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サイト利用規約 (参考訳) 

 このページには、本ページにおいて言及される文章と併読していただく形式で、

ゲストあるいは登録ユーザーとして弊社ウェブサイト[ slinto.com ]（以下、「本サイ

ト」）をご利用いただく上での規約が掲載されています。本サイトご利用前にこれ

らの利用規約をよくお読みください。ユーザーは、本サイトを利用することにより、

本利用規約に同意かつその遵守に同意したものとみなされます。本利用規約にご同

意いただけない場合、本サイトのご利用をご遠慮ください。 

 

1．年齢制限 

 本サイトを利用するにあたり、ユーザーは自身が成年被後見、保佐、補助を受け

ていない 20 歳以上の成人であるまたは本サイトの利用に関して法定代理人または保

護者（両親等）の許可を得ていること、また、本利用規約に同意するにあたり完全

な権限と資格を備えていることを表明し、保証します。 

 

2．弊社に関する情報 

 本サイトの運営は株式会社シュアール（以下「弊社」）によって行われています。

弊社は、神奈川県藤沢市遠藤 4429-105 慶應藤沢イノベーションビレッジを住所とし

て登記されています。 

 

3．提供するサービス 

 本サイトは、クラウド上のオンライン手話辞書「SLinto」を提供しています。

SLinto では、手話キーボード、ユーザーによる手話動画アップロード、手話表現の

評価の保存が可能になる機能を提供しています。本サイトにおいて提供されるサー

ビスは無料です。弊社はどの時点においても、[当該サービス料金を有料に変更し、

また、他の]サービスに関して課金する権利を有しています。ただし、当該変更が効

力を発生させる前の時点でユーザーに必ず直接通知を行い、ユーザーに対し会員権

解約の機会を提供するものとします。 

 

4．本サイトへの接続 

 本サイト利用の際、ユーザーは本利用規約の条項を遵守するものとします。 

 本サイトへの接続はその都度の一時的措置として許可されるものであり、弊社は

事前の通知なしに本サイトで提供するサービスを撤回あるいは変更する権利を有し

ます（下記参照）。いかなる時点あるいは期間における、いかなる理由による本サ

イトへの接続不可についても、弊社は一切の責任を負いません。 

 本サイトの全体あるいは一部への、登録ユーザーによる接続を制限する場合があ

ります。 
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 弊社セキュリティー手続きの一環としてユーザーID、パスワード、あるいは他の

情報を、ユーザーが選択しあるいは提供を受けた場合、ユーザーは当該情報を機密

として取り扱うこととし、いかなる第三者へも開示しないこととします。ユーザー

が本利用規約に違反したと弊社が判断した場合、弊社は随時、ユーザーが選択しま

たは弊社がユーザーに付与したユーザーID もしくはパスワードを無効とする権利を

有しています。 

 ユーザーは本サイトへの接続に必要なあらゆる手段について責任を負います。ま

た、ユーザーは、自己のインターネット接続環境を利用して本サイトに接続する全

ての個人が本利用規約を認識・遵守することにつき責任を負います。 

 

5．知的財産権 

 弊社は本サイト上の全ての知的財産権ならびに本サイト上で公開される全ての投

稿物の所有者であるか、ライセンスを受けています。本サイトにおいて表示される

全ての著作物は、適用可能な世界中の著作権法・条約により保護されています。本

サイト内容の転載は禁じられています。 

 ユーザーは、個人的な参照目的で、本サイトのページの一部について印刷、ある

いは抜粋のダウンロードできるものとします。また、本サイトに掲載された投稿物

に関し、ユーザーの所属する組織内で他の個人と共有できるものとします。 

 ユーザーは、本サイトから印刷、ダウンロードした投稿物の印刷された紙あるい

はデジタルコピーを、いかなる形においても修正しないものとします。またユー

ザーは、本サイト掲載のイラスト、写真、ビデオ、オーディオ・シーケンス、グラ

フィックを本文から分離して使用しないものとします。 

 ユーザーは、本サイト上の投稿物に関して、弊社（および寄稿者）について著作

者としての立場を有する旨承認することとします。 

 ユーザーは、本サイト上のいかなる投稿物の一部分をも弊社あるいは弊社ライセ

ンサーからのライセンス取得なしに商業目的で使用しないこととします。 

 ユーザーが本利用規約に違反して本サイトの一部につき印刷、複写、ダウンロー

ドを行った場合、当該ユーザーの本サイトの利用権は即時に停止され当該ユーザー

は、弊社の指定に従い、作成した当該投稿物の写しを返却あるいは破棄するものと

します。 

6．投稿された情報にかかる信頼性 

 本サイトに掲載されたコメントその他投稿物は、その信頼性を担保する意図を有

していません。本サイトの訪問者または本サイトの掲載物によって情報を得たいか

なる個人が当該投稿物を信頼したことに由来する全ての債務と責任につき、弊社は

一切責任を負いません。 

7．本サイト内容の定期的更新 

 弊社は本サイトの定期的更新を企図しており、本サイト内容を随時変更すること

ができます。必要に応じ、本サイトへの接続を一時停止したり、本サイトを無期限
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で閉鎖したりする場合があります。本サイト上の投稿物は必ずしも最新の状況を反

映していない可能性があり、弊社は当該投稿物を更新する責任を負いません。 

 

8．弊社の責任 

 弊社は、本サイトに関し合理的な範囲であらゆる警戒、注意を払っていますが、

本サイトにて表示される投稿物の正確性に関して、いかなる保証もするものではあ

りません。法令によって適用される全ての条件、保証その他規定につき、法の下で

可能な範囲内において、明示的にそれらの適用を排除するものとします。 

 弊社は、あらゆる理由（不法行為（過失を含む）、契約違反その他の原因を含

む）に基づく収入・所得の損失、事業の損失、利益・契約の損失、得べかりし貯蓄

の損失、データ損失、管理・業務時間の空費またはいかなる種類の間接的若しくは

結果的な損失・損害につき、予測可能であったか否かを問わず、法の下で可能な最

大範囲において責任を負いません。 

 

9．ユーザーとユーザーの本サイト訪問に関する情報 

 弊社はユーザーに関する情報について、弊社のプライバシー・ポリシー

[ http://slinto.com/jp/privacy-jp.pdf ]に則り取扱います。ユーザーは、本サイトの利用

により、当該情報の取扱いに同意するものとし、ユーザーの提供する全てのデータ

の正確性について保証するものとします。 

 

10. 本サイトへの投稿物のアップロード 

 ユーザーは、本サイトへの投稿物アップロード機能を使用する都度、または本サ

イトにおいて他のユーザーと接触を行う都度、下記第 15 条規定の掲載基準を遵守す

るものとします。ユーザーは投稿物が当該基準を満たすことを保証するものとし、

違反につき弊社に補償するものとします。 

 ユーザーが本サイトにアップロードする投稿物は機密性を有さず、かつ著作権保

護の対象ではないものとみなされます。投稿物をアップロードすることにより、

ユーザーは当該投稿物の使用、複製、販売、配布、作成、表現、および派生著作物

創出に関して、世界的、非独占的、ロイヤリティーフリー、サブライセンス可能か

つ譲渡可能なライセンスを弊社に許諾するものとします。またユーザーは、当該投

稿物に関連して弊社およびその他の個人に対し、人格権、肖像パブリシティ権を放

棄し、これらを行使しないことに同意します。弊社は、投稿物をあらゆる目的にお

いて使用、複製、配布、販売または第三者に開示する権利を有します。また弊社は、

ユーザーが掲載またはアップロードした投稿物に関して知的財産権もしくはプライ

バシー権違反である旨の申立てを行う第三者に対して、当該ユーザーの身元情報を

開示する権利を有します。 

 弊社は、ユーザーまたは本サイトの他のユーザーによる投稿物の内容または正確

性について、いかなる第三者に対しても責任を負いません。 
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 弊社は、本利用規約第 15 条規定の掲載基準を満たさないと弊社が判断した場合、

または本利用規約第 11 条に則り通知を受けた場合、ユーザーによる本サイトへの投

稿物または掲示を削除する権利を有します。 

 

11. 著作権侵害申立通知と通知代理人 

 著作権、人格権、パブリシティ権を含みますがそれらに限定されない権利を有す

る者が、本サイトで提供されている掲載物によって当該権利が侵害されていると、

誠実に信じるべき理由がある場合、当該権利者は下記情報を記載した文書を弊社に

提供することにより権利侵害通知を提出できます。 

(1) 当該権利者または当該権利者の代理として行為を行う権限を有する者の電子

または直筆の署名 

(2) 著作物、投稿物、その他の申立人が権利を侵害されたと主張する対象物に関

する説明 

(3) 申立人が権利侵害の存在を主張する投稿物の本サイト上掲載箇所に関する、

弊社による特定を可能とするために十分な詳細な説明 

(4) 申立人の住所、電話番号、メールアドレス 

(5) 対象物の当該利用が、権利者、代理人、または法による権限付与を受けてい

ないと申立人が誠実に信じる旨の表明 

(6) 偽証の制裁の下で、申立人による通知記載の上記情報が正確であり、かつ、

申立人が当該権利者または当該権利保有者の代理として権限を授与された者

である旨言及した申立人の表明 

 詳細については各自の法律顧問にご相談ください。権利侵害申立てにかかる弊社

の通知担当者連絡先は下記の通りです。 

 郵送での通知先 ［神奈川県藤沢市遠藤４４８９－１０５ 

慶應藤沢イノベーションビレッジ］ 

 メールでの通知先 ［slinto-pp@shur.co.jp］ 

 ファックスでの通知先 ［+81(0)-44-589-4448］ 

12. 合併または買収 

 合併、買収、会社組織の変更、弊社の全てもしくは実質的に全ての資産の売却、

または弊社所有のウェブサイト売却が生じた場合、ユーザーのアカウントについて

サービスの円滑な移行を確実にするため、弊社は当該合併、買収、会社組織変更、

売却の一環として、ユーザーの個人情報を第三者に移管することがあります。 

13. コンピュータウイルス、ハッキング、その他の攻撃 

 ユーザーは、コンピュータウイルス、トロイの木馬、ワーム、ロジックボムその

他の悪意ある、または技術的に有害なデータを故意に拡散するなどして本サイトを
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利用しないものとします。ユーザーは、本サイト、本サイトが保存されているサー

バ、または本サイトに接続するサーバ、コンピュータ、データベースに対し不正ア

クセスを試みてはなりません。ユーザーはサービス拒否攻撃または配布されたサー

ビス拒否攻撃を通じて本サイトを攻撃してはなりません。 

 本条項の違反は、適用される法の下での刑事犯罪を構成する可能性があります。

弊社は、当該違反を、管轄する司法当局に報告し、当該違反行為を行ったユーザー

の身元情報開示等で当局に協力します。違反行為が行われた際には、違反行為を

行ったユーザーの本サイト利用権は即時に停止されます。 

 ユーザーが、本サイトを利用すること、または本サイトもしくは本サイトにリン

クが設置された別サイトから掲載物をダウンロードすることで配布されたサービス

拒否攻撃、コンピュータウイルス、その他技術的に有害なプログラム等によるユー

ザー所有のコンピュータ装置、コンピュータプログラム、データその他の所有物に

損失・損害を被った場合、そのような損失・損害について弊社は一切責任を負いま

せん。 

14. 禁止行為 

 ユーザーは本サイトを合法的な目的においてのみ利用することができます。ユー

ザーは、本サイトにおいて以下に該当する行為をしてはなりません。 

(1) 日本国内外の法令に違反する行為 

(2) 不法もしくは詐欺的な方法を用いての本サイトの利用、または不法もしくは

詐欺の目的、効果を念頭に置いた本サイトの利用 

(3) 何らかの形で未成年に危害を加える、または危害を加える試みを持った行為 

(4) 下に規定する弊社掲載基準を満たさない投稿物の送付、情を知っての受領、

アップロード、ダウンロード、利用ないしは再利用 

(5) 一方的または許諾されていない広告、勧誘資料またはその他の形式の同様の

勧誘資料（スパム）の送信や、これらを送信させる行為 

(6) コンピュータウイルス、トロイの木馬、ワーム、タイムボム、キーロガー、

スパイウェア、アドウェアその他有害なプログラム、もしくはコンピュータ

ソフトウェア、ハードウェアの動作に悪影響を及ぼす目的で設計された同様

のコンピュータプログラムを含むデータの事情を知っての送信、または同様

のコンピュータプログラムを含む投稿物の事情を知っての送信、アップロー

ド 

 またユーザーは、以下に同意するものとします。 

(7) 本利用規約の条項に違反して本サイトのいかなる部分の複製、複写、コピー、

再販売も行わないこと 

(8) 下記に対して権限のないアクセス、妨害、損害または破壊を行わないこと 

(i) 本サイトあらゆる部分 

(ii) 本サイトが保存されている装置またはネットワーク 
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(iii) 本サイト提供のために使用されるあらゆるソフトウェア 

(iv) 第三者によって所有または使用されるあらゆる装置、ネットワーク、

またはソフトウェア 

15. 掲載基準 

 以下の掲載基準は、ユーザーが本サイトに寄稿するあらゆる投稿物（「投稿内

容」）の全体または一部、および関連するあらゆる双方向サービスに適用されます。 

 ユーザーは、下記基準の文言および精神を遵守するものとします。これらの基準

は投稿内容の各部分のみならずその全体にも適用されます。 

 投稿内容は次の基準を満たすものとします。 

(1) 正確であること（投稿内容が事実の記述である場合） 

(2) 虚偽ではないこと（投稿内容が意見の記述である場合） 

(3) 日本、米国、その他の投稿が行われた国において適用される法を遵守するこ

と 

 投稿内容は次に該当しないものとします。 

(4) 他人に対する中傷 

(5) 猥褻、不快、悪意のある、または扇動的な内容 

(6) 露骨な性描写の助長 

(7) 暴力の助長 

(8) 人種、性別、宗教、国籍、障がい、性的指向、年齢に基づいた差別の助長 

(9) 他人の著作権、データベース権、人格権、パブリシティ権、商標に対する侵

害 

(10) 他人を欺くおそれがあるもの 

(11) 契約義務、守秘義務等の第三者に対する法的義務の違反によるもの 

(12) 違法行為の助長 

(13) 他人のプライバシーに対する脅威、悪用、侵害、または他人に不快感、迷惑、

不必要な不安を生じさせるもの 

(14) 他人に対する嫌がらせとなったり、心配、当惑、羞恥、警戒、不快の念を抱

かせるおそれがあるもの 

(15) 他人のふり、またはユーザーの身元もしくは他人との提携について誤った表

示を行うことを目的として利用されるもの 
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(16) 弊社による投稿物でないにもかかわらず、あたかも弊社によるものであるよ

うな印象を与えるもの 

(17) 著作権侵害、コンピュータの悪用等の不法な行為を擁護、助長または幇助す

るもの 

16. 中止と終了 

 ユーザーの本サイト利用における本利用規約違反につき、弊社は独自の判断に基

づきその有無を判断します。本利用規約違反が生じた場合、弊社は適切と考える措

置を取ることができます。 

 本利用規約が遵守されなかった場合、弊社は下記の全てまたは一部の対応を取る

ことができます。 

(1) 本サイトにかかるユーザーの利用権の即時、一時的または永久的な停止 

(2) 本サイトにユーザーがアップロードした掲示、投稿物の即時、一時的または

永久的な削除 

(3) ユーザーに対する警告の送付 

(4) 規約違反に由来する全ての費用（合理的な管理費および訴訟・弁護士費用を

含みますが、これに限定されません）の賠償につき、法的措置によるユー

ザーに対する請求 

(5) ユーザーに対する更なる法的措置 

(6) 弊社が合理的に必要と判断する情報の司法当局に対する開示 

 本利用規約違反への対応目的で行われた行為の法的責任については除外していま

す。本ポリシー記載の措置内容に限定はなく、弊社が合理的に適切と判断する他の

措置を取ることがあります。 

17. 本サイトへのリンク 

 ユーザーは、公正で合法な方法、かつ弊社の評判を損じたり弊社の評判を不当に

利用したりしない方法によることを条件に、弊社ホームページへのリンクを行うこ

とができます。ユーザーは弊社による提携、承認、支援等が存在しない場合におい

てそれらが存在することをほのめかすような方法でリンクを設置してはならないも

のとします。 

 ユーザーは自身の所有下にないサイトからリンクを設置しないものとします。 

 本サイトを他のウェブサイト内にフレームしてはならず、また本サイトのトップ

ページ以外の部分へのリンクを設置することもできません。弊社は通知なしにリン

クに対する許諾を撤回する権利を有します。ユーザーがリンクを設置するウェブサ

イトは、あらゆる側面で本利用規約第 15 条規定の掲載基準を満たす必要があります。 
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 本サイト上の掲載物を上記以外の方法で利用することをご希望の場合、ご要望を

[slinto-pp@shur.co.jp]宛に送付してください。 

18. 本サイトからのリンク 

 本サイトが第三者によって提供されるウェブサイトや資料に対するリンクを含む

場合、これらのリンクはユーザーの参照用にのみ提供されています。弊社は、当該

ウェブサイトまたは資料の内容を管理することはできず、ユーザーがそれらを利用

することで生じた損失・損害について、弊社は一切責任を負いません。 

19. 管轄裁判所と準拠法 

 ユーザーの本サイト利用から生じあるいは関連する一切の紛争は、日本の裁判所

の専属管轄権に属します。 

 本利用規約、本利用規約自体または本利用規約の対象・構成に由来・関連するあ

らゆる紛争や申立て（契約によらない紛争または申立てを含みます)は、日本法に準

拠し、かつ日本法によって解釈されます。 

20. 商標 

 「SLinto」は株式会社シュアールの商標として日本で登録されています。 

21. 変更 

 本利用規約に関して弊社が将来にわたって行う変更は本ページに掲載され、かつ

必要に応じてユーザー宛にメールで通知されます。ユーザーは本利用規約に拘束さ

れるため、本ページにおいて利用規約の変更につき都度確認を行ってください。本

利用規約内のいくつかの条項は本サイトの別の場所に掲載される条項あるいは通知

にとって替えられる場合があります。 

22.分離可能性 

 本利用規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等に

よって無効又は執行不能と判断された場合であっても、本利用規約の残りの条項は

継続して完全に効力を有するものとします。 


