
利用規約

この利用規約（以下，「本規約」といいます。）は，菅井智寛（以下，「TOMO」といいます。）がこの
ウェブサイト上で提供するサービス（以下，「本サービス」といいます。）の利用条件を定めるもの

です。登録ユーザーの皆さま（以下，「ユーザー」といいます。）には，本規約に従って，本サービ

スをご利用いただきます。

第1条（適用）
1. 本規約は，ユーザーとTOMOとの間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用さ

れるものとします。

2. TOMOは本サービスに関し，本規約のほか，ご利用にあたってのルール等，各種の定め
（以下，「個別規定」といいます。）をすることがあります。これら個別規定はその名称のい

かんに関わらず，本規約の一部を構成するものとします。

3. 本規約の規定が前条の個別規定の規定と矛盾する場合には，個別規定において特段

の定めなき限り，個別規定の規定が優先されるものとします。

第2条（利用登録）
1. 本サービスにおいては，登録希望者が本規約に同意の上，TOMOの定める方法によっ

て利用登録を申請し，TOMOがこれを承認することによって，利用登録が完了するものと
します。

2. TOMOは，利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合，利用登録の申請を
承認しないことがあり，その理由については一切の開示義務を負わないものとします。

3. 利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合

4. 本規約に違反したことがある者からの申請である場合

5. その他，TOMOが利用登録を相当でないと判断した場合

第3条（ユーザーIDおよびパスワードの管理）
1. ユーザーは，自己の責任において，本サービスのユーザーIDおよびパスワードを適切に

管理するものとします。

2. ユーザーは，いかなる場合にも，ユーザーIDおよびパスワードを第三者に譲渡または貸
与し，もしくは第三者と共用することはできません。TOMOは，ユーザーIDとパスワードの
組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には，そのユーザーIDを登録して
いるユーザー自身による利用とみなします。

3. ユーザーID及びパスワードが第三者によって使用されたことによって生じた損害は，
TOMOに故意である場合を除き，TOMOは一切の責任を負わないものとします。

第4条（利用料金および支払方法）
1. 登録及び基本サービスは無料とします。
2. 今後、有料サービスの追加を行ったとして、有料サービスの利用料金、支払い方法等に
ついては有料サービス利用規約を設け、またその規約の定めるとおりとします。



第5条（禁止事項）
ユーザーは，本サービスの利用にあたり，以下の行為をしてはなりません。

1. 法令または公序良俗に違反する行為

2. 犯罪行為に関連する行為

3. 本サービスの内容等，本サービスに含まれる著作権，商標権ほか知的財産権を侵害す

る行為

4. TOMO，ほかのユーザー，またはその他第三者のサーバーまたはネットワークの機能を
破壊したり，妨害したりする行為

5. 本サービスによって得られた情報を商業的に利用する行為

6. TOMOのサービスの運営を妨害するおそれのある行為
7. 不正アクセスをし，またはこれを試みる行為

8. 他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為

9. 不正な目的を持って本サービスを利用する行為

10. 本サービスの他のユーザーまたはその他の第三者に不利益，損害，不快感を与える行

為

11. 他のユーザーに成りすます行為

12. TOMOが許諾しない本サービス上での宣伝，広告，勧誘，または営業行為
13. 面識のない異性との出会いを目的とした行為

14. TOMOのサービスに関連して，反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与す
る行為

15. その他，TOMOが不適切と判断する行為

第6条（本サービスの提供の停止等）
1. TOMOは，以下のいずれかの事由があると判断した場合，ユーザーに事前に通知するこ

となく本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとしま

す。

1.1. 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合

1.2. 地震，落雷，火災，停電または天災などの不可抗力により，本サービスの提供が

困難となった場合

1.3. コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合

1.4. その他，TOMOが本サービスの提供が困難と判断した場合
2. TOMOは，本サービスの提供の停止または中断により，ユーザーまたは第三者が被った

いかなる不利益または損害についても，一切の責任を負わないものとします。

第7条（利用制限および登録抹消）
1. TOMOは，ユーザーが以下のいずれかに該当する場合には，事前の通知なく，ユーザー

に対して，本サービスの全部もしくは一部の利用を制限し，またはユーザーとしての登録

を抹消することができるものとします。

1.1. 本規約のいずれかの条項に違反した場合

1.2. 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合

1.3. 料金等の支払債務の不履行があった場合

1.4. TOMOからの連絡に対し，一定期間返答がない場合
1.5. 本サービスについて，最終の利用から一定期間利用がない場合

1.6. その他，TOMOが本サービスの利用を適当でないと判断した場合



2. TOMOは，本条に基づきTOMOが行った行為によりユーザーに生じた損害について，一
切の責任を負いません。

第8条（退会）
ユーザーは，TOMOの定める退会手続(https://)により，本サービスから退会できるものとします。

第9条（保証の否認および免責事項）
1. TOMOは、ユーザの通信や活動に関与しません。万一ユーザ間の紛争があった場合で
も、当該ユーザ間で解決するものとし、TOMOはその責任を負いません。

2. TOMOは、本サービスの内容の追加、変更、又は本サービスの中断、終了によって生じ
たいかなる損害についても、一切責任を負いません。アクセス過多、その他予期せぬ要

因で表示速度の低下や障害等が生じた場合も同様とします。

3. TOMOは、ユーザによって投稿されるテキスト等の情報を監視したり、保存する義務を負
いません。

4. TOMOは、ユーザによって投稿されるテキスト等の情報の合法性、道徳性、信頼性、正
確性について責任を負いません。ユーザによって投稿されるテキスト等の情報が、当該

ユーザが所属する法人・団体等の内部規則等に適合することについても、責任を負いま

せん。

5. TOMOは、本利用規約又はその他の利用規約等に違反する行為又はその恐れのある
行為が行われたと信じるに足りる相当な理由があると判断した場合には、当該行為を

行ったユーザの強制退会処分、テキスト等の情報の全部もしくは一部の削除、及び公開

範囲の変更等を行う場合がありますが、それによって生じたいかなる損害についても、一

切責任を負いません。

6. 本サービスの中から他のウェブサイトやリソースへのリンクをしたり、第三者が他のウェ
ブサイトやリソースへのリンクを提供している場合があります。この場合、TOMOは当該
サイトやリソースを管理しておりませんので、本サービス外のサイトやリソースの利用（使

用）可能性については責任を有しておりません。

7. TOMOは、次に掲げる場合には、当該するテキスト等の情報の内容を閲覧したり、保存し
たり、第三者に開示すること（以下、本項において「閲覧等」といいます）ができるものとし

ます。TOMOは、それによって生じたいかなる損害についても、一切責任を負いません。
a. TOMOがテキスト等の情報を投稿したユーザの登録メールアドレスに宛てて閲覧
等の同意を求める電子メールを送信した場合であって、次の各号に掲げるいず

れかに該当するとき。

i. (ア)当該ユーザが閲覧等に同意したとき。
ii. (イ)TOMOが閲覧等の同意を求める電子メールを送信してから7日以内

に、これを拒否する旨の当該ユーザの電子メールでの回答がTOMOの
メールサーバに到達しなかったとき。ただし、緊急止むを得ない事由が生

じたときは除く。

b. 本サービスの技術的不具合の原因を解明し、解消するため必要な場合。
c. 裁判所や警察などの公的機関から、法令に基づく正式な照会を受けた場合。
d. 本利用規約に違反する行為又はその恐れのある行為が行われ、投稿された情
報の内容を確認する必要が生じたとTOMOが判断した場合。

e. 人の生命、身体及び財産などに差し迫った危険があり、緊急の必要性があると
TOMOが判断した場合。

f. 第5条に掲げる事項に該当する場合。



g. その他本サイトを適切に運営するために必要が生じた場合。
8. TOMOからユーザへ、通知すべき事柄が生じたときは、規約に従ってインターネットメー
ルを通じてユーザにお知らせします。その内容が「通知すべき事柄」に当たるか否かにつ

いては、TOMOが常識と合理的判断を元に誠実に判断するものとします。
9. TOMOは、システム障害によってユーザの意図しない時期での作品公開が行なわれた
場合でも、その障害によって発生した損害について、一切の責任を負いません。

10. TOMOは、本サービスの技術的不具合を解消するために行なった仕様変更によって、
ユーザの投稿したテキストの表示状態が変更された場合でも、その表示状態の変更に

よって発生した損害について、一切の責任を負いません。

また、当該サイトやリソースに包含され、または当該サイトやリソース上で利用が可能となってい

るコンテンツ、広告、商品、役務などについては一切責任を負うものではありません。

したがって、TOMOには、それらのコンテンツ、広告、商品、サービスなどに起因または関連して
生じた一切の損害（間接的であると直接的であるとを問いません）について、責任を負いません。

第10条（サービス内容の変更等）
TOMOは、TOMOの都合により、本サービスをいつでも任意の理由で追加、変更、制限、中断、
終了することができるものとします。

第11条（利用規約の変更）
1. TOMOは以下の場合には、ユーザーの個別の同意を要せず、本規約を変更することが

できるものとします。

1.1. 本規約の変更がユーザーの一般の利益に適合するとき。

1.2. 本規約の変更が本サービス利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変

更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであると

き。

2. TOMOはユーザーに対し、前項による本規約の変更にあたり、事前に、本規約を変更す
る旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を通知します。

第12条（個人情報の取扱い）
TOMOは，本サービスの利用によって取得する個人情報については，TOMO「プライバシーポリ
シー」に従い適切に取り扱うものとします。

第13条（通知または連絡）
ユーザーとTOMOとの間の通知または連絡は，TOMOの定める方法によって行うものとします。
TOMOは,ユーザーから,TOMOが別途定める方式に従った変更届け出がない限り,現在登録さ
れている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行い,これらは,発信時
にユーザーへ到達したものとみなします。

第14条（権利義務の譲渡の禁止）
ユーザーは，TOMOの書面による事前の承諾なく，利用契約上の地位または本規約に基づく権
利もしくは義務を第三者に譲渡し，または担保に供することはできません。

https://docs.google.com/document/u/0/d/1tn4EghqpNrkuNaiR_-Wg-tkOZtbg41KW_TbXdKkIiAw/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1tn4EghqpNrkuNaiR_-Wg-tkOZtbg41KW_TbXdKkIiAw/edit


第15条（テキスト等の情報に関する権利）
本サービスを利用してテキスト等の情報を投稿するユーザは、TOMOに対し、当該テキスト等の
情報が第三者の権利を侵害していないことを保証するものとします。

万一、第三者との間で何らかの紛争が発生した場合には、当該ユーザの費用と責任において問

題を解決するとともに、TOMOに何等の迷惑又は損害を与えないものとします。

第16条（テキスト等の情報の使用許諾等）
1. 本サービスを利用して投稿されたテキスト等の情報の権利（著作権および著作者人格権

等の周辺権利）は、創作したユーザに帰属します。

2. TOMOは、ユーザが投稿するテキスト等の情報を、本サービスの円滑な提供、TOMOシ
ステムの構築、改良、メンテナンスに必要な範囲内で、使用することができるものとしま

す。

3. TOMOが前項に定める形でテキスト等の情報を使用するにあたっては、情報の一部又は
氏名表示を省略することができるものとします。

4. TOMOが第2項に定める形でテキスト等の情報を使用するにあたっては、ユーザが設定
している情報の公開の範囲を超える形ではこれを使用しません。

5. TOMOは、作者の許可なく書籍等、インターネットまたはそれに相当するもの以外で小説
の全文を提供できないものとします。

6. 本サイトに投稿されたテキスト等の情報が、TOMOのサイトが提供する機能にて読者の
端末にダウンロードされる可能性があること、及びTOMO以外のサイトからの直リンク・
TOMO以外の外部ランキングサイトや小説検索サイトでの紹介（ランキング）・雑誌や本
での紹介等が行われる可能性があることについて、作者は同意するものとします。

第17条（TOMOの削除権限）
TOMOは、次に掲げる場合には、テキスト等の情報の違法性・規約違反の有無にかかわらず、
関連するテキスト等の情報について、その全部もしくは一部の削除又は公開範囲の変更等の不

利益な措置を行うことができるものとします。

1. TOMOが18歳未満の閲覧を制限していないページにおいて、18歳未満が閲覧するにふ
さわしくないと判断されるテキスト等の情報が投稿された場合。

2. 公的な機関又は専門家（国、地方公共団体、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任

の制限及び発信者情報の開示に関する法律のガイドラインに規定された信頼性確認団

体、インターネット・ホットライン、弁護士等をいいます）から、テキスト等の情報について、

違法、公序良俗違反又は他人の権利を侵害する等の指摘・意見表明があった場合。

3. 権利者と称する者から、テキスト等の情報が自分の権利を侵害する旨の申告があった場

合。ただし、権利者と称する者から、権利者であることを合理的に判断できる資料を提示

され、TOMOにて慎重に検討した結果、権利者であるとTOMOが判断した場合に限る。
4. 投稿されたテキスト等の情報が第三者の著作権を侵害するとTOMOが判断した場合。
5. テキスト等の情報に関してTOMOより行なわれた対応要請連絡に対し、対応が確認され

ない状態が一定期間継続した後、その状態が当サイトの不利益となるとTOMOが判断し
た場合。



第18条（本利用規約及びその他の利用規約等の有効性）
1. 本利用規約及びその他の利用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、本利用規約及びその他の利用規約等のその他の規定は有効とします。

2. 利用規約等の規定の一部があるユーザとの関係で無効とされ、又は取り消された場合

でも、利用規約等はその他のユーザとの関係では有効とします。

第19条（本利用規約又はその他の利用規約等違反行為等への対
処）

1. 本利用規約又はその他の利用規約等に違反する行為を発見した場合には、お問い合わ

せフォームから通報してください。ただし、個別のサービスにおいて、特に、運営に通報す

るためのリンクが設けられている場合には、当該リンク先から通報してください。

2. ユーザが本利用規約又はその他の利用規約等に違反したと認められる場合、その他

TOMOが必要と認める場合は、TOMOは当該ユーザに対し以下の対処を講ずることが
あります。

2.1. 本利用規約又はその他の利用規約等に違反する行為等を止め、同様の行為を

繰り返さないことを要求すること。

2.2. テキスト等の情報の自発的削除・訂正を求めること。

2.3. テキスト等の情報の全部もしくは一部を削除し、公開範囲を変更し、又は閲覧で

きない状態（非公開）にすること。

2.4. 強制退会処分とすること。

2.5. 入会申込者の入会申込を承諾しないこと。

3. ユーザは、TOMOが第2条、第8条、第5条、第17条及び本条第2項の規定に基づいて
行った本利用規約又はその他の利用規約等に違反する行為等への対処について、異議

を申し立てることはできないものとします。

第20条（著作物の取り扱い）

本サービスに投稿する文章作品、朗読作品について、特段の定めがない限り以下条件（または、

個別規定の内容）での使用をすることとします。

1. 文章作品の取り扱い

1.1. 著作者本人（または、著作者の同意がある場合は当サイト管理人）のみが当サイ

トに作品登録を行うこととします。

1.2. 著作物を使った動画、音声、生放送など如何を問わず媒体に配信可能とします。

1.3. 本サービスで使用する著作物の投稿使用は原則無料とします。

1.4. 文章作品の内容・条件の変更、削除は著作権者本人が原則行うこととします。

2. 朗読作品の取り扱い

2.1. 媒体へ朗読作品を公開した場合は、朗読者本人（または、著作者の同意がある

場合は当サイト管理人）が本サービスに朗読URLを朗読登録することとします。
2.2. 著作物の権利に関しては著作者本人に帰属いたします。媒体への配信をやめる

よう指示があった場合は、使用ユーザは理由の如何を問わず従うこととします。

2.3. 媒体へ配信する場合は、使用ユーザは使用著作物の著作者名、著作物の名

前、著作物のURL、聴く読書URLを必ず記載することとします。記載内容に誤り



があることや誤解を生むような記載がある場合は媒体への配信停止や削除を依

頼する可能性があります。

2.4. 朗読に使用した文章作品の使用条件が変更になった場合、内容を確認し、その

使用条件に合うように朗読作品を変更することとします。使用条件に合わない場

合は朗読作品の使用を中止することとします。

第21条（ユーザの責任）
1. ユーザは、ユーザ自身の自己責任において本サービスを利用するものとし、本サービス

を利用してなされた一切の行為及びその結果について一切の責任を負います。

2. 本サービスを利用してユーザが配信した内容等の情報に関する責任は、ユーザ自身に

あります。TOMOはユーザが本サービスを利用して配信した情報等の内容について、一
切責任を負いません。

3. ユーザが他人の名誉を毀損した場合、プライバシー権を侵害した場合、許諾なく第三者

の個人情報を開示した場合、著作権法（昭和45年法律第48号）に違反する行為を行った
場合、その他他人の権利を侵害した場合には、当該ユーザは自身の責任と費用におい

て解決しなければならず、TOMOは一切の責任を負いません。
4. ユーザは、ユーザが本サービスを利用して配信した内容等の情報についてTOMOに保

存義務がないことを認識し、必要な動画や音声、テキスト等の情報については適宜バッ

クアップをとるものとします。

第22条（通信の秘密）
1. TOMOは、電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第4条に基づき、ユーザの通信の秘

密を守ります。

2. TOMOは、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める範囲内において前項の守秘
義務を負わないものとします。

2.1. 刑事訴訟法（昭和23年法律第131号）又は犯罪捜査のための通信傍受に関する
法律（平成11年法律第137号）の定めに基づく強制の処分又は裁判所の命令が
行われた場合　当該処分又は裁判所の命令の定める範囲内。

2.2. 法令に基づく強制的な処分が行われた場合　当該処分又は命令の定める範囲

内。

2.3. 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関

する法律（平成13年法律第137号）第4条に基づく開示請求の要件が充足された
とTOMOが判断した場合　当該開示請求の範囲内。

2.4. 他人の生命、身体又は財産の保護のために必要があるとTOMOが判断した場合
　他人の生命、身体又は財産の保護のために必要な範囲内。

第20条（準拠法・裁判管轄）
1. 本規約の解釈にあたっては，日本法を準拠法とします。

2. ユーザとTOMOの間で訴訟の必要が生じた場合、TOMOが指定する裁判所を第一審の
専属的合意管轄裁判所とします。

以上




