
※MEWECLIP モバイルアプリをインストールする前に本利用規約をよくお読みください 

第１章：総則 

第１条：（目的） 

MEWECLIP サービス利用規約（以下「利用規約」といいます）は、（株）BnS Korea（以下「当社」という）とユーザ

ーの間で締結された MEWECLIP のカメラデバイスとモバイルアプリの使用やサービスの法的契約であり、当社

と利用者の間で、権利、義務及び責任を負うことが御座います。 

 

1．MEWECLIP モバイルアプリは、MEWECLIP カメラに保存された様々な写真や映像（以下「データ」）について、

有線/無線ネットワークや Bluetooth を介してのオンラインサービスとサービスに含まれるソフトウェア製品 

および、その製品のアルファ版、ベータ版、無料、有料版のすべての組み合わせなどが含まれます。 

 

2.「同意する」ボタンをクリックし、ソフトウェアをインストール、コピー、またはその他の方法で 

使用した場合、利用者は利用規約に同意したものとみなされます。 

3.利用規約に同意しない場合、ソフトウェアをインストールしないでください。 

第 2 条：（用語の定義） 

 

本規約で使用する用語の定義は、次の各項と同じで、定義されていない用語の解釈は、関係法令や 

サービスの利用規約およびプライバシーポリシー、「当社」が別途定めたガイドラインと商慣習によるもの 

と致します。 

 

1．MEWECLIP サービス 

MEWECLIP カメラに保存された「データ」は、有線/無線ネットワークや Bluetooth を介しての、 

オンラインサービスを意味します。 

 

2.利用者 

MEWECLIP サービスの本規約に同意し、「利用規約」を実行してサービスを使用する方のことを意味します。 

 

3.位置情報 

モバイル端末とウェアラブルカメラの WIFI、Bluetooth、GPS をベースに抽出された情報を利用して、ユーザーが

「データ」を生成する場所を意味します。 

 

4.アプリケーション 

モバイル端末で「MEWECLIP モバイルアプリ」をインストールして利用できるように構成されたプログラムを 

意味します。 

 

5.個人（利用者）の情報 

情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律で言及する「個人情報」を意味します。 



 

6.クラウドサービス 

第 3 者によって提供されるストレージ容量を意味し、利用者登録をすると、指定された容量の 

ストレージスペースが、自由に割り当てられます。 「データ」の保存容量が指定された容量を超えると、 

有料サービスに移行が通知されます。 

 

7.提供されるその他のサービス 

「当社」は、利用者が、ソフトウェアをダウンロード、インストール、使用、更新する際に、利用者にソフトウェアのほ

か、広告、コンテンツ、ソフトウェア、およびその他の結合のサービスを直接提供することができ、利用者は、ソフ

トウェアをダウンロード、インストール、使用、更新することで、そのサービスを提供されることを同意したものとみ

なされます。 

第 3 条：（サービス事業者） 

この約款で規定するサービスは、当社が提供する MEWECLIP サービスに限定されており、名前、住所、               

連絡先は、以下の通りとなります。 

1.商号：㈜BnSKorea 

2.住所：京畿道成城（キョンギド・ソンマムゴロ・中ウォンゴ）124 号（ユニット 1314、テッドン、SK テクノパーク、サン

ダウォンドン） 

3.連絡先：031-776-3036 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 2 章：サービス利用契約の締結 

第 4 条：（規約の有効性） 

1.利用規約の投稿 

「当社」は、この規約の内容を、利用者が簡単に分かるように MEWECLIP のモバイルアプリ内の常設メニューに 

公開致します。 

 

2.利用規約の効力発生 

本規約は、当社が提供する「本サービス」を利用しようとするすべてのユーザーに対してその効力が 

発生します。 

 

3.利用規約の改定 

「当社」は、大韓民国の法令と国際条約に違反しない範囲でこの約款を改定することができます。規約を改訂す

る場合には適用予定日及び改正事由を明示し、現行約款と共に適用予定日の 7 日前から通知されるものとしま

す。ただし、利用者に不利に約款の内容を変更する場合には、少なくとも 30 日以上の事前猶予期間を置いて

通知するほか、電子メールの発送など電子的手段を介して個別に通知するものと致します。 
 

4．規約の承認および解約 

利用者は、改正された規約に同意しない権利があり、改訂された規約に同意しない場合は、利用契約を解約す

ることができます。 「当社」が、前項の但書に基づいて利用者に通知し、相当の期間（例えば、30 日）を定め拒

否の意思を表示しなければ承認したものとみなされ、また、に告知したにもかかわらず、利用者の意思表示がな

い場合には、変更された利用規約を承認したものとみなします。     

第 5 条：（利用規約） 

本規約は、当社が提供するサービスの利用条件に適用されます。 

第 6 条：（契約の成立） 

1.利用契約は、利用者になることを希望する者（以下「登録申請者」という。）が当該期間の内容に同意した場合

に受理され 利用者は会員に加入し、「当社」は申請を承諾致します。 

2.利用契約は、サービス利用希望者が使用条件に同意し、「当社」が申請を承認した後、成立致します。 

第 7 条：（利用申込みと承諾ほか） 

1. サービス利用申請は、サービスの会員登録で、利用者が本規約に同意して登録フォームに必要な事項を

記載して申請致します。 

2. 「当社」は、原則として加入申請者の申請に対して、本サービスの利用を承認致します。 ただし、以下のい

ずれかの場合、契約を承認または解約を、拒否することができます。 

 



a) サービス環境が不十分な場合。 

b） 技術的問題がある場合。 

ｃ）「当社」の都合上、必要と判断される場合。 

d) 利用者が以下のいずれかに違反した場合。 

ⅰ）本人以外の名前を使って申請したとき。 

ⅱ）申請者が虚偽に記載して申請した場合。 

ⅲ）社会の秩序又は慣習を害する目的で申請した場合。 

 

ⅳ）当社の内部サービス基準に基づいて適切でないと判断された場合、またはサービスを提供することが 

困難な場合。 

ⅴ）14 歳未満で、保護者の同意を得なかった場合。 

ⅵ）当社が定めた利用申請要項が満たされない場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

第 3 章：サービス利用 

第 8 条：（モバイルアプリサービスの利用など） 

MEWECLIP モバイルアプリは、MEWECLIP カメラの利用者と、ソフトウェアベンダーおよびライセンス許可業者

のサービスを利用者のために製作したプログラムであり、利用者は、どこでも自由にモバイルアプリをインストー

ルして利用することができます。ただし、本ソフトウェアは、営利目的での商用サービス、またはその一部として使

用することはできません。 

１．利用者は、モバイルアプリが使用されている地域の、知的財産関連法令、及びその他、すべての該当する法

律を遵守することにより、モバイルアプリとデータを使用することができます。 

 

２.利用者は、本ソフトウェアを、MEWECLIP モバイルアプリを使用する地域の著作権法で保護されて

いるコンテンツの内容や、著作権（または使用権）を保護するための技術的手段を防止するために設

計されたデバイス、ソフトウェア、またはサービスと一緒にこのソフトウェアを使用することは 
できません。 

3. MEWECLIP モバイルアプリのソフトウェアは、著作権法およびコンピュータソフトウェアの保護に関する法律

によって保護されており、関連する明示的に許可された限定範囲以外のリメイク、リバースエンジニアリング、逆

コンパイル、または分解することはできません。 

４.当社は、利用者の申請を承認すると直ちにサービスを開始します。 ただし、運用上または技術上の誤りにより、

当社がサービスを開始できない場合は、速やかに利用者に通知するものとします。 

第 9 条：（クラウドサービスの利用） 

クラウドサービスの利用は、「当社」と取引関係にあるクラウドプロバイダーの利用規約に準拠しなければ 

なりません。 

１．「当社」は、システムの定期点検、延長または交換などの運用目的で、当社が指定した期間内にサービスの

全部または一部を停止する場合があり、 そのような場合、当社は事前に通知致します。 

2. 「当社」は、緊急システムの点検、延長および交換、国家緊急事態、停電、サービス設備の障害、またはサー

ビスの過剰使用により、通常のサービスが不可能な場合、予告または警告なしに一時的にサービスを一時停止

することが御座います。 

3. 「当社」はサービスの利用可能な時間を別途定めることができ、この場合、その内容を事前に通知致します。

ただし、「当社」が管理することができない理由で発生したサービスの中断については、事前告知が不可能な場

合が御座います。  

 



4.「当社」は、モバイル端末（iPhone、アンドロイド OS 搭載スマートフォン）向けアプリケーションを無料で提供し、

利用者は、当社で提供される範囲内の端末から専用アプリケーションをダウンロード、インストールして、 

本サービスを利用することができます。ただし、端末の種類やキャリアに応じて、アプリケーションの構成と機能に

違いがある場合が御座います。  

 

5．MEWECLIP アプリの登録日より 12 か月は 10GB ストレージを無料でお使いいただけます。12 か月以降は 

有料となります。                              

第１０条：（MEWECLIP サービス内容） 

1. MEWECLIP サービスは、自動および手動でカメラを撮影し、ワイヤレスネットワークが利用可能な状況で、 

利用者の設定に応じて自動的に「データ」をクラウドに送信し、送信された「データ」が、利用者の携帯端末にイ

ンストールされてアプリケーションにサービスが行われます。 

 

2 MEWECLIP.カメラを介して撮影された「データ」の紛失、著作権の問題等の類似「データ」には、  

「当社」は責任を負いません。利用者で管理をお願い致します。  

 

第 11 条：（接続者の位置情報を提供） 

モバイルで本サービスに接続した利用者には、位置情報の利用に同意するにした方のみ、端末を介して 

収集された「位置情報」を活用して、カメラの撮影された周辺情報をアプリケーションに利用されるように 

位置情報を提供致します。 

 

第 12 条：（利用者情報と投稿、権利、義務等） 

利用者の本サービスに掲載された利用者情報、「データ」に対する権利、 

および記載されている文章や写真などのすべての投稿は、当社に帰属します。 

1．「当社」が作成した著作物に対する著作権、その他の知的財産権は、「当社」に帰属します。  

2．利用者は、「当社」が定める方法により、利用者データの閲覧及び他の利用者の掲載を行うことができます。

但し、正当な権限を持たないで、他の利用者の「データ」、（本名またはニックネーム、他の利用者の投稿）を削

除、変更、投稿、送信、をすることはできません。 

 

3．利用者は、本サービスを利用して、善良な慣習やその他の社会的秩序を害する行為、他人の権利を侵害す

る行為をしてはいけません。また、ウイルス、アドウェア、スパイウェアなどを含んでいる内容、第 3 の著作権など

の知的財産権を侵害する内容の利用者情報の投稿、送信または配布することはできません。 

これに対するすべての責任は、利用者にあります。 

4.利用者が、MEWECLIP を使用しての、法律に違反する目的で行う行為、公共の場で他人を傷つける行為、社

会規律に反する行為をした場合には、「当社」は、その義務を負いません。 

5．「当社」は、利用者情報や投稿を、利用者の事前の通知や同意の確認手順なしに、削除、登録を、拒否する

ことができます。これに対して「当社」は責任を負うことはありません。  



6.利用者が、本サービス内に掲示する利用者情報や投稿は、本サービスと会社の事業に関連して、 

アフィリエイトされた Web サイト、メディアプラットフォームおよびアプリケーション（「第三者媒体」）に公開表示、

再構成、マーケティング資料、検索結果からサービスのプロモーションなどにさらされることがあり、その露出のた

めに必要な範囲内では、いくつかの修正、編集されて公開されることがあります。この場合、利用者は、 

いつでも問い合わせ、また、サービス内の管理機能を利用して、投稿の削除などの措置をとることができます。 

7「当社」は、このサービスを促進する目的のために、他のインターネットポータル事業者などに利用者の会員情

報や記事の検索リストなどの情報を提供することができます。ただし、利用者が公開したものに限ります。  

 

8. 「当社」は、このサービスの運営に関連してサービス画面、ホームページ、電子メールなどの広告を 

掲載することができます。広告が掲載された電子メールなどを受信した利用者は、受信拒否を「当社」に 

依頼することができます。 

 

9「当社」は、利用者の利用者情報や投稿を利用しようとする場合には、電話、ファックス、電子メールなどを介し

て、事前に利用者の同意を得なければなりません。 

 

第 13 条：（アプリケーションサービス） 
1． 利用者は、携帯電話端末メーカーと通信事業者が提供する有線アプリケーションマーケットや 

本サービス内のダウンロードページを使用してアプリケーションをインストールしてサービスを 

利用することができます。 

2. 利用者は、インストールされたアプリケーションを使用して登録した情報を「本サービス」の「他の利用者」と共

有することができます。              

 

3. 利用者が「本サービス」の一部または利用規則を適用するために使用されているセキュリティ技術やソフトウェ

アを回避、または変更、不正使用や他人がそうすることを促す行為等は禁止されており、 

利用者が上記のような行為をした場合、これに対するすべての責任は利用者本人にあります。 

第 14 条：（サービスの利用） 

1．「当社」が提供するサービスは基本的に無料です。 但し、別の有料サービスの場合には、当該サービスに記

載された価格を支払った場合に限り利用することが可能です。  

2．「当社」は、「当社」が契約している電子決済会社に提供された方法により、「当社」が決定した請求書に合算

して、有料サービスの使用料金を請求することができます。  

 

3.有料サービスの利用を通じて決済された代金のキャンセル及び払い戻しは「「当社」の決済利用規約に 

従ってください。                           

 

4.「当社」の個人情報の盗難や、支払い詐欺による返金を要求または支払い者の個人情報の要求は、 

法律が定める場合を除き、拒絶されることがあります。 

5.無線サービス利用時に発生する「データ」の通信料は別途で登録した各キャリアの方針に従ってください。 

6. MMS での投稿を登録する場合に発生する料金は、キャリアの方針に従ってください。 



 

第 15 条：（条広告目的とした情報の提供など） 

1．「当社」は、広告、メール、SMS、メールなどの方法を使用して、広告を含む様々な情報を利用者に

提供することができます。  

２．「当社」が不特定多数の利用者に対する通知を行う場合、通知は、サービスの初期画面で同じ通知を 7 日間

以上掲載することにより、個々の通知に取って代わることができます。 ただし利用者に重大な影響を及ぼす事

項については、電子メール、メッセージ等により通知するものと致します。 

3.「当社」は、この「サービス」の運用に関連してサービス画面等について「当社」が指定した場所に広告などを掲

載することができます。 

4.利用者は、「当社」が提供するサイト広告を任意に削除または中傷する行為、または他のサイト広告を妨害す

る行為を行うことはできません。  

 

5. 「当社」は、本サービスを通じて広告主の販売活動に参加、交換、取引することにより生じた損失や損害に 

ついて、一切責任を負いません。  

第 16 条：（個人の位置情報の利用など） 

「当社」は、利用者が規約に同意した後、利用者がモバイル端末からサービスに接続し、位置情報の利用に同

意した場合、当該利用者の位置情報を利用します。  

1．GPS が搭載された携帯端末で「本サービス」にアクセスして、「位置情報の利用」に同意した場合にのみ、位

置情報を利用して同意していないユーザーの場合は、「本サービス」接続時に「位置情報利用」に同意要求をす

ることができます。同意していないユーザーの場合は、モバイル端末で、通常のサービス利用が困難になること

があります。 

 

2.「利用者」がモバイル端末からの自動ログイン機能を選択していない場合は、「利用者」は、携帯端末で 

「本サービス」にログインするたびに、「位置情報の利用」に同意するかどうかを選択することができます。 

3.「位置情報利用」に同意をした利用者は、サービス利用時本人の位置を他のメンバーに開示していない時、

「当社」は、ユーザーの位置情報に基づいてコンテンツを提供致します。                

 

4.「当社」は、位置情報の活用を同意した後、「本サービス」に登録またはログインしてアプリケーションを駆動し

て位置を受信された「利用者」の位置に基づいてコンテンツを推薦するために、「位置情報」を利用します。この

ため、「当社」は「利用者」が最終更新された「位置情報」を保存し、「利用者」が「本サービス」を初めて 

実行するときに、「位置情報」の更新が行われます。 

5.「利用者」は、必要に応じていつでもサービス脱退をすることができ、サービス退会の場合、位置情報利用に

ついて、利用者が同意を取り消したとみなします。 



6.利用者及びその法定代理人の権利行使の方法は、訴訟当時の利用者の住所に基づいており、住所がない

場合は、居住地を管轄する地方裁判所が管轄権を有します。 但し、訴訟時又は外国人の場合は、居住地又は

居住地が明らかでないときは、民事訴訟法に基づき管轄裁判所に提出しなければなりません。 

 

7.「当社」は、他の事業者または「利用者」との料金精算と苦情を処理するための位置情報利用提供の 

事実確認資料を自動記録保存し、そのデータは 1 年間保管致します。 

 

第 17 条：（個人の位置情報主体の権利） 

1.利用者は、個人の位置情報を使用して、第三者の位置情報サービスに提供する同意の一部、または全部を

いつでも取り消すことができます。 そのような場合、会社が収集した個人の位置情報、または位置情報利用、そ

の使用および提供に関する確認書は、破棄されます。 

2.「利用者」は、「当社」について、いつでも個人の位置情報の収集、利用又は提供の一時的な停止を要求する

ことができ、「当社」は、これを拒否することができず、そのための技術的手段を備えています。 

 

3.「利用者」は、「当社」について、下記のいずれかの資料を閲覧、または通知を要求することができ、当該資料

に不備がある場合には、その訂正を要求することができます。この場合、「当社」は、正当な事由なく利用者の要

求を拒絶することはできません。 

a) 本人の位置情報利用、提供の事実確認資料。 

b) 本人の個人位置情報が位置情報の保護及び利用等に関する法律又は他の法律の規定により、第 3 者に提

供された理由と内容。 

4.「利用者」は、第 1 号から第 3 号の権利の行使のために、「当社」に所定の手順で求めることができます。 

第 18 条：（法定代理人の権利） 

 

1．「当社」は、14 歳未満の利用者の法定代理人と、個人の位置情報を使用して位置情報サービスを 

提供し、個人の位置情報を第三者に提供する関連利用者の同意を得なければなりません。 

この場合、法定代理人は、第 16 条に基づく利用者のすべての権利を保持します。 

 

2.「当社」は、14 歳未満の児童の個人位置情報や位置情報利用提供の事実確認資料を利用約款に 

明示します。告知した範囲を超えての利用、又は、第 3 者に提供しようとする場合には、14 歳未満の 

児童とその法定代理人の同意を必要とします。ただし、次の各号の場合は除きます。 

① 位置情報とロケーションベースのサービス提供による料金精算のために位置情報の利用、提供の事実確認

資料が必要な場合。 

②統計作成、学術研究または市場調査のために特定の個人を認識することができない形態に加工して提供す

る場合。 



第 19 条：（8 歳以下の児童等の保護義務者の権利） 

1. 「当社」は下記の場合に該当する者（以下「8 歳以下の児童」などという。）の保護義務者が 8 歳以下の児童

等の生命又は身体の保護のために、個人位置情報の利用及び、提供に同意する場合には、本人の同意がある

ものとします。 

①8 歳以下の児童。  

②不適格者 

③障害者福祉法第 2 条第 2 項第 2 号の規定による精神的障害を持つ者、障害者の雇用促進及び職業リハビ

リテーション法第 2 条第 2 号の規定による重度障害者に該当する者（障害者福祉法第 29 条の規定により障害

者登録をした者に限る。） 

④8 歳以下の児童等の生命又は身体の保護のために、個人位置情報の利用または提供に同意をしようとする

保護義務者は、書面による同意書に保護義務者であることを証明する書面を添付して、当社に提出しなければ

なりません。 

⑤保護義務者は、8 歳以下の児童等の個人位置情報利用または提供に同意する場合、個人の位置情報主体

の権利のすべてを行使することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第 4 章： 契約の終了 

第 20 条：（契約の終了と使用の停止） 

 

1.利用者が、次の各号の行為に該当する場合、または、放送通信審議委員会など関係機関の要請がある 

場合、「当社」は、事前の通知なしに、「利用者」との利用契約を解約するか、または期間を定めて、利用者の

「本サービス」の利用を停止することができ、このことは、予告なしに削除することができます。                      

①「当社」が提供するサービスのストレージ容量にポルノを掲載したりわいせつサイトをリンクしたり、これを配布

するなど、社会秩序を害する行為。 

②公の秩序または公序良俗に反する内容の情報、文章、図形、音声などを流布する行為。 

③他人の名誉を侮辱する行為。 

④「当社」または第三者の著作権、知的財産権などその他の権利を侵害する行為。 

⑤関係法令により、その製造、輸入、送信または掲示が禁止される技術、製品、情報の製造、輸入、送信または

掲示行為。 

⑥犯罪につながると判断される行為。 

⑦ハッキングやコンピュータウイルスの流布、他人の意思に反して広告性情報など、一定の内容を継続的に送

信する行為。 

⑧他の利用者の電子メールを不正に使用する行為。 

⑨他のユーザーの個人データを収集、使用、保存または配布する行為 

⑩他人を詐称する行為。 

⑪サービスに掲載された資料や著作物の差出人を偽造する行為。 

⑫他人を追跡する行為、または、いじめ行為。 

⑬正当な事由なく利用者登録、脱退を数回繰り返して、金銭的利益を取るか、または 「当社」のサービス運営に

支障をきたす行為。 

⑭本人の電子メールを他人に譲渡したり、売買する行為。 

⑮サービスの運営に支障を与えたり、与える恐れがある一切の行為、その他の関係法令に違反する行為。 

 

 

 



2. 「当社」は、第 2 章 7 条 2 項で利用契約を解約するか、第 4 章 20 条第 1 項により解約された利用者が 

再び利用申請をした場合、30 日間の承諾を制限、利用申し込みを拒否することができます。 

 

3.利用者は、Web サービスから退会申請をすることができます。ただし、モバイル・アプリケーションでは、 

別の脱退機能を提供していない Web サービスから退会申請してください。 

 

4.「利用者」が「本サービス」を脱退すると、ログインすることができません。同「利用者」の「本サービス」内の 

「利用者情報」は、個人情報保護方針に基づいて自動的に削除されます。 

 

第 5 章 契約当事者の義務と責任 

第 21 条： （当社の義務） 

1.「当社」は、法令や本規約に定める事項を遵守し、継続的かつ安定的に「本サービス」を提供するために 

努力致します。 

 

2. 「当社」は、この「サービス」に関連する利用者の苦情が受信されている場合は、 

すぐに処理しなければなりません。すぐに処理が困難な場合は、その理由と処理日程を「本サービス」または電

子メールを介して、同利用者に通知致します。  

第 22 条 ：（利用者の義務） 

1.利用者は、本人の「利用者情報」を客観的かつ正確に記載しなければなりません。 

2.利用者は、関係法令、本規約の規定、利用案内およびサービス上に公示した注意事項、「当社」が通知する

事項を遵守しなければならず、「当社」の業務を妨害する行為をしてはいけません。 

 

3.利用者は、当社の事前の同意なしに、本サービスを利用した利益制作活動を行うことはできず、法律に 

違反する資料を配布または掲載することはできません。 

4.利用者は、本人のアカウント情報（メールアドレス、携帯電話番号、パスワード）を維持管理する責任があり、本

人の不注意により、アカウント情報の流出が発生する結果について、「当社」は一切の責任を負いません。ただ

し、「当社」の故意または重過失がある場合には、その限りではありません。  

 

5.利用者は、「当社」あるいは出版社、本人の事前承諾なしに「本サービス」を利用して得られた情報を、 

コピー、複製、変更、翻訳、出版、放送、広告、営業、伝送、その他の方法で使用したり、これを他人に提供する

行為をすることはできません。 

6．利用者は、「当社」とその他の第三者の著作権などの知的財産権の侵害をすることはできません。 

7．「利用者」は、会社の同意なしに営利を目的として「本サービス」を使用することができません。 

 



第 6 章 損害賠償と補償 

第 23 条：（損害賠償） 

1．「当社」 は 利用者がサービスを利用するにあたって、「当社」の故意または重大な過失が認められた場合、

損害賠償責任を負うことがあります。 

 

2．利用者が、本規約の義務を違反することにより当社に損害を与えた場合、または「利用者」がサービスを利用

するにあたって、「当社」に損害を与えた場合に、「利用者」は、「当社」に対して、その損害を賠償しなければなり

ません。この場合、利用者は、故意、過失がないことを立証しなければ、責任を免れることは 

できません。 

 

3.「当社」が、位置情報の保護及び利用等に関する法律第 15 条から第 26 条の規定に違反した行為で 

利用者に損害が発生した場合は、利用者は、「当社」に対して損害賠償請求をすることがすることができます。 

この場合、「当社」は故意、過失がないことを立証していない場合、責任を免れることはできません。 

第 24 条：（免責事項） 

 

1．「当社」は、自然災害、またはこれに相当する不可抗力の結果として本サービスを提供できない場合、 

本サービスの提供責任が免除されます。 

 

2.「当社」は、利用者側の理由によるサービス利用の障害に対しては責任が免除されます。 

ただし、利用者に、やむを得ず、または正当な理由がある場合には、その限りではありません。 

3. 「当社」は、利用者が、サービス"に関連して掲載した情報、資料、事実の信頼度、正確性などの内容に関し

ては責任を負いません。 

 

4. 「当社」は 利用者間、または利用者と第三者相互間に「サービス」を媒介にして取引等をした場合には、 

責任が免除されます。 

 

5. 「当社」は、無料で提供されているサービスの利用に関連して関連法に特別な規定がない限り、 

責任を負いません。 

6. 「当社」は、「データ」について、いかなる責任も負うものではありません。 

 

 

 

 



 

第 25 条：（紛争の解決） 

1.本規約に関して紛争が発生した場合大韓民国の法律に従うものとします。 

2.サービスの利用に関連して紛争が発生した場合、管轄裁判所は、民事訴訟法上の管轄裁判所とします。 

 

3.「当社」は、位置情報に関連する紛争について、当事者間の協議が行われず、又は協議をすることが 

できない場合には、位置情報の保護及び利用等に関する法律第 28 条の規定による放送通信委員会に 

裁定を申請することができます。 

 

4.「当社」または利用者は、位置情報に関連する紛争について、当事者間の協議が行われず、又は協議を 

することができない場合には、個人情報保護法第 40 条の規定による、個人情報紛争調整委員会に調停を 

申請することができます。 

 

[付則] 

1.（施行日）この約款は、2017 年 8 月 1 日から施行されます。 


