にこスマMore利用規約
第１条

総則

にこスマMore（以下「当サイト」といいます。）は、株式会社Belong（以下「当社」といいま
す。）がインターネット上で運営するウェブサイトです。当社は、当サイトにおいて、携帯電話・ス
マートフォン・タブレット・モバイルメディア機器等の商品およびその関連商品をレンタルするサー
ビス（以下「本サービス」といいます。）を提供します。
本サービスのご利用を希望される方（以下「登録申請者」といいます。）には、当社との間でサー
ビス利用契約を締結し、本サービスの利用登録を行って頂きます。利用登録を完了された方（以下
「ユーザー」といいます。）は、レンタルを希望される商品について、利用規約に従って当社との間
でレンタル契約を締結のうえ、本サービスの提供を受けることができます。
当社は、利用規約に基づいて本サービスを提供します。利用規約に記載のない方法での取引はでき
ません。ユーザーは、本サービスのご利用にあたり、利用規約をよくお読みになり、内容をご理解い
ただき、ご承諾いただいたうえでご利用ください。

第２条

本サービスの利用開始

1. 登録申請者は、利用規約にご同意の上、本サービスの利用登録を申請するものとします。本
サービスの利用登録を申請した時点で、利用規約にご同意いただいたものとみなします。万
が一、利用規約にご同意いただけない場合は、申請をお控えください。
2. 当社は、登録申請者が以下各号のいずれかの事由に該当すると判断した場合には、当社の裁
量により、前項の申請を拒否することができます。
⑴ 当社に提供された登録情報の内容に虚偽、誤りまたは記載漏れがあった場合
⑵ 登録申請者が、本サービスの利用に際して、過去にアカウント削除等の本サービス利
用停止措置を受けたことがありまたは現在受けている場合
⑶ 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであって、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
⑷ 日本国内に在住せず、日本国内への発送または日本国内から発送ができない場合
⑸ 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。）であるか、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
⑹ その他、当社が登録を適当でないと判断した場合
3. 当社から登録を認める旨の通知を行うことにより利用登録は完了するものとし、当社と登録
申請者との間で、利用規約の内容に従ったサービス利用契約が成立します。
4. 登録申請者およびユーザーは、登録情報の提供にあたって、真実かつ正確な情報を提供しな
ければならず、また、実際に提供した登録情報が真実かつ正確であることを表明し保証しま
す。万が一、虚偽、誤りまたは記載漏れ等があったことによりユーザーに損害が生じた場合
であっても、当社は一切の責任を負いません。
5. ユーザーは、登録情報に変更があった場合、当社が別途指定する方法により、遅滞なく変更
内容を当社に通知するものとします。この通知を怠ったことにより当社からの通知が不到達
となった場合、当該通知は通常到達すべき時に到達したとみなします。
6. ユーザーは、利用規約への同意とあわせ、本サービスの利用に関し負担するサービス料金お
よび利用規約に定める違約金につき、Gardia株式会社（以下「保証会社」といいます。）に
対しその債務の保証を委託するものとし、保証会社の定める規約（［Gardia保証委託規
約］、以下「本保証委託規約」といいます。）に同意のうえ、本サービスを利用するものと
します。ユーザーは、本保証委託規約に基づき保証会社がユーザーの債務を弁済した場合、

当該弁済に基づく求償権を保証会社が取得することにつき、あらかじめ同意するものとしま
す。

第３条

ご注文および商品の利用について

1. ユーザーは、商品のレンタルを希望する場合、利用規約および本保証委託規約に同意のう
え、当社の指定する商品レンタル手続きに従って注文を行うものとし、注文に際しては当社
の定める必要事項（以下「注文情報」といいます。）を当サイト所定の欄に記入するものと
します。なお、当社の指定する商品レンタル手続き以外の方法によっては、本サービスを利
用することはできません。
2. 当社は、ユーザーからの注文情報を受領した場合、当該注文を受注するか否かの審査を行い
ます。当社は、ユーザーが以下の各号に該当する場合、当社の裁量により、ユーザーからの
当該注文を受注しないことができるものとします。
⑴ 注文情報に不備または虚偽があると当社が判断する場合
⑵ 注文に関する当社からのユーザーに対する連絡につき、ユーザーに連絡がつかない場
合または当社からの連絡に対するユーザーからの回答がない場合
⑶ 過去のレンタル契約につき、未返却の商品がある場合
⑷ 前各号のほか、注文を受注することが適当でないと当社が判断した場合
3. 当社が当該注文を受注する場合、注文情報記載の商品（以下「対象商品」といいます。）の
発送完了メールを送付した時点において、対象商品について利用規約の内容に従ったレンタ
ル契約が成立するものとします。
４．ユーザーは、通常の用法にしたがって対象商品を使用し、また、善良な管理者の注意義務を
もって対象商品を管理するものとします。

第４条

お支払い、決済方法について
ユーザーは、当社が指定したクレジットカードにより支払いを行うものとします。なお、
サービスおよび対象商品によっては、当社が指定したクレジットカードの中でも決済方法が
限定される場合があります。

第５条

利用台数の制限について
ユーザー1名に対して、サービス利用契約およびレンタル契約に基づき使用可能な商品の台数
は、原則1台までとさせていただきます。

第６条

商品の所有権および滅失等のリスクについて

1. 対象商品の所有権は当社が有します。
2. ユーザーの故意または過失により、レンタル利用期間（第９条第１項に定義します。以下、
本条において同様とします。）内の対象商品を破損、紛失し、または第三者により盗難され
た場合（以下「破損等発生時」といいます。）には、破損等発生時において、未払いのサー
ビス利用料金がある場合には当該未払いのサービス利用料金に加え、対象商品の市場におけ
る平均買取価格から破損等発生時までに支払い済みのサービス利用料金を控除した金額を違
約金としてご負担いただきます。
3. ユーザーの故意または過失により、レンタル利用期間経過後に当社への連絡なくして、対象
商品の返却をしない場合には、金５万円を違約金としてご負担いただきます。
4. 当社は、ユーザーに対するサービス利用料金および前２項の違約金を含めてサービスに関連
する費用に関する金額の請求権を、自らの裁量により第三者に譲渡することができるものと
し、ユーザーは、当該譲渡につき予め異議なくこれを承諾し、抗弁権を放棄するものとしま
す。

第７条

注文キャンセルその他ユーザーのご都合による返送について
ユーザーの都合により、対象商品をユーザーにお届けできず当社に返送された場合は、当社
は、往復の送料と発送および返品手続きにかかる実費を手数料として請求することができる
ものとします。また、この場合は当社の判断において、サービス利用契約およびレンタル契
約を解除することができるものとします。

第８条

不良等がある場合などの返金、交換および中途解約

1. 当社は、対象商品がユーザーの特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正
確性・有用性・完全性を有すること、本サービスの利用がユーザーに適用のある法令または
業界団体の内部規則等に適合することについて、何らの保証をするものではありません。
2. 対象商品に不良等がある場合や注文と異なる対象商品が届いた場合には、当サイトの「お問
い合わせフォーム」または所定の方法により、当社にご連絡ください。対象商品をご返送頂
いたうえで、当社が別途定める内容に従って、サービス利用料金の返金または代替品の送付
等の対応を行います。
3. ユーザーは、レンタル契約成立後であっても、サービス利用料金の支払いの延滞がないこと
および対象商品が正常な状態であることを条件として、レンタル契約を中途解約することが
できます。中途解約は、レンタル契約成立時に当社から通知された注文番号を当社に提示
し、返品される対象商品が当社の指定する倉庫に着荷した時点で行われたものとみなしま
す。なお、当社は、当社が別途定めるところにより、中途解約の時期に応じてサービス利用
料金を減額する場合があります。
4. サービス利用料金の返金処理の完了には、対象商品を返品いただいてから7から14営業日か
かることがあります。処理が完了次第、Eメールでお知らせします。なお、注文時の決済方
法がクレジットカードの場合には、当社において、ユーザーがクレジットカード会社に対し
て、サービス利用料金等のお支払いを遅滞なく完了していることを確認した後の返金となり
ます。この確認時期について当社が確約するものではありません。また、返金にかかわる債
務には利息を付けません。
5. ユーザーへの返金は、ユーザーが利用しているクレジットカード会社あるいは当社より行い
ます。

第９条

サービス利用期間および延滞・破損等

1. 対象商品の利用期間は、ユーザーの初回支払が完了した日を起算日として、注文情報に記載
された期間の末日終了時点（以下「レンタル利用期間」といいます。）までとします。ユー
ザーは、レンタル利用期間に応じて別途指定される返却予定日までに、レンタルした対象商
品の返却の手続きをするものとします。
2. ユーザーは、返却予定日の前日までに当社に連絡することにより、レンタル利用期間を延長
することができます。ただし、対象商品の予約状況その他の事情により、レンタル利用期間
を延長できない場合があります。レンタル利用期間が延長された場合、ユーザーは、当社の
別途定める延長料金を支払うものとします。
3. レンタル利用期間の延長なく対象商品を返却予定日までに返却しなかった場合、ユーザー
は、第６条第３項の規定に基づいて違約金を支払うものとします。

第１０条

禁止事項

1. ユーザーは本サービスの利用に関し、次の行為を行なってはならないものとします。
⑴ 利用規約、サービス契約およびレンタル契約に違反する一切の行為
⑵ レンタルした対象商品を第三者に対し再リース、又貸しする行為

⑶ サービス利用契約およびレンタル契約に基づくユーザーの権利もしくは義務、また
はサービス利用契約およびレンタル契約上の地位についての、第三者への譲渡、承継、
担保設定、その他一切の処分
⑷ 虚偽の登録内容を申請する行為
⑸ IDとパスワードを不正の目的に使用する行為
⑹ IDとパスワードを第三者に利用させ、または開示、貸与、譲渡等する行為
⑺ 当社および当サイトの運営を妨げる行為、またはその恐れがある行為
⑻ 当社または第三者の著作権、財産権、プライバシー、その他の権利を侵害する行
為、またはその恐れがある行為
⑼ 当社および当サイトの信用を毀損する、またはその恐れがある行為
⑽ コンピューターウィルス等、有害なプログラムを当サイトに関連して、または通じ
て使用、もしくは提供・配布する行為
⑾ 犯罪行為、公序良俗に違反する行為または、加担、幇助する行為、その他法令に違
反する行為
⑿ 当サイトを使用した営業活動、営利を目的とした本サービスの利用およびその準備
を目的とした行為
⒀ 当社および当サイトの名称、商標、意匠の使用および、これらとの業務提携および
関連性を謳う行為
⒁ その他、当社が不適当と判断する行為
2. 当社は、ユーザーが前項のいずれかの規定に該当すると判断したときは、何らの通知や催告
をすることなくサービス利用契約もしくはレンタル契約またはその両方を解除することがで
きます。この場合、ユーザーが支払った料金はその理由の如何を問わず返還されません。
3. 前項に基づき、当社がユーザーとのレンタル契約もしくはサービス利用契約またはその両方
を解除した場合において、当社に対して債務を負担しているユーザーは、解除に伴い当然に
期限の利益を失い、直ちに当社に対して当該債務を履行しなければなりません。また、レン
タル契約に基づいて対象商品を使用していたユーザーは、直ちに当社に対して対象商品を返
却しなければなりません。

第１１条

利用登録の抹消

1. ユーザーは、所定の方法により、いつでも利用登録を抹消することができます。利用登録の
抹消の時点で、サービス利用契約及びレンタル契約は自動的には終了し、ユーザーは本サー
ビスを利用することができなくなります。
2. 利用登録抹消時に当社に対する債務が残存している場合、ユーザーは、当該債務の一切につ
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を支払わなければなりませ
ん。また、レンタル契約に基づいて対象商品を利用している場合、ユーザーは、自らの費用
により、直ちに当社に対して対象商品を返却しなければなりません。
3. ユーザーは、利用登録抹消後に再度本サービスを利用する場合は、改めて新規に登録手続を
行う必要があります。この場合、利用登録抹消前のデータは引き継がれません。

第１２条

サービスの追加、変更、中断、中止等

1. 当社は、ユーザーに事前に通知をすることなく、本サービスの内容の全部または一部を変
更、追加、廃止する場合があります。
2. 当社は次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を一時的に中断することができ
ます。あらかじめ中断の可能性が想定される場合には、可能な限り、当社が適当と判断する
連絡方法によってユーザーに通知します。
⑴ 天災、事変、その他の非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあるとき
⑵ 本サービスに必要な保守・工事などのメンテナンスを要するとき
⑶ 本サービスに障害が発生したとき

⑷ その他、運用上または技術上で当社が本サービスの提供の一時中断が必要であると
判断したとき
3. ユーザーが、会員登録時または会員登録後において、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員等
の反社会的勢力に属する（または過去に属していた）方であることが判明した場合、当社は
当該ユーザーに対し、本サービスの内容の全部または一部を停止することがあります。

第１３条

利用規約の改定・変更等

１．当社は、任意に本サービスの利用規約の内容を定め、また、本サービスの内容の一部または
全部の変更、追加および廃止をすることができるものとします。この場合において、当社
は、予め利用規約を変更する旨、変更後の利用規約の内容およびその効力発生時期を、イン
ターネットの利用等適切な方法により周知いたします。
２．変更後にユーザーが本サービスを利用された時点で、変更内容に同意され、承諾されたもの
とみなされます。

第１４条

免責事項

1. ユーザーが、本サービスの利用時にインターネット回線等を介して個人情報その他の情報を
送信する際に、ユーザーのパソコン、スマートフォン、ルーターや接続回線事業者の回線や
設備のセキュリティの不備等、当社の責めに帰さない事由により、ユーザーの個人情報その
他の情報が漏えいした場合、当社はこれについて一切責任を負わないものとします。
2. ユーザーは、対象商品の色・質感等について、対象商品の新品と差異がある場合があること
や、中古品の場合は、その対象商品の特性上、一定の商品劣化があることをあらかじめ了解
するものとします。その他、本サービスを通じてユーザーが得る情報について、法令により
免責が認められない場合を除き、当社は、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき一
切の責任を負わないものとします。
3. 当社は、本サービスの変更、障害、中断および終了、もしくはユーザーのパソコンその他情
報端末および通信環境の不具合、または当サイトの混雑（注文殺到など）や情報処理の不具
合（サーバー停止など）の各事由によって、ユーザーに損害が生じた場合において、当該事
由が当社の責めに帰さない事由により発生したものである場合には、いかなる損害（他の
ユーザーや第三者に対して損害を与えた場合も含む。）についても、一切の責任を負わない
ものとします。
4. 当社は、注文があった商品につき万一在庫がなく、受注できないことがあっても、一切の責
任を負わないものとします。
5. 当サイト上に他業者の広告、PR等が掲載されていることがありますが、当社は、それらの広
告、PR等を通じてなされたユーザーと他業者との取引、その他接触によって生じた損害、紛
争等につき、一切責任を負わないものとします。

第１４条

損害賠償額の制限

1. 当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、当社の責めに帰すことのできない事由によっ
て生じた損害、特別事情から生じた損害、および逸失利益について一切責任を負わないもの
とします。
2. 本サービスの利用に関して当社が損害賠償責任を負う場合であっても、当社の賠償責任は、
法令に別段の定めがある場合を除き、直接かつ通常の損害に限り、かつ、当該損害が発生し
た月から遡って過去3か月の期間のユーザーのご利用料金額を限度とします。

第１５条

クレジットカードの使用について

1. ユーザーの口座からの引き落としスケジュールについては、ユーザーとクレジットカード会
社との契約によって異なりますので、各クレジットカード発行会社へご確認下さい。
2. 注文時に支払方法として指定いただいたクレジットカードが、何らかの理由によりクレジッ
トカード会社からの認証を得られない場合は、認証手続きが開始されてから原則として3日以
内にEメールにてユーザーへ連絡します。ただし、認証手続きによっては、連絡にさらに日
数を要する場合もありますのであらかじめご了承下さい。クレジットカードの認証が得られ
次第、第3条第2項の審査手続を進めます。
3. クレジットカード会社への当社請求は、対象商品の発送段階で行います。対象商品を返品さ
れる場合は、注文時に利用になったクレジットカード会社に、当社が別途定める手続によ
り、返金します。
4. クレジットカードでの支払方法はサイト上で指定した支払い方法のみとなります。
5. 注文するユーザー自身の名義のクレジットカード以外での当サイトへの注文は一切できませ
ん。

第１６条

管轄裁判所について

本サービスの利用に関連する紛争については、全て東京地方裁判所または東京簡易裁判所を
もって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第１７条

個人情報

個人情報等の取り扱いに対する方針（プライバシーポリシー）については、当社のプライバ
シーポリシーに準拠します。

第１８条

事業譲渡等の場合の取扱い

当社が本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当社は、当該事業譲渡に伴い
サービス利用契約およびレンタル契約上の地位、権利および義務並びに登録情報その他の本
サービスのユーザーに関する情報一切を当該事業譲渡の譲受人（譲受人が指定する第三者を
含む。）に譲渡できるものとし、ユーザーは、かかる譲渡につき本項において予め同意した
ものとみなします。当社が消滅会社または分割会社となる合併または会社分割等による包括
承継の場合も同様とします。

第１９条

反社会的勢力の排除

ユーザーは、当社に対し、自己または自己の役員（取締役、監査役、執行役および執行役員
をいう。）が、本契約有効期間中、①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員・暴力
団準構成員でなくなった日から５年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動
標ぼうゴロ、特殊知能暴力団、その他これらに準ずる者でないこと、②暴力的要求行為、不
当要求行為、脅迫的言動、暴力行為、風説流布・偽計による信用毀損行為、業務妨害行為、
その他これらに準ずる行為を行わないこと（第三者を利用して行う場合も含む。）を表明・
保証します。

第２０条

その他

1. 当社とユーザー間の本サービス（個人情報の開示、訂正、追加、削除含む）に関する連絡方
法は、電話およびEメールなどの電子的なコミュニケーションツールおよび簡易書留郵便に
相当する宅配便によるものとします。
2. 利用規約の効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されます。
3. ユーザーは、当社からの求めがあった場合には、Google Inc. およびその関連会社(以下「
Google」といいます) がユーザーにメールを送信することについて同意します。当該同意
は、当該メール送信が行われる前に Google が販売者に提供するテンプレートを使用して行
うものとします。

