
Janus 利用規約 

 

この利用規約（以下、「本規約」といいます。）は、株式会社プロモスト（以下、「当社」と

いいます。）がウェブサイト上で提供するサービス「Janus」（以下、「本サービス」といいま

す。）の利用に関する規約を定めるものです。 個人法人含め登録利用者（以下、「ユーザー」

といいます。）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（本サービスの内容） 

本サービスは、当社が提供する「Google マイビジネス」を一括で管理するシステム、その

他各種サービスの総称をいいます。本サービスの内容詳細についてサービス紹介ページを

ご覧ください。 

 

第 2 条（本規約の適用） 

1. 本規約は、ユーザーと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. 本サービスを利用することにより、本規約に同意したものとみなされます。 

3. 当社が本サービスで提示する、運用ルール、利用料金、プライバシーポリシーおよびそ

の他諸注意等はそれぞれ本規約の一部を構成するものとします。 

4. 本規約と本サービス説明等にて内容が異なる場合、本規約の規定が優先されるものとし

ます。 

 

第 3 条（利用登録） 

1. 登録希望者が当社の定める方法によって利用登録を申請し、当社がこれを承認すること

によって、利用登録が完了します。 

2. 利用登録を行う者は以下を誓約するものとします。 

（1）利用登録時の入力情報は全て真実であると保証する。 

（2）暴力団等の反社会的勢力に所属又は関係を有していないことを保証する。 

（3）守秘義務違反や信認義務違反について訴えられたことがないことを保証する。 

(4) 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、

後見人、保佐人または補助人の同意等を得ていることを保証する。 

(5) 許認可や届出が必要な業種の場合、予め許認可の取得や届出を済ませていることを保

証する。 

3. 当社は、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。 

（1）前項の誓約に違反又は違反する恐れがあると当社が判断した場合 

https://janus.glamorous.tools/


（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）その他、当社が利用登録を相当でないと判断した場合 

4. 登録希望者は、本サービスの利用のために必要な情報提供と Google マイビジネスの操

作権限など必要な権限の提供を予め同意するものとします。 

 

第 4 条（利用料金および支払方法） 

1. ユーザーは、本サービス利用の対価として当社が別途定め当サイトに表示する利用料金

を、当社が指定する方法により支払うものとします。 

2. ユーザーは、支払方法がクレジットカード決済の場合、当社に開示したクレジットカー

ドの情報を、当社が外部委託する決済業者に開示することを予め承諾するもとします。 

3. 当社は本サービスの利用料金を予告無しに改定することがあります。また支払いに関す

る手続き方法を予告無しに変更することがあります。 

 

第 5 条（契約期間） 

1. 本サービスは、利用登録後無料期間である 10 日間経過後、自動的に有料期間に切り替わ

ります。 

2. 前項の有料期間後は 1 か月毎の自動更新となります。解約申請フォームからの解約申請

による利用継続停止の連絡をしない限り、同じ条件での自動更新となります。なお、当社は、

この自動更新に関して通知や掲示など一切行いません。詳細はキャンセルポリシーをご覧

ください。 

 

第 6 条（解約方法） 

1. 本サービス利用の解約方法は当社が別途定めるキャンセルポリシーによるものとします。 

2. 当社は、キャンセルポリシーを予告無しに改定することがあります。 

 

第 7 条（個人情報について）  

 個人情報は、当社が別途定めるプライバシーポリシーに則り、適正に取り扱うこととしま

す。 

 

第 8 条（秘密保持） 

1. 本規約において「秘密情報」とは、利用契約又は本サービスに関連して、ユーザーが、

当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、

当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報を意味します。但

し、以下のものは、「秘密情報」から除きます。 

(1)当社から提供若しくは開示がなされたとき又は知得したときに、既に一般に公知

となっていた、又は既に知得していたもの 



(2)当社から提供若しくは開示又は知得した後、自己の責めに帰せざる事由により刊

行物その他により公知となったもの 

(3)提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に

取得したもの 

(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの 

(5)当社から秘密保持の必要なき旨書面で確認されたもの 

2. ユーザーは、秘密情報を本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、当社の書面

による承諾なしに第三者に当社の秘密情報を提供、開示又は漏洩しないものとします。 

3. 第 2 項の定めに拘わらず、ユーザーは、法律、裁判所又は政府機関の命令、要求又は要

請に基づき、秘密情報を開示することができます。但し、当該命令、要求又は要請があった

場合、速やかにその旨を当社に通知しなければなりません。 

4. ユーザーは、秘密情報を記載した文書又は磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に

当社の書面による承諾を得ることとし、複製物の管理については第 2 項に準じて厳重に行

うものとします。 

5. ユーザーは、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指示に従い、秘

密情報並びに秘密情報を記載又は包含した書面その他の記録媒体物及びその全ての複製物

を返却又は廃棄しなければなりません。 

 

第 9 条（権利の帰属） 

当社のサイト（以下、「当サイト」といいます。）を構成するすべての情報、商標及び商号な

らびに当社が提供するサービスおよびそれに付随する情報全般に関する権利は、当社、当社

への情報提供者等に帰属するものであり、ユーザーは、同権利等を侵害する行為を一切行っ

てはなりません。 

 

第 10 条（情報の転載等の禁止） 

1.  当サイトを構成するすべての情報（データ、記事、コメント、画像等）の著作権は、当

社に帰属します。当サイトのユーザーは、当社が特段の事情があると判断した場合を除き、

当サイトのすべての情報を他のサイト、雑誌、広告等に転載できません。 

2.  前項に違反して当サイトに掲載の情報等を無断で転載した場合、当社は、同違反者に対

し、著作権法に基づく措置を行うことがあります。 

 

第 11 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）当社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 



（4）当社のサービスの運営を妨害するおそれのある行為 

（5）他のユーザーに成りすます行為 

(6) 本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 

（7）本サービスが予定している利用目的と異なる目的で本サービスを利用する行為 

(8) 当社または第三者の法令上または契約上の権利を侵害する行為 

(9) 宗教活動または宗教団体への勧誘行為 

(10) Google 利用規約、Google マイビジネス追加利用規約及びそれに付随する Google の

規約に違反する行為 

(11)その他、当社が不適切と判断する行為 

 

第 12 条（本サービスの提供の停止等） 

1. 当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、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）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 

（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、当社が本サービスの提供が困難と判断した場合 

2. 当社は、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、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。 

3. 当社は、本条第 1 項に掲げる事由にかかわらず、1 か月の予告期間をもってユーザーに

通知のうえ、本サービス全体の提供長期的に中断もしくは終了することができるものとし

ます。 

 

第 13 条（利用制限および登録抹消） 

1. 当社は、以下の場合には、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（解除）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）登録された連絡先に当社が連絡しても相当な期間返答がない場合 

（4）その他、当社が本サービス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 14 条（免責事項） 



1. ユーザーの行為が Google の利用規約等に違反し、Google アカウントの削除・停止、

Google マイビジネスの情報が削除される等本サービスの利用に支障が起きた場合、当社は

一切責任を負いません。これによって本サービスの利用ができなくなった場合でも返金は

一切ございません。当社はユーザーと Google 合同会社の交渉等に一切関与いたしません。 

2. 当社は、ユーザー等のＰＣ、スマートフォン及びタブレット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。 

3. 本サービス上にてユーザーが登録、発信する情報はユーザー自身の判断、責任に基づく

ものであり、内容の正確性、適法性について当社は何ら保証するものではありません。 

4. 当社は、本サービスに関して、ユーザーと他のユーザーまたは第三者との間において生

じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負いません。 

5. 当社の債務不履行責任は、当社の故意または重過失によらない場合には免責されるもの

とします。 また、当社が債務不履行、不法行為に基づき、かつ当社に故意又は重過失があ

る場合、 当社はユーザーが直接の結果として現実に被った通常の損害を上限として損害賠

償責任を負うものとします。 

6. ユーザーの行為により、Google 合同会社を含む第三者から当社が損害賠償等の請求をさ

れた場合には、ユーザーの費用（弁護士費用）と責任で、これを解決するものとします。当

社が、当該第三者に対して、損害賠償金を支払った場合には、ユーザーは、当社に対して当

該損害賠償金を含む一切の費用（弁護士費用および逸失利益を含む）を支払うものとします。 

7. ユーザーが本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、利用者等の費用と責

任において当社に対して損害を賠償（訴訟費用および弁護士費用を含む）するものとします。 

 

第 15 条（広告の掲載について） 

ユーザーは、本サービス上にあらゆる広告が含まれる場合があること、当社またはその提携

先があらゆる広告を掲載する場合があることを理解し、これを承諾したものとみなします。

本サービス上の広告の形態や範囲は、当社によって随時変更されます。 

 

第 16 条（サービス内容の変更等） 

当社は、ユーザーに通知することなく、本サービスの内容を変更することができるものとし、

これによって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 17 条（利用規約の変更） 

1.当社は、必要と判断した場合には、いつでも本規約を変更することができるものとします。 

2. 当社は、本規約を変更するときは、その内容について 1 週間以上の予告期間をおいて当

社所定の方法によりユーザーに通知します。 

3．前２項に定める本規約の変更の効力は、当社が設定した時点から生じるものとします。

4. 本規約の内容の改定を承諾しないユーザーについては、本サービスを利用できないもの



とします。なお、本規約の変更後、ユーザーが本サービスを利用した場合には、本規約の変

更に承諾したものとみなします。 

 

第 18 条（通知または連絡） 

ユーザーと当社との間の通知または連絡は、当社の定める方法によって行うものとします。 

 

第 19 条（権利義務の譲渡の禁止） 

ユーザーは、当社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。 

 

第 20 条（違約金及び損害賠償） 

ユーザーが本規約に違反又は不正又は違法行為を行った事により当社に損害が生じた場合、

その一切の損害（弁護士費用含む）を当社に賠償するものとします。 

 

第 21 条（本サービスの譲渡） 

1. 当社は、本サービスの事業を第三者に譲渡した場合、本サービスの運営者たる地位、本

規約上の地位、 本規約に基づく権利、義務及び登録情報及びその他情報を、当該事業の譲

渡人に譲渡することができるものとし、 ユーザーは、本規約への同意を持って当該譲渡に

ついて予め同意するものといたします。なお、本条に定める事業譲渡には、 通常の事業譲

渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含みます。 

2. 前項の場合、譲渡された権利の範囲内でユーザーの ID を含む、本サービスに係るユーザ

ーの一切の権利が譲渡先に移転するものとします。 

 

第 22 条（分離可能性） 

本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り無効また

は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの条項および一部が無効または執

行不能と判断された条項の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 

 

第 23 条（準拠法・裁判管轄） 

本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。 

本サービスに関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審

の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

制定日 2020 年 12 月 10 日 

 


