあります。 

(1) 本サービスのメンテナンスを実施するとき 

(2) 第 14 条の行為を確認したとき 

(3) 天災、停電等当社の責によらない不可抗力により当社の利用するデータセ

ンター設備、ハードウェア又はクラウドサービスに障害が発生したとき 

(4) 当社以外の電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止したとき 

(5) 戦争・紛争・暴動・騒乱・テロリズム・労働争議、地震・噴火・洪水・そ

の他の自然災害、火災・停電・パンデミック・その他の非常事態が発生し

たとき 

(6) 第三者による不正アクセスやハッキング等が行われたとき又はその恐れが

あり緊急の対応が必要なとき 
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(7) 法令の制定・改廃・乙の責によらない公権力による命令・処分により、本

サービスの提供が不可能となったとき 

(8) 利用者が、本サービスの利用料金支払いを遅延したとき 

(9) その他、当社が本サービスの一時的な停止が必要と判断したとき 

第16条 （有効期間） 

1. 本サービスの利用は、契約日から 12 か月間を有効とします。 

第17条 （利用契約終了時の取り扱い） 

1. 当社は、本サービスの利用が終了した際、本サービスの利用にあたって生成・保

管された利用者のデータを、契約終了から 90 日以内に消去するものとします。 

第18条 （解除） 

1. 当社は、以下の場合において本規約を解除できるものとします。 

(1) 利用者が、本規約に違反し又は義務履行を怠ったとき 

(2) 利用者が、本規約に関連して不正又は虚偽の申立を行う等の信義則に反す

る行為を行ったとき 

(3) 利用者が、一度でも手形若しくは小切手の不渡りを出し、又は銀行取引停

止処分を受けたとき 

(4) 利用者に対して、差押、仮差押、仮処分、破産手続開始の申立、再生手続

開始の申立、更生手続開始の申立、若しくは特別清算開始の申立、又はそ

れらの手続きの開始があったとき 

(5) 利用者に対して、租税滞納処分又は競売手続の開始があったとき 

(6) 利用者が、営業を停止若しくは廃止し、又は事業の変更若しくは解散の決

議をしたとき 

(7) 利用者の財産状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる相当

の事由があるとき 

(8) 利用者が住所変更の届出を怠るなどして連絡先が不明となったとき 

(9) 重大な背信行為があったとき 

(10) その他、当社が不適切と判断する行為があったとき 

第19条 （反社会的勢力の排除） 

1. 本規約において反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、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
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動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらに準ずる者を

いいます。 

2. 利用者は、反社会的勢力に関して次の各号に定める事項を確約します。 

(1) 自己が反社会的勢力でないこと及び反社会的勢力でなかったこと 

(2) 自己の主要な出資者及び自己の役員が反社会的勢力又はその構成員ではな

いこと 

(3) 自己及び自己の役員が反社会的勢力を利用していないこと 

(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などして反社

会的勢力の維持運営に協力・関与しないこと 

(5) 自己及び自己の役員が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有し

ないこと 

3. 利用者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為

を行ってはなりません。 

(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) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方

の業務を妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

4. 当社は、利用者が本条に違反した場合には、催告その他の手続を要しないで、直

ちに本契約を解除することができるものとします。 

5. 当社は、本条に基づく解除により利用者に損害が生じた場合であっても、当該損

害の賠償義務を負わないものとします。また、当該解除に起因して当社に生じた

損害につき、利用者に対し損害賠償請求することができるものとします。 

第20条 （利用者の商号等の取扱い） 

1. 当社は、本サービスのマーケティング等の目的で、利用者の商号・商標・ロゴマ

ーク（以下「商号等」といいます。）を利用することができるものとします。ま

た、当社は、利用者が本サービスの利用者である旨の情報および本サービスの利

用方法等を一般的な表現で開示または公表することができるものとします。 

第21条 （存続条項） 

1. 次の各条項は理由の如何を問わず本規約が終了した後でも有効に存続するものと

します。 
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(1) 第 5 条（個別契約） 

(2) 第 8 条（知的財産権） 

(3) 第９条（秘密保持） 

(4) 第 10 条（個人情報の取扱い） 

(5) 第 11 条（顧客データの取扱い） 

(6) 第 12 条（バックアップ） 

(7) 第 17 条（利用契約終了時の取り扱い） 

(8) 第 19 条（反社会的勢力の排除） 

(9) 第 20 条（利用者の商号等の取扱い） 

(10) 第 22 条（免責事項） 

(11) 第 23 条（損害賠償） 

(12) 第 24 条（本規約の変更） 

(13) 第 25 条（通知） 

(14) 第 26 条（譲渡等の禁止） 

(15) 第 27 条（協議） 

(16) 第 28 条（準拠法） 

(17) 第 29 条（管轄裁判所） 

第22条 （免責事項） 

1. 当社は本サービスの提供にあたり、本サービスの欠陥、本サービスの提供の停止

及び終了、情報の削除及び変更、ならびにそれらが原因で発生した利用者または

第三者への損害に対して、一切の責任を負いません。 

2. アカウント情報が第三者によって使用されていた場合、利用者が被った損害につ

いて、利用者の故意や過失の有無にかかわらず、当社は一切責任を負いません。 

3. 第三者によるクレジットカード不正利用が行われた場合、利用者と、第三者及び

クレジットカード会社との間で処理解決するものとし、利用者の故意過失の有無

に関わらず、当社は一切責任を負いません。 

4. 利用者とクレジットカード会社、収納代行会社、その他金融機関などの間で紛争

が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社は一切責任を負い

ません。 

5. 第 15 条の規定によるサービス中断期間中、利用者が本サービスを利用できなか

ったことに関する損害、作業が中断したことに関する損害、データが失われたこ

とに関する損害、本サービスを利用することによって得られたであろう利益を得

られなかった損害など、本サービスの利用に際して発生した損害について、直接
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損害・間接損害、現実に発生した損害か否かを問わず、当社は一切の責任を負わ

ないものとし、利用者はこれを承諾するものとします。 

6. 当社が利用している外部クラウドサービスの障害などによる、本サービスの停止

について、一切の責任を負いません。 

第23条 （損害賠償） 

1. 本規約における当社の各免責規定は、当社に故意又は重過失が存在する場合には

適用しません。 

2. 当社が損害賠償責任を負う場合、賠償すべき損害の範囲は、利用者に現実に発生

した直接かつ通常生じる範囲内の損害に限るものとします。逸失利益を含むその

他の特別損害については責任を負いません。 

3. 賠償額は、当該損害が発生した月の前 3 ヶ月における MODD 利用料金の累計額

を限度とします。 

第24条 （本規約の変更） 

1. 当社は、利用者への事前の通知なく、本規約の内容を変更することがあります。 

2. 当該ページ（URL: https://www.modd.com/legal/tos）が更新された時点で、有

効とします。 

3. 本規約の変更後、利用者が本サービスの利用を継続した場合は当該変更を承諾し

たものとします。 

第25条 （通知） 

1. 利用者は、利用申し込み時に、通知先を登録するものとします。 

2. 通知先が変更になった場合は、通知先変更の手続きを行うものとします。 

3. 当社からの、通知が利用者に到達しなかった場合又は延着した場合でも、通常到

達すべき時に到達したものとみなします。 

第26条 （譲渡等の禁止） 

1. 利用者は、事前の書面による承諾なしに、本規約における権利、義務、債務、債

権の全部又は一部を、第三者に譲渡せず、また担保の用に供しないものとしま

す。 

第27条 （協議） 

1. 本規約について利用者と当社との間で問題が生じた場合、利用者と当社は誠意を
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もって協議し、その解決に努めるものとします。 

第28条 （準拠法） 

1. 本規約の成立、効力、履行及び解釈には、日本国の法令が適用されるものとしま

す。 

第29条 （管轄裁判所） 

1. 本規約に関わる紛争については、東京簡易裁判所又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。 


