
バーチャル展示会出展規約 

 

このバーチャル展示会出展規約（以下「本規約」といいます）は、バーチャル展示会主催者

有限会社ハートサービス（以下「主催者」といいます）がウェブサイト上で提供するバーチ

ャル展示会サービス（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。本サ

ービスを利用して展示会に出展する登録ユーザー（以下「出展者」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） 

本規約は、出展者と主催者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．主催者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「出展要項」といいます）をすることがあります。これら出展要項はその名称のいか

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出展要項の規定と矛盾する場合には、出展要項において特段の定

めなき限り、出展要項の規定が優先されるものとします。 

 

第2条 （定義） 

本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。 

(1)「本サービス」とは、主催者が提供するバーチャル展示会サービスを意味します。 

(2)「本サービスサイト」とは、本サービスを運営するウェブサイトを意味します。 

(3)「本規約」とは、本サービスの利用申込みを希望する出展者が、本サービスの利用申込

み、および本サービスの利用にあたり遵守しなければならない事項と、出展者と主催者の間

の権利義務関係が定められた「出展者規約」を意味します。 

(4)「出展申込書」とは、出展者と主催者とが合意した本サービス利用の詳細を明示し、出

展者の本サービスの利用申込みの意思を確認する書面またはウェブ上の申込フォームへの

登録事項を意味します。 

(5)「本サービス利用契約」とは、本規約に基づいて、出展者と主催者との間で成立した本

サービスの利用に関する契約関係を意味します。 

(6)「展示会会期」とは、出展者が出展するバーチャル展示会の開催期間のことを意味しま

す。 

(7)「バーチャル展示会場」とは、本サービスサイト内に設定されるバーチャル展示会を開

催する仮想空間会場のことを意味します。 

(8)「出展小間」とは、主催者が出展者に割り当てる、バーチャル展示会場内の出展スペー

スのことを意味します。 

(9)「バーチャルブース」とは、バーチャル展示会場に主催者が出展者に割り当てた出展小



間に CG で造作する出展ブースを意味します。 

(10)「出展者」とは、本サービスに出展の申込を希望し本規約に同意した個人または法人、

および主催者が本サービスの利用を承諾した個人または法人を意味します。 

(11)「来場者」とは、主催者が開催するバーチャル展示会に来訪する個人または法人を意味

します。 

(12)「各種コンテンツ」とは、出展者が本サービスサイトへのアップロードしたテキスト、

画像、動画、ファイル、および各種資料等を意味します。 

 

第3条 （本サービスの内容） 

主催者が出展者に提供する本サービスの内容は、次の通りとします。 

① 主催者が開催するバーチャル展示会に、出展者が出展するための出展小間の割当て、

および本サービスサイト内出展小間へのバーチャルブース設定の許諾 

② 出展者が本サービスサイトを利用することへの許諾とこれを可能にする為の設定 

③ 当該バーチャル展示会への来場者集客 

 

第4条 （申込と契約成立） 

本サービス利用契約は、出展者が出展申込書に所定の事項を登録し、主催者がこれを承諾す

ることによって成立し、これにより出展者は本規約の規定に同意したものと致します。 

２．主催者は、出展者に以下の事由があると判断した場合、本サービス利用契約を承諾しな

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。 

① 出展申込に際して虚偽の事項を届け出た場合 

② 本規約に違反したことがある者からの申込である場合 

③ その他、主催者が本サービス利用を相当でないと判断した場合 

 

第5条 （出展料） 

出展者は、出展料を本サービス利用契約成立後 2 週間以内に、主催者が指定する銀行口座

に振込み入金して支払うものとする。ただし，出展料の弁済は，主催者が指定する銀行口座

への入金記録をもって効力を生じるものとする。 また、来場者課金によるブースのスペー

ス代に関しては、展示会終了後 2 週間以内に、主催者が指定する銀行口座に振込み入金し

て支払うものとします。 

２．前項に定める期日以内に入金が確認できなかった場合、お申込日からバーチャル展示会

の手配は即時かつ確定的に執り行われます都合上、違約金として出展料の 30％相当の金員

をご請求させていただくことがあります。 

３．１項に定める入金が確認できず、ご入金期日からから起算して 4 日間（金融機関の休業

日を含まないものとします）が経過したときは、主催者から、本サービス利用契約のお申込

をお断りさせていただくことがありますので、予めご了承ください。 



 

第6条 （本サービスの利用） 

出展者は、本サービスの利用において、本規約、主催者が別途定める出展要項に同意しこれ

らを遵守するものとします。出展者は、自らの責任において本規約、出展要項の内容の確認

を行うものとします。 

２．本サービスの利用、および本サービスサイトの利用をするために必要な機器、通信回線

その他の通信環境等の準備および維持は、出展者の費用と責任において行うものとします。 

３．本サービスサイトの利用において、出展者は自己の利用環境に応じて、コンピューター・

ウィルスの感染の防止、不正アクセス、および情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自ら

の費用と責任において講じるものとします。 

 

第7条 （本サービスサイトのユーザーID およびパスワードの管理） 

出展者は、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．出展者は、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。主催者は、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

る出展者自身による利用とみなします。 

３．ユーザーID およ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、

主催者に故意又は重大な過失がある場合を除き、主催者は一切の責任を負わないものとし

ます。 

 

第8条 （出展者） 

出展者は、主催者が提供する「出展募集パンフレット」等に記載された出展対象製品を展示

する個人または法人に限定されます。主催者は出展者の展示する製品が出展対象製品に適

するか否かを決定する権利を有します。 

 

第9条 （出展小間の割当て） 

展示小間の割当ては出展申込書に基づき、主催者が決定する。また、主催者は、来場者整理

の都合、または展示効果向上のために、小間の配置を変更し小間を再割当てする権利を有す

るものとします。 

 

第10条 （展示） 

本サービスで認められる展示の方法は、良識に基づき行うものとします。出展者は、主催者

が提供する「出展要項」の規定に従うものとします。 

２．出展者は、主催者が提供する「出展募集パンフレット」等に記載されていない製品を展



示することはできません。 

３．出展者は、バーチャルブースを、主催者より割り当てられた出展小間に設定し、割り当

てられた範囲を越えて設定することはできません。 

４．出展者は、出展小間にバーチャルブースを設定する作業を、主催者が指定する設定作業

会社（以下「設定会社」といいます）に発注依頼し、主催者が出展者の情報を設定会社に提

供することに同意するものとします。設定会社の指定はスペースラボ株式会社とします。 

 

第11条 （権利義務の譲渡、出展小間の放棄および転貸の禁止） 

出展者は、主催者の書面による事前の承諾なく、本サービス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。 

２．出展者は、主催者の許可を得ることなく展示小間を放棄することはできず、バーチャル

ブースの設定、展示会会期中の来場者への対応の義務を負うものとします。 

３．出展者は、主催者の書面による事前の承諾なく、展示小間の全部、または一部を第三者

に使用させることはできません。 

４．主催者は，将来の事業譲渡等により，本サービス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することができるものとし，出展者はこれに承諾する

ものとします。 

 

第12条 （各種コンテンツの配布） 

出展者は、主催者より割り当てられた展示小間に設定したバーチャルブース上に各種コン

テンツをアップロードすることができます。ただし各種コンテンツの内容は、出展製品に関

するものに限るものとします。 

２．各種コンテンツにより生ずる一切の責任は出展者が負うものとし、主催者はその責任を

負わないものとします。出展者は、本サービスサイトへアップロードした各種コンテンツが、

第三者の権利を侵害するものでないことを保証し、第三者との間に知的財産権侵害等の紛

争が生じたときは、出展者の負担と責任において当該紛争を処理解決するものとします。 

 

第13条 （出展情報の公表） 

出展者は、登録した公開用の出展者および出展製品情報等（以下「出展情報」といいます）

を、主催者が本サービスサイト、および展示会の開催を告知するためのウェブサイト、カタ

ログ、その他に公表することについて、電子媒体、紙媒体、その他媒体の種類にかかわらず、

これを承認するものとします。 

 

第14条 （出展情報の登録） 

出展者は、本サービスサイト上に出展情報を自らの責任において登録するものとします。 

２．出展者は、商号、ロゴ、アートワーク、バーチャルブース、その他本サービスサイト上



の記載内容が第三者の知的財産権を侵害せず、かつ名誉棄損、誹謗中傷、卑猥、猥褻その他

違法な内容を含まないことを保証するものとします。 

３．出展者は、前項に反し、第三者との間に知的財産権侵害等の紛争、その他紛争が生じた

ときは、出展者の負担と責任において当該紛争を処理解決するものとし、主催者が被ったい

かなる損害、逸失利益、評判の毀損、要求、費用について、その理由如何にかかわらず、そ

の全額を賠償することに同意するものとします。 

４．出展者が本サービスサイト上に出展情報を登録しない場合、主催者は出展者に代わって

出展情報を入力することができるものとし、この場合も出展者は主催者にいかなる責任も

問わないものとします。 

 

第15条 （出展情報の責任） 

主催者は、本サービスサイト、および展示会の開催を告知するためのウェブサイト、カタロ

グ、その他の編纂によって生じたあらゆる不作為、誤引用または誤謬について、電子媒体、

紙媒体、その他媒体の種類にかかわらず、いかなる責任も負わないものとします。 

 

第16条 （事前アポイントシステムの利用） 

事前アポイントシステムは、本サービスサイト内でのアポイントを取ることを目的とした

ものです。本サービスサイト内で来場者と接触することを経ずに、展示会会期前、会期後に

アポイントを取って来場者を訪問する行為、来場者を本サービス以外のセミナー、イベント

等へ勧誘する行為、理由に如何を問わず来場者に直接の連絡先を聞く行為、その他事前アポ

イントシステムの目的以外の行為を厳に禁止します。なお、このような行為は個人情報保護

法に抵触する恐れがあります。 

 

第17条 （来場者の入場の拒否） 

主催者は、展示会会期中の来場者の本サービスサイトへの入場に対し、本サービスサイトの

安全確保のため、またはその他の理由により、主催者が必要と認めた場合、入場を拒否また

は一時的に制限する権利を有します。 

 

第18条 （キャンセル） 

出展者は、本サービス利用契約を解約する場合は、書面によって行うものとします。 

２．出展者の都合により、契約出展小間の全部または一部をキャンセルする場合、主催者は

展示会会期初日から起算して 120 日よりも前のキャンセルに対してはキャンセルした出展

小間についての出展料の 30％を、120 日以降のキャンセルに対してはキャンセルした出展

小間についての出展料の全額をキャンセル料として徴収します。 

３．主催者は、徴収したキャンセル料に関係なく、キャンセルされた出展小間を自由に再割

当てすることができるものとします。解約された出展小間が、その後別の出展者に割り当て



られた場合であっても、また、本サービス契約が展示会会期初日から起算して 120 日以降

に成立した場合であっても、出展者はキャンセル料の支払い義務を免除されないことに同

意するものとします。 

 

第19条 （振込手数料） 

出展料、キャンセルによる精算、その他主催者宛ての入金の際の金融機関利用の振込み手数

料は、出展者の負担とします。 

 

第20条 （主催者の保証の否認および免責） 

主催者は、本サービスが出展者の特定の目的に適合すること、期待する機能・正確性・有用

性を有すること、出展者による本サービスの利用が出展者に適用のある法令または業界団

体の内部規則等に適合すること、およびセキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグによ

る不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。 

２．主催者は、出展者の本サービスの利用による出展者の機器に生じた故障もしくは損傷、

その他本サービスに関して出展者が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないもの

とします。 

３．主催者は、出展者および来場者の本サービスの利用環境について一切関与せず、また一

切の責任を負いません。 

４．主催者は、本サービスを利用したことにより直接的または間接的に出展者および来場者

に発生した損害について、一切賠償責任を負いません。 

５．主催者は、出展者、来場者、およびその他の第三者に発生した機会逸失、業務の中断そ

の他いかなる損害（間接損害や逸失利益を含みます）に対して、主催者が係る損害の可能性

を事前に通知されていたとしても、一切の責任を負いません。 

６．本サービスまたは本サービスサイトに関連して、出展者と他の出展者、または来場者を

含む第三者との間において生じた紛争等については、主催者は理由を問わず一切責任を負

いません。 

７．主催者は、本サービスサイトが全ての情報端末に対応していることを保証するものでは

なく、本サービスサイトの利用に供する情報端末のＯＳのバージョンアップ等に伴い、本サ

ービスサイトの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、出展者および来場者はあ

らかじめ了承するものとします。主催者は、かかる不具合が生じた場合に主催者が行うプロ

グラムの修正等により、当該不具合が解消されることを保証するものではありません。 

８．主催者は以下の損害について、理由を問わず一切責任を負いません。 

① データ損失による損害、ネットワーク停止による本サービスの中断、その他の事故

による損害 

② 不正アクセスやウィルス、DoS 攻撃等によって被った損害 

第21条 （不可抗力免責） 



天災地変、戦争、暴動、内乱、テロリズム、重大な疫病、その他の不可抗力、法令・規則の

制定・改廃、公権力による命令・処分その他の政府による行為、争議行為、輸送機関・通信

回線等の事故、その他主催者の責に帰することができない不可抗力による本サービス利用

契約の全部または一部の履行遅滞または履行不能については、主催者は一切の責任を負わ

ないものとします。ただし、当該事由により影響を受けたときは、主催者は、当該事由の発

生を速やかに出展者に通知するとともに、復旧するための最善の努力をし、その費用負担等

につき協議の上、決定するものとします。 

２．主催者は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、出展者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 本サービスにかかるコンピュータシステムの緊急を要する保守点検または更新を

行う場合 

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 

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 

④ その他、主催者が本サービスの提供が困難と判断した場合 

３．主催者は、本サービスの提供の停止または中断により、出展者または来場者を含む第三

者が被ったいかなる不利益または損害について、一切の責任を負わないものとします。 

 

第22条 （権利帰属） 

本サービスに関する所有権および知的財産権は全て主催者または主催者にライセンスを許

諾している者に帰属しており、本サービス利用契約に基づく本サービスの利用許諾は、出展

者に対して、本サービスに関する主催者または主催者にライセンスを許諾している者の知

的財産権の使用許諾を意味するものではありません。 

２．出展者は、本サービスサイトに対して、出展者が限定的なライセンスの権利のみを取得

する者であり、いかなる定めにも関わらず、所有権的権利、著作権、およびその他の知的財

産権が、主催者にライセンスを許諾している者から出展者に譲渡されないことを了承する

ものとします。 

３．出展者は、本サービスサイト、およびこれらに含まれる情報を、前項に定める著作権、

およびその他の知的財産権を侵害しない範囲において、自己の責任と負担において利用す

ることができるものとします。 

４．出展者が、本サービスサイト等の画像、映像等イメージの複製、またはこれらに含まれ

る情報を第三者に対して提供もしくは公表する場合には、第 26 条（契約期間）に定める本

サービス利用契約の有効期間の後といえども、事前に主催者及び主催者にライセンスを許

諾している者の承諾を得るものとします。ただし、次のような自らの活動を PR するもので

あって、良識ある範囲での告知である場合にはこの限りではないものとします。その場合で

も他の出展者の権利を侵害しないよう十分に配慮し、万が一他の出展者との紛争が生じた



ときは、出展者の負担と責任において当該紛争を処理解決するものとします。なお、主催者

及び主催者にライセンスを許諾している者が差し止めを求めた場合には、速やかに応じる

ものとします。 

① 自らのウェブホームページまたは SNS において、自らのブース来場を促す告知の

類のもの 

② 自らのウェブホームページまたは SNS において、バーチャル展示会の活動報告の

類のもの 

 

第23条 （個人情報の取扱い） 

１．主催者は、出展者および来場者の個人情報を取り扱うにあたり、個人情報保護に関する

関係諸法令を遵守します。出展者は、本規約への同意により、本条に定める第三者への提供

について同意するものとします。 

２．主催者は、出展者の個人情報を本サービス履行にあたって必要なやり取りのために、第

三者へ提供することがあります。 

３．主催者は、出展者および来場者に対し、本サービス、および主催者が開催する他の展示

会の広告宣伝のための電子メールおよびその他の広告宣伝物を送信することができます。 

４．出展者は、主催者が指定する設定会社、その他協力会社、および本サービスの取材・特

集企画を行う業界紙誌に、主催者が必要と認めた場合、出展者の個人情報を提供することに

同意するものとします。 

5．出展者は、来場者の個人情報を主催者と共同利用するにあたり，以下に定めるところに

したがい，個人情報保護に関する関係諸法令を遵守するものとします。 

記 

① 共同利用される来場者の個人データの項目：氏名，居住都道府県、性別，年代，所属

（企業・施設・学校等），役職，業種，保有資格，電話番号，e-mail、来場目的 

② 共同利用者の範囲：主催者及び出展者 

③ 共同利用の目的：主催者および本システムにおける出展者の商品（製品）、イベント、

サービスについての販売促進メッセージおよびその他の情報をお客様へ提供するた

め 

④ 来場者の個人データの管理について責任を有する者の氏名または名称：当該個人デー

タを原取得した各会社 

 

第24条 （秘密保持） 

本条において「開示者」とは、出展者および主催者のうち、秘密情報を開示した者をいい、

「受領者」とは、秘密情報を受領した者をいい、「秘密情報」とは、本サービス利用契約の

有効期間中に、開示者から提供または開示された技術上または営業上の情報および資料（こ

の情報および資料にはサンプル、試料等およびノウハウも含みます。以下、同じ）のうち、



以下の各号に定めるものをいいます。 

① 電子的記録媒体、書面その他有体物（以下「有体物」といいます）または電子メー

ル（添付ファイルを含見ます。以下「電子メール」といいます）にて開示または提

供され、当該有体物および当該電子メールに秘密である旨が明示されているもの 

② 口頭で開示された情報のうちで、秘密情報である旨が開示者より開示時に明示され、

かつ、開示日より 30 日以内に、その開示内容を書面化し、秘密情報である旨を表

示したうえで、開示者より受領者に送付または届けられたもの 

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秘密情報から除外されます。 

① 開示者からの受領時に既に公知の情報、または開示者からの受領後に自己の責に帰

すべき事由によることなく公知となった情報 

② 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情報 

③ 開示者から当該情報を受領した時点で既に保有していた情報 

④ 開示者から知り得た情報によらないで独自に開発した情報 

３．受領者は、善良なる管理者の注意義務をもって、受領した秘密情報の取扱いおよび保管

を行うものとします。 

４．受領者は、本サービスの利用または運営以外の目的で秘密情報を使用してはならないも

のとします。 

５．受領者は、本サービスの利用または運営のために必要最小限の範囲に限り、秘密情報の

複製を行うことができるものとします。なお、秘密情報の複製物についても、本条における

秘密情報として扱われるものとします。 

６．受領者は、秘密情報を流出させてはならず、また、開示者の事前の書面による承諾なし

に、第三者に秘密情報を開示してはならないものとします。 

５．受領者は、開示者から要求があった場合、または本契約が終了した場合には、開示者の

指示に従い、開示者から受領した全ての秘密情報を、直ちに開示者に返還または破棄し、返

還または破棄に関する証明書を発行するものとします。 

６．本条の規定は、本サービス利用契約終了後も 3 年間、引き続き効力を有するものとしま

す。 

 

第25条 （反社会的勢力との関係排除） 

出展者および主催者は、相手方に対し、以下の各号のいずれにも該当しないことを表明し、

かつ将来にわたっても該当しないことを保証します。 

① 自己が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運

動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者（以下併せて「反

社会的勢力」といいます）に該当しないこと 

② 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること 

③ 反社会的勢力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 



④ 自己また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、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること 

⑤ 反社会的勢力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 

⑥ 役員または経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難される

べき関係を有すること 

２．出展者および主催者は、相手方に対し、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保証します。 

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相手方の信用を毀損し、または相手

方の業務を妨害する行為 

⑤ その他前各号に準ずる行為 

３．出展者および主催者は、相手方が反社会的勢力もしくは第 1 項各号のいずれかに該当

し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明

および保証に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、何らの催告なくして、出展

者および主催者は、直ちに本契約を解除することができるものとします。当該契約解除が行

われたときには、当該契約解除を受けた相手方は、本サービス利用契約上の債務は期限の利

益を失い、直ちに弁済しなければならないものとします。 

 

第26条 （契約期間） 

本サービス利用契約の有効期間は、出展者が出展申込をして、主催者がこれを承諾した日か

ら展示会会期最終日までとします。 

 

第27条 （本規約および出展要項の変更） 

主催者は、必要と判断した場合には出展者に通知することなくいつでも本規約および出展

要項を変更することがあります。その場合、主催者は、変更後の規約および出展要項を本サ

ービスサイト上に公表し、改訂日を更新します。なお、本規約および出展要項の変更後、本

サービスの利用を開始した場合には，当該出展者は変更後の規約、出展要項に同意したもの

とみなします。 

 

第28条 （禁止事項） 

出展者は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。 

① 主催者または第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行

為、または審議するおそれのある行為 



② 本サービス利用契約に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為 

③ 法令もしくは公序良俗に違反し、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為 

④ 他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為 

⑤ 詐欺等の犯罪に結びつくまたは結びつくおそれがある行為 

⑥ わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する

行為 

⑦ 無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為 

⑧ 第三者になりすまして本サービスを利用する行為 

⑨ 本サービスに対して負荷テストやそれに類する負荷をかける行為 

⑩ 本サービスと同種または類似の業務を行い、当社と競合する行為 

⑪ ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為 

⑫ 第三者の設備等または本サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、

または与えるおそれのある行為 

⑬ 本サービスに関連して反社会的勢力に対して直接又は間接に利益を供与する行為 

⑭ その他、主催者が不適切と判断する行為 

２．主催者は、本サービスの利用に関して、出展者の行為が第 1 項各号のいずれかに該当す

るものでること、または主催者の提供した情報が第 1 項各号のいずれかの行為に関連する

情報であることを知った場合、事前に出展者に通知することなく、本サービスの全部もしく

は一部の提供を一時停止し、または第 1 項各号に該当する行為に関連する情報を削除する

ことができるものとします。ただし、主催者は、出展者の行為または出展者が提供または本

サービスサイトに掲載するデータ等を監視する義務を負うものではありません。 

 

第29条 （契約の解除） 

主催者は、出展者が以下のいずれかに該当する場合には、自らの責めに帰すべき事由の有無

を問わず，事前の通知なく出展者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、

または本サービス利用契約を解除し、出展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 本規約または出展要項のいずれかの定めに違反した場合（違反の内容が軽微である

場合も含む） 

② 出展申込書への登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合 

③ 出展料等の支払債務の不履行があった場合 

④ 主催者からの連絡に対し、一定期間返答がない場合 

⑤ その他、主催者が本サービスの利用を適当でないと判断した場合 

２．主催者は、本条に基づき主催者が行った行為により出展者に生じた損害について、一切

の責任を負いません。 

３．1 項の定めにより、出展者が本サービスの全部もしくは一部が利用できない場合、また



は本サービス利用契約を解除された場合であっても、出展者は出展料相当額を支払う義務

を負うものとします。 

 

第30条 （損害賠償） 

出展者および主催者は、自己の故意または過失により本サービス利用契約に違反し、相手方

に損害（弁護士費用を含みます）を与えたときは、相手方に対し、直接かつ現実に生じた通

常の損害（違反当事者が予見すべきであった特別事情に基づく損害も含む）につき賠償する

責任を負うものとします。この際の賠償すべき損害額は、本サービス利用契約に定められて

いる出展料を限度とします。 

 

第31条 （契約終了時の取扱い） 

本契約が終了した場合においても、第 16 条（事前アポイントシステムの利用）、第 22 条（権

利帰属）、第 23 条（個人情報の取扱い）、第 24 条（秘密保持）、第 30 条（損害賠償）、本条、

第 33 条（紛争の解決）、第 34 条 （準拠法・合意管轄裁判所）の規定は、引き続きその効力

を有するものとします。 ただし、第 24 条（秘密保持）については終了日から 3 年間に限

りその効力を有するものとします。 

 

第32条 （事例の公開） 

主催者は、出展者からの公開を希望しない旨の申し入れがない限り、出展者の商号をはじめ

とした出展情報を、主催者が開催した展示会実績として公開することができるものとしま

す。 

 

第33条 （紛争の解決） 

本サービス利用契約に定める事項について疑義が生じた場合、その他本規約、出展要項に関

して争いが生じた場合は、出展者および主催者の両者が誠意を持って協議し、解決するもの

とします。 

２．前項の協議を行う場合であって、相手方の求めがあるときは、出展者及び主催者は、当

該協議を行う旨の合意を書面又は電磁的記録にて行うものとする。 

 

第34条 （準拠法・合意管轄裁判所） 

本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。 

２．出展者および主催者は、本規約に定める事項および本サービスに関連した内容に関する

一切の訴訟その他の紛争（調停手続きも含む）に関して、主催者の本店所在地を管轄する地

方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。 

 

２０２０年 11 月 1 日 施行 


