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「デジタルビジネスガレージ ichibar コミュニティ」利用規約 

 

第 1条（適用） 

1. 本規約は、ichibar コミュニティ（以下、「本コミュニティ」といいます。）利用者と GMOあおぞらネット銀行（以下、

「当社」といいます。）との間における本コミュニティ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. 当社は本コミュニティに関し、本規約のほか、個別に規約や利用ガイド等（以下、「個別規約」といいます。）を

定めることがあります。個別規約において、本規約と異なる事項を定めた場合は、個別規約が優先して適用さ

れるものとします。 

 

第 2条（定義） 

1. 本コミュニティ                                                        組込

型金融における新たなビジネスアイデアの具体的な発言、意見交換、討議、またビジネスマッチングを本コミュ

ニティ利用者間で行うことを目的に、当社が Slackを通じて提供するオンライン・プラットフォーム上のコミュニテ

ィです。 

2. 本コミュニティ利用者 

本コミュニティを自己または自己が提供・運営する金融機能に関するサービス開発のために利用する方をいい

ます。 

 

第 3条（利用登録） 

1. 本コミュニティの利用を希望する方（以下「利用希望者」といいます。）が本規約に同意のうえ、当社の定める方

法によって本コミュニティを利用するために付与されたログイン情報を利用し、Slackワークスペースの本コミュ

ニティへログイン、アカウント情報（プロフィール）設定することにより利用登録が完了するものとします。 

2. 当社は、利用希望者に以下の事由があると判断した場合、利用登録を拒否または取り消すものとします。  

1. 利用希望者に付与されたログイン情報以外のログイン情報にて登録した場合 

2. 本規約に違反したことがある者からの申請である場合 

3. 他人のなりすましや事実とは異なる虚偽申告が登録情報に含まれる場合 

4. その他、当社が利用登録を相当でないと判断した場合 

3. 本コミュニティの利用方法については、当社所定のルールブックに掲載し、本コミュニティ利用者はそれに従う

ものとします。  

4. Slackは当社が運営するサービスではありません。Slackに係るサービスについては、本コミュニティ利用者の

自己の責任と判断において登録および利用するものとし、そのサービスの登録または利用に関して生じた損

害について当社は一切の責任を負いません。 

 

第 4条（利用登録の個人情報の利用） 

   当社は、本コミュニティ利用者が利用登録の際に確認、同意した当社のプライバシーポリシーに従うほか、本コミュ

ニティ利用者の個人情報の利用について、当社規定のお客さまの個人情報の利用についてのほかに、次の各号の

通り定めます。 

1. 業務内容 

1. 本コミュニティの管理運営 

2. 前号に付随する業務（今後取扱いが認められる業務を含む） 

2. 利用目的 

1. 本コミュニティ利用申込の受付のため 

2. 本コミュニティ利用登録に際する適合性および妥当性判断のため 

3. 本利用規約に基づく権利の行使や義務の履行のため 

4. 退会処理や退会後の事後管理のため 

5. 前各号の他、本コミュニティの管理運営業務を適切かつ円滑に履行するため 

3. 取得する情報の種類 

本コミュニティ利用者の氏名、住所、電話番号、メールアドレスの他に、職業や勤務先に関する情報（所属や学

生の場合は学校名や学部、専攻等含む）、本コミュニティの利用目的を取得します。 

 

第 5条（ユーザーIDおよびパスワードの管理） 

1. SlackワークスペースにログインするためのユーザーIDおよびパスワードは、本コミュニティ利用者にて事前に

Slackアカウント登録を行い、発行されたものを使用するものとします。 

https://gmo-aozora.com/policy/privacy-policy.html
https://gmo-aozora.com/policy/privacy-policy.html#data
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2. 本コミュニティ利用者は、自己の責任において、SlackワークスペースのユーザーIDおよびパスワードを適切に

管理するものとします。 

3. 本コミュニティ利用者は、いかなる場合にも、本コミュニティ上のアカウント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。当社は、本コミュニティ上のアカウントを利用してログインされた場合

は、そのアカウントを登録している本コミュニティ利用者自身による利用とみなします。 

4. SlackアカウントのユーザーIDおよびパスワード、および本コミュニティ上のアカウント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、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負わ

ないものとします。  

 

第 6条（本コミュニティ利用者への通知） 

当社から本コミュニティ利用者に対する通知は、本コミュニティ上またはそのほか当社が適当と認めた方法により 

行うものとします。  

 

第 7条 （利用者の義務） 

1. 本コミュニティ利用者は、本コミュニティの利用について、自己の責任において利用するものとし、その利用に

ついて一切の責任を負うものとします。 

2. 本コミュニティ利用者は、利用に必要なコンピューター、ソフトウェアそのほかの電子機器、通信回線などの準

備について、自己の費用と責任において行うものとし、当該準備を行ったことによる損害について当社は責任

を負いません。 

3. 本コミュニティ利用者は、本コミュニティの情報や交流を通じて自己が開発したアプリケーションについて、第三

者から苦情・権利主張・訴訟その他紛争等があった場合には、自らの費用および責任において対応するものと

します。 

4. 本コミュニティ利用者は、本コミュニティを利用するにあたり、コンピューターウイルス等のマルウェア感染の防

止対策、第三者に対するハッキング、改ざんまたはその他ネットワークへの不正侵入または情報漏洩等の防

止対策、第三者からのサイバー攻撃対策を、自己の費用と責任において講じるものとします。   

 

第 8条 （秘密情報の取り扱い） 

1. 本規約における秘密情報とは、本コミュニティ上で開示される当社および本コミュニティ利用者固有の業務上、

技術上、販売上の情報、および本コミュニティ利用者の個人情報とします。 

2. 前項にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、前項における秘密情報から除くものとします。 

1. 開示の時点で既に公知のもの、または開示後秘密情報を受領した当事者（以下「受領者」という） 

の責によらずして公知となったもの 

2. 受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの 

3. 開示の時点で受領者が既に保有しているもの 

4. 開示された秘密情報によらずして、独自に受領者が開発したもの 

3. 当社および本コミュニティ利用者は、それぞれ相手方から開示された秘密情報の秘密を保持し、当社サービス

の利用のために（また当社においては当社サービスの運営、開発等のために）知る必要のある自己の役員およ

び従業員以外に開示、漏洩してはならないものとします。また当社および本コミュニティ利用者は、秘密情報の

開示のために相手方から受領した資料（ネットワークを介して受信した秘密情報を有形的に固定したものを含

み、以下「秘密資料」という）を善良な管理者の注意をもって保管管理すると共に、第三者に譲渡、提供せず、ま

た当該役員、従業員以外の者に閲覧等もさせないものとします。 

4.  前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合、当社および本コミュニティ利用者は、相手方の秘密情報お

よび秘密資料を当該第三者に開示、提供することができるものとします。 

1. 法令により第三者への開示を強制された場合。ただし、この場合、受領者は事前に相手方に通知する

よう努めるものとし、当該法令の範囲内で秘密を保持するための措置をとることを当該第三者に要求す

るものとします 

2. 弁護士、公認会計士等法令上守秘義務を負う者に、当該者の業務上必要とされる範囲内で提供する場

合 

3. 当社および本コミュニティ利用者が、本条に定める秘密保持義務と同様の秘密保持義務を書面で課し

て、組込型金融およびそれに関連するソフトウェア開発等に関する作業の全部または一部を当該第三

者に委託する場合 

5. 当社および本コミュニティ利用者は、本コミュニティ上に開示された秘密情報を、組込型金融およびそれに関連

するソフトウェアやサービス等に関する議論、検討、開発のためにのみ利用するものとし、そのほかの目的に利

用しないものとします。 
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6. 当社および本コミュニティ利用者は、本コミュニティ利用および組込型金融およびそれに関連するソフトウェアや

サービス等に関する議論、検討、開発のために必要な範囲で秘密資料を複製することができるものとします。な

お、秘密資料の複製物（以下、本条において「複製物」といいます。）についても本条の定めが適用されるものと

します。 

7. 当社および本コミュニティ利用者は、相手方から要求があった場合、または本コミュニティの退会や登録抹消、

提供の終了やそのほかの事由により本コミュニティ利用が終了した場合、遅滞なく秘密資料（複製物がある場合

はこれらを含む）を相手方に返却、または破棄もしくは消去するものとします。なお、秘密資料を返却、破棄もしく

は消去した後も、本条に定める秘密保持義務は有効に存続するものとします。 

8. 当社および本コミュニティ利用者は、相手方の秘密情報を知ることになる自己の役員および従業員に本条の内

容を遵守させるものとします。 

9. 当社および本コミュニティ利用者が保有する個人情報で、開示された情報および当該個人情報の開示のために

相手方から受領した資料についてはそれぞれ、本条における秘密情報および秘密資料と同じ取扱いを行うもの

とします。 

10. 本条の規定は、本コミュニティの退会や登録抹消、提供の終了やそのほかの事由により本コミュニティ利用が終

了した場合でも、その時点から5年間、有効に存続するものとします。 

 

第 9条（禁止事項） 

本コミュニティ利用者は、自己または第三者をして次の各号に定める行為を行ってはなりません。 

1. 本コミュニティまたは本コミュニティを経由してアクセスする当社のシステム若しくはプログラムの全部または一

部（以下、これらの内容に関する情報を含み、「当社のシステム等」といいます。）を、複製若しくは改変し、また

は逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリングすること。 

2. 当社のシステム等を第三者に使用許諾、販売、貸与、譲渡、開示またはリースすること。 

3. 当社のシステム等に付されている当社著作権表示およびそのほかの権利表示を削除し、または改変するこ

と。 

4. インターネットアクセスポイントを不明にする行為。 

5. 銀行法およびその他各種法令の諸規則に抵触する行為。 

6. 当社のシステム等の負荷を著しく増加させる行為。 

7. 正当な権限を有する第三者のアクセスを妨害する行為。 

8. 他人になりすましたアカウント登録やそれを使用した本コミュニティの利用。 

9. 当社および本コミュニティ利用者の情報収集を目的とする行為。 

10. 異性などの個人的な出会いや勧誘を目的とする行為。 

11. 本コミュニティ上におけるスパム行為。 

12. 当社および本コミュニティ利用者、または第三者の使用許諾先そのほかの第三者の知的財産権を侵害し、こ

れらの者の財産・信用・名誉等を毀損し、プライバシー権、肖像権そのほかの権利を侵害すること。 

13. 当社および本コミュニティ利用者に対する詐欺、脅迫、侮辱、そのほかの迷惑行為。 

14. 当社および本コミュニティ利用者に対するチェーンメールやフィッシングメール、その他迷惑となるメール送信。 

15. 当社および本コミュニティ利用者がコンピューターウイルスに感染およびそれを助長する恐れがある行為。 

16. 暴力的な内容やわいせつな表現、差別や違法行為およびそれを助長する発言、その他公序良俗に反し、他人

に著しい不快感を与え、当社および本コミュニティ利用者の信用や名誉を棄損する行為。 

17. 当社の運営するサイト、サーバー、当社のシステム等に関し、コンピューターウイルスを感染させ、ハッキング、

改ざん、若しくはその他の不正アクセスを行う等、当社のシステム等の安全性を低下させる行為。 

18. その他、当社から許諾を受けた目的外で使用する行為、および前各号に類する行為。 

 

第 10条（提供の停止等） 

1. 当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、利用者に事前に通知することなく本コミュニティの全

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. 当社のシステム、設備、その他必要な機器の保守または工事等を行う必要があるとき 

2. 天災、火災、その他の非常事態が発生、または発生する恐れがあるとき 

3. 法律の変更や行政処分等その他のやむを得ない事情の発生により提供が困難であるとき 

4. 本コミュニティの動作が不安定等の理由により保守・点検が必要な場合 

5. コンピューターウイルス等のマルウェアの感染、第三者によるハッキング、改ざん、不正侵入、情報

漏洩、サイバー攻撃等が発生したとき、またはその恐れがあるとき 

6. 本コミュニティ利用者が、本規約に違反した場合若しくは登録した情報または表明した事項が虚偽で

あった場合 
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7. 当社は、本コミュニティ提供の停止または中断により、本コミュニティ利用者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、当社に故意または重過失がない限り一切を免責とします 

 

第 11条（退会） 

1. 本コミュニティ利用者は当社の定める退会手続により、退会できるものとします。 

2. 以下の事由が発生した場合、退会するものとします。  

1. 第 12条に定める事由により登録が抹消された場合 

2. 当社が本コミュニティの提供を終了した場合 

 

第 12条（利用制限および登録抹消） 

1. 当社は、本コミュニティ利用者が以下のいずれかに該当する場合には、事前の通知なく、本コミュニティ利用者

に対して、本コミュニティの全部もしくは一部の利用を制限、または利用者としての登録を抹消することができる

ものとします。  

1. 本規約のいずれかの条項に違反した場合 

2. 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合 

3. 料金等の支払債務の不履行があった場合 

4. 当社からの連絡に対し、一定期間返答がない場合 

5. 本コミュニティについて、最終の利用から一定期間利用がない場合 

6. その他、当社が本コミュニティの利用を適当でないと判断した場合 

2. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により本コミュニティ利用者に生じた損害について、一切の責任を負

いません。 

 

第 13条（知的財産の帰属） 

1. 本コミュニティ上で発案されるアイデアおよびその一切の派生物に係る著作権、特許権その他の知的財産権

および所有権その他の一切の権利は、アイデア発案者に帰属します。 

2. 当社は、本コミュニティ利用者に対して、本コミュニティ上で発案されるアイデアおよびその一切の派生物に関

し、本規約で定めるもののほかに、いかなる権利も付与するものではありません。 

3. 本コミュニティ上で発案されるアイデアを使用し、ソフトウェア等の開発を行う場合は、それが適法な権利を有し

ていること、および第三者の権利を侵害していないことを、アイデア発案者の責において確認するものとしま

す。 

 

第 14条 （導入事例および蓄積データ活用） 

1. 当社は、当社サービスのマーケティングを目的として、当社 Webサイトやパンフレットおよびセミナーなどの資料

に、本コミュニティの利用状況や内容などの実例情報について、特定の個人・法人を識別できないように加工し

て利用する場合があり、本コミュニティ利用者はこれを承諾するものとします。 

2. 当社は、本コミュニティの運用・改善・関連サービスの企画、統計データの作成、マーケティング資料としての利

用に必要な範囲で、本コミュニティ利用者から取得したデータについて、特定の個人・法人を識別できないように

加工して利用する場合があり、本コミュニティ利用者はこれを承諾するものとします。 

 

第 15条（非保証） 

1. 本コミュニティへの登録およびその利用は、本規約に定めるもののほか本コミュニティ利用者に対していかなる

権利を付与するものでもなく、またその他当社との契約締結を保証するものではありません。 

2. 本コミュニティで提供しているサービスは、本コミュニティ利用者の利用目的に適合していること、またはその結

果を保証するものではありません。 

3. 本コミュニティ利用者が本コミュニティ上で発信される一切の情報に関し、その保護を保証するものではありま

せん。 

 

第 16条（問合せ方法） 

1. 本コミュニティ利用者は本コミュニティのダイレクトメッセージおよび当社 Webサイトに掲載する問い合わせ先

に連絡することにより、当社に対して、本コミュニティの利用に関する問い合わせをすることができます。 

2. 前項の問い合わせに関する回答は当社所定の方法により行うこととします。 
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3. 前 2項の問い合わせ内容および回答結果については、本コミュニティの品質向上のため重要であると判断し

た場合には、問い合わせを行った個人・法人が特定できないようにしたうえで、当社 Webサイトに掲載すること

があります。 

 

第 17条(損害賠償) 

本コミュニティ利用者が本コミュニティを利用するにあたり、本規約または関係法令諸規則に違反することにより、 

または本コミュニティ利用者の故意あるいは過失により当社に損害を与えたときは、本コミュニティ利用者は当社に 

対して、その損害を賠償することとします。 

 

第 18条（反社会勢力の排除） 

1. 当社および本コミュニティ利用者は、自己またはその委託先およびそのグループ会社（本条において「本コミュ

ニティ利用者等」といいます。）が、現在、以下の各号のいずれにも該当していないことを表明、かつ将来にわ

たっても該当しないことを確約するものとします。  

1. 暴力団 

2. 暴力団員 

3. 暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者 

4. 暴力団準構成員 

5. 暴力団関係企業 

6. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 

7. その他前各号に準ずる者（以下、前 1号から本 7号に該当する者をあわせて「暴力団員等」といいま

す ） 

8. 以下のいずれかに該当する者  

① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をも

ってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 

④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認め

られる関係を有すること 

⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係

を有すること 

2. 本コミュニティ利用者等は、自らまたは第三者を利用して以下の各号のいずれかに該当する行為を行わないこ

とを確約するものとします。  

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、または暴力を用いる行為 

4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する

行為 

5. その他前記(1)から(4)に準ずる行為 

3. 本コミュニティ利用者は、本コミュニティ利用者等が前２項に規定する事項のいずれかに該当した場合、直ちに

当社にその事実を報告すると共に、委託契約の解消等適切な措置をとるものとします。また、当該事実が判明

した場合、当社は当該本コミュニティ利用者の本コミュニティの利用を停止することができるものとします。 

 

第 19条(免責) 

本コミュニティ利用者が、本コミュニティを利用したことに関連して直接または間接に被った全ての損害または損失 

について、本コミュニティ利用者が責任を負うものとし、当社は故意または重大な過失がない限り、一切の責任を負

わないものとします。 

 

第 20条（本規約の変更） 

当社は、法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他合理的な理由により、本規約の変更をする必要性 

が生じた場合には、本規約の内容を民法その他の法令の規定に従い変更する場合があります。その場合には、 

当社は変更日および変更内容を当社 Webサイトまたは本コミュニティ上に掲示することにより告知し、変更日以降 

は変更後の内容により取り扱うものとします。 
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第 21条(準拠法および裁判管轄) 

本規約の準拠法は日本法とします。本コミュニティの利用に関して訴訟の必要が生じた場合には、当社の所在地を 

管轄する裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 

 

以上 

(2021年 8月 30日現在) 


