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前条

Preceding article

当規約は Tsujido Bus Terminal の利用者に対し適用され

This rule is applied to the user of Tsujido Bus Terminal.

ます。利用者は当規約を理解し、従わなければなりません。 The user should understand this rule, and follow it.
また当規約は日本語で記述されています。他言語でのサポ

Moreover, this rule is described in Japanese. I will not

ートはいたしません。

support it by any other languages.

第1条

はじめに

1.この利用規約（以下「当規約」といいます）は、Tsujido Bus Terminal（以下「当サイト」
といいます）が当サイト上で提供するサービスを、利用者が利用する際のすべての行為に
適用されます。
2.利用者は、当規約に従い当サイトを利用するものとします。
3.利用者は、当サイトを利用することにより、当規約のすべての記載内容について同意した
ものとみなされます。
第2条

定義

当規約で使用する用語の意義は、以下に定める通りとします。
[1] 当 サ イ ト ： ア ド レ ス が

http://tbt.sakura.ne.jp/ , http://p1.avi.jp/***/ ,

http://www.geocities.jp/tsujidobusterminal/ で始まるウェブサイト。
｢***｣=｢tbt｣,｢page/34120｣～｢page/34132｣ ,｢bbs1/34133｣
[2]利用者：当サイトを閲覧する者。
[3]管理者：当サイトを管理・運営する者。
[4]その他の規約等：当規約以外の規定であり、当サイトの利用条件を定めるもの。
第3条

当規約の範囲

1.当サイトには、当規約及びその他の規約等において、当サイトの利用条件が規定されてい
ます。その他の規約等は名称の如何に関わらず当規約の一部を構成するものとします。
2.当規約の規定とその他の規約等の規定が異なる場合は、当サイトが優先とした規約等の
規定が優先して適用されるものとします。
第4条

当規約の変更

1.当規約は、当サイトの判断によりいつでも変更することができるものとします。
2.変更後の規約は、当サイト上に表示した時点から効力を生じるものとします。
3.利用者は、当規約の変更の効力が生じた後に当サイトを利用することにより、変更後の規
約のすべての記載内容について同意したものとみなされます。
第5条

個人情報の取り扱い

当サイトは、個人情報を適切に取り扱います。利用者の同意なく情報を開示することはあり
ません。ただし以下に定める場合においてはこの限りではありません。
[1]裁判所,検察庁,警察等の法的機関から、法律に基づいて個人情報の開示が要求された場
合。

[2]当サイトが必要と判断した場合。
第6条

利用者

インターネットに接続された環境では、すべての者が当サイトの利用者となることができ
ますが、以下に該当する者は、当サイトの利用者となることを認めません。
[1]当サイトにおいて、管理者・他の利用者に損害を与える行為をおこなった者。
[2]他サイトにおいて、問題となる行為をおこなった者。
[3]当サイトにおいて、問題となる行為をおこなう可能性のある者。
[4]その他当サイトが不適切と判断した者
第7条

閲覧環境の整備

1.利用者は、当サイトを閲覧するにあたって必要な機器・ソフトウェア等を、自己の責任に
おいて整備するものとします。
2.利用者は、ウイルス感染や情報漏洩等への対策を、自己の責任において整備するものとし
ます。
3.当サイトは、利用者が当サイトを閲覧して被ったいかなる損害にも責任を負いません。
第8条

TBT GENERAL BOARD

1.投稿内容に制限はありません。ただし、他の利用者に不快感を与える投稿・法令に反する
おそれのあるものについてはこの限りではありません。
2.相互リンク希望については、TBT GENERAL BOARD では受け付けておりません。相互リンク
の諸注意に関するページをご覧のうえ、メールにお申し込みください。
3.苦情・批判等は TBT GENERAL BOARD では受け付けておりません。メールにてお願いしま
す。
4.画像の投稿をするにあたっては、以下の事項を厳守しなければなりません。
[1]著作権保護の観点から、利用者自身が撮影または作成した画像とする。
[2]安全面に十分配慮して撮影した画像とする。
[3]肖像権・プライバシー保護の観点から、はっきりと特定できる個人が写りこんでいない
画像とし、必要に応じて利用者自身が必要な画像処理を施すものとする。
[4]法令・一般常識等を守った画像とする。
5.利用者は、ハンドルネームを使用するにあたり、以下の事項を厳守しなければなりません。
[1]利用者を特定できるハンドルネームを使用する。
[2]｢名無し｣｢匿名｣｢通行人｣等、利用者を特定できないハンドルネームを使用しない。
[3]～＠管理人など、他の利用者に当サイトの管理者と混同させるおそれのあるハンドルネ
ームを使用しない。
[4]複数のハンドルネームを使用しない。
[5]頻繁にハンドルネームを変更しない。
6.利用者は、他サイトの情報を無断で転載してはなりません。また、転載にあたっては、必ず
転載元を明示しなければなりません。
7.利用者は、個人,企業,団体等を正当な理由無く批判,非難,中傷する投稿をしてはなりま
せん。
8.利用者は、インサイダー情報の投稿をしてはなりません。ただし掲載許可を得ているもの
はこの限りではありません。また利用者の情報の投稿により発生したいかなる損害に対し
ても管理者はこれに関与せず、すべての責任は利用者自身が負うものとします。

9.投稿内容（文章・画像）にかかる一切の権利は当サイトに帰属します。投稿内容は、当サ
イト内においては管理者がこれを自由に使用できるものとします。
10.投稿内容は、当サイトの判断により変更・削除される場合があります。
第9条

TBT CHAT ROOM

1.発言内容に制限はありません。ただし、他の利用者に不快感を与える投稿・法令に反する
おそれのあるものについてはこの限りではありません。
2.利用者は、ハンドルネームを使用するにあたり、以下の事項を厳守しなければなりません。
[1]利用者を特定できるハンドルネームを使用する。
[2]｢名無し｣｢匿名｣｢通行人｣等、利用者を特定できないハンドルネームを使用しない。
[3]～＠管理人など、他の利用者に当サイトの管理者と混同させるおそれのあるハンドルネ
ームを使用しない。
[4]複数のハンドルネームを使用しない。
[5]頻繁にハンドルネームを変更しない。
3.発言内容にかかる一切の権利は当サイトに帰属します。発言内容は、当サイト内において
は管理者がこれを自由に使用できるものとします。
4.発言内容は、当サイトの判断により変更・削除される場合があります。
第 10 条

TBT MEMBER’S ROOM

TBT MEMBER’S ROOM の利用にあたっては、以下の事項を厳守しなければなりません。
[1]TBT MEMBER’S ROOM 利 用 の 際 に は 、 必 ず 所 定 の 手 続 き に よ り ID 登 録 （ USER
ID,PASSWORD の発行）を受けなければなりません。
[2]利用者は、当サイトの判断により自由に ID 登録の削除・休止が行なわれ得ることに同意
しなければなりません。
[3]情報流出防止のため、TBT MEMBER’S ROOM へは、原則自宅のパソコン等のみからとし、情
報流出の可能性がある場所からはアクセスしてはなりません。
[4]携帯電話等からのアクセスは禁止いたしませんが、動作内容については保障いたしかね
ます。この場合に何らかの保証を求めることは一切禁止いたします。
[5]利用者は、自らの USER ID,PASSWORD または何らかの方法により知り得た他の利用者の
ID,PASSWORD を第三者に頒布,譲渡,貸与してはなりません。
[6]利用者は、TBT MEMBER’S ROOM のアドレスをみだりに第三者に公開してはなりません。
[7]利用者は、TBT MEMBER’S ROOM の情報を、当サイトの許可無く第三者に知らせてはなり
ません。
[8]利用者は、その他 TBT MEMBER’S ROOM の情報が流出する恐れのある行為を行なってはな
りません。
[9]利用者は、個人で利用する範囲内で TBT MEMBER’S ROOM 内の文章,画像,ファイル等の著
作物を閲覧,保存しなければなりません。個人利用の範囲を超えての利用は禁止いたします。
[10]利用者は、TBT MEMBER’S ROOM 内の文章,画像,ファイル等の著作物を、当サイトに許可
無く複製,公開,送信,頒布,譲渡,貸与,翻訳,翻案,使用許諾,転載,再利用してはなりません。
第 11 条

禁止事項

利用者は、当サイトの利用にあたり、以下の行為をおこなってはならないものとします。禁
止事項に違反した場合は、警告,アクセス制限,警察・裁判所等法令機関への通報等、しかる
べき措置を執行します。

[1]当サイトもしくは他の利用者の著作権、商標権等の知的財産権、財産、プライバシーもし
くは肖像権を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為。
[2]当サイトもしくは他の利用者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他者への不当な差別を
助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為。
[3]当サイト内の文章,画像,ファイル等の著作物を、当サイトに許可無く複製,公開,送信,
頒布,譲渡,貸与,翻訳,翻案,使用許諾,転載,再利用する行為。
[4]犯罪行為もしくは犯罪を助長する行為。
[5]法令・公序良俗または当規約もしくはその他の規約等に違反する行為。
[6]その他、当サイトが不適切と判断する行為。
第 12 条

当サイトの運営

当サイトは、管理者の判断により運営の継続を決定いたします。管理者の都合により、事前
の予告無く自由に当サイトの変更・休止・中止・廃止をおこなうことができるものとしま
す。
第 13 条

利用料金

当サイトの利用は無料とします。ただし通信費については利用者の自己負担となります。
第 14 条

免責事項

1.当サイトは、利用者間での活動に一切関与しません。利用者間での紛争があった場合でも、
当該利用者間で解決するものとし、当サイトは一切責任を負いません。
2.当サイト内の情報の正確性・信頼性は一切保障いたしません。当サイトの情報が元で発
生したいかなる損害に対しても、当サイトは一切の責任を負いません。
3.その他いかなる損害に対しても、当サイトは一切の責任を負いません。
第 15 条

当規約およびその他の規約等の有効性

1.当規約及びその他の規約等の規定の一部が法令に基づいて無効と判断されても、当規約
およびその他の規約等の規定は有効とします。
2.規約等の規定の一部が特定の利用者との関係で無効または取り消しとした場合でも、規
約等はその他の利用者との関係では有効とします。
第 16 条

当規約外の取り決め

当規約に記載の無い事項については、当サイトが個々に判断をおこなうものとします。
第 17 条

準拠法および管轄裁判所

1.当規約の準拠法は、日本法とします。
2.利用者と当サイトの間で訴訟の必要が生じた場合、横浜地方裁判所を第一審の専属的合
意管轄裁判所とします。ただし、軽微な訴訟・迅速な判決を要する場合には、藤沢簡易裁判
所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
附則
1.当規約は 2008 年 09 月 23 日から施行します。
2.当規約の施行前に利用者によっておこなわれた行為についても、当規約が適用されます。
- 以上 -

