
利 用 規 約 

第 1 条（総則） 

1-1（契約） 

お客様が「チームに参加する」、「サインアップする」または同様の項目をクリックすること、

FBTのサービス（下記）に登録すること、アクセスすること、または使用することにより、

お客様は、エフビートライアングル株式会社（以下「FBT」と言う。）と法的に拘束力のある

契約を締結することに同意したものとみなします（会社に代わって FBTのサービスを使用し

ている場合も含みます）。この契約（以下「本契約」と言う。）に同意できない場合には、「チ

ームに参加する」（または同様のもの）をクリックせず、FBTのサービスにアクセスしたり

使用したりしないでください。 

FBTのサービスの利用は、FBTの「プライバシーポリシー」の対象となります。 

 

1.2 「FBTのサービス」 

本契約は、Sunbears ブランドのアプリケーションおよび Sunbears 関連の他のサイト、 アプリ

ケーション、通信および本契約に基づいて提供されるその他のサービス（以下「本 サービス」

と言う。）に適用されます。 

 

1.3 （会員） 

FBT の本サービスの登録ユーザーを「会員」とします。 

 

1.4（変更） 

FBT は、本契約および FBT の「プライバシーポリシー」を随時変更することがあります。 

FBT が重大な変更を行った場合、FBT は本サービスを通じて、またはその他の手段によって

通知し、変更が有効になる前に、その変更を確認する機会を提供します。もしお客様が変更

に異議がある場合は、ご自分のアカウントを閉鎖することができます。条項の変更に関する

通知を公表または送信した後、お客様が本サービスを引き続き使用した場合は、更新された

条項に同意したものとみなします。 

 

第 2 条（義務） 

2.1（サービスの適格性） 

本サービスを利用するには、以下の事項に同意するものとします。 

（1）SunBearsアカウントは 1つであること。 

（2）FBTにより本サービスの利用を制限されていないこと。 

 

2.2（お客様のアカウント） 

お客様は、以下の項目に同意するものとします。 

（1）強力で安全なパスワードを選択する。 

（2）パスワードを安全かつ機密に保つ。 

（3）アカウントのいかなる部分も移転しない（接続など）。 

（4）法律および「『同意事項と禁止事項』のリスト」（第 8 条）に従う。 

なお、お客様がアカウントを閉鎖したり、誤った使い方を FBTに報告したりしない限り、ア

カウントを通じて発生したすべてについて、お客様が責任を負うこととします。 

 

2.3（支払い） 



お客様が事前に設定されたプランに従って、サービス料金を支払うことになります。 

FBT は、第三者による支払いプラットフォームである Stripe、Stripe APIを使用し、Stripe 

アカウントを使ったクレジットカード、デビットカードの取引により処理を行います。 

Stripe Check Outを使用することで、Stripeの利用規約に拘束されることについて、同意し

たものとみなします。 

お客様は、FBTがお客様の本サービスの使用を通じて発生する支払いおよび金銭的な取引に

ついて一切の責任を負わないことを明確に理解し、同意するものとします。 お客様は、すべ

ての支払いと金融取引が Stripeによって処理されることを明確に理解し、同意するものとし

ます。 

Stripeを通じて、盗難されたクレジットカードや不正なクレジットカードを用いて、決済 

処理してはいけません。 

 

2.4（お客様の情報） 

お客様は、お客様のチームの選手やスタッフの個人的な情報（名前、生年月日、背番号、性

別、ポジション、コンディション、身長、体重を含む）、写真及び試合のスコアブックの情報

を、本サービスを通じて提供することができます。 

お客様は、法律や他者の権利（プライバシー権や知的財産権を含む）に違反しないコンテン

ツまたは情報のみを提供することについて、同意するものです。 また、お客様が提供した情

報は、真実であることに同意するものとします。 FBT は、特定の国の特定の情報またはコン

テンツを削除について、法律で要求されることがあります。 

 

第 3 条（権利と制限） 

3.1（ FBT へのライセンス） 

1. お客様と FBTの間では、お客様は本サービスに提出するコンテンツおよび情報を所有して

おり、FBTに以下の非独占的ライセンスのみを許諾しています。お客様他の更なる同意や通

知、補償をすることなく、本サービスを通じて提供される情報およびコンテンツの使用、複

製、変更、配布、公開、および処理を行うための、世界中の譲渡可能かつサブライセンス可

能な権利。 

2. 「プライバシーポリシー」の条項に従って、FBTがお客様の情報にアクセスし、保管し使

用することに、お客様は同意するものとします。FBTは、お客様の情報をもとに会員に統計

的なデータを提供する目的でお客様の情報を使用および編集することができます。 

3. お客様は、特定のコンテンツについて、当該コンテンツを本サービスから削除するか、ア

カウントを閉鎖することにより、このライセンスを終了させることができます。ただし、a）

お客様が本サービスの一部として、他のユーザーと共有し、他のユーザーが当該情報を複製、

再共有、蓄積した範囲のコンテンツ、及び（b）バックアップや他のシステムから削除するの

に合理的な期間については、これを除くものとします。 

4. 本サービスに関する FBT への提案、その他のフィードバックを提出することにより、お客

様は、FBT がお客様に補償することなく、いかなる目的のためにも当該フィードバックを使

用し、共有すること（ただし、しなくてもよい）に同意したものとみなします。 

 

3.2（サービスの利用可能性） 

FBTは、その裁量により、サービスの変更、サービスの一時停止または終了、または将来的

な価格の改定および変更を行うことがあります。法律で認められた範囲において、お客様に



通知された時点で、前述の変更は有効になります。FBTはお客様が提供した情報を保存した

り、引き続き表示したりすることについて、お約束するものではありません。 

 

3.3（制限） 

FBTは、お客様の本サービス使用を制限する権利を保有しています。FBTが本契約または法

律に違反している可能性があると判断した場合、あるいは本サービスを誤って使っている

（例えば、「同意事項と禁止事項」に違反している）と判断した場合、FBTはお客様のアカ

ウントを制限、停止する権利を保有しています。 

 

3.4（知的財産権） 

FBTは、本サービスにおける知的財産権の全てを保有します。本サービスを使用しても、本

サービスまたは本サービスを通じて利用可能になったコンテンツ、または情報の所有権はお

客様に付与されません。 本サービスに使用される Sunbearsの商標、サービスマーク、グラ

フィックス、およびロゴは、FBTの商標または登録商標です。 

 

第 4 条（免責事項と責任の制限） 

4.1（無保証） 

法律上許される範囲で、FBTは、（A）すべての黙示的な保証および表明（商品性、特定の目

的への適合性、データの正確性、および非侵害性の保証）をいたしません。（B）サービスが

中断またはエラーなしで機能することを保証するものではありません。（C）本サービス

（「コンテンツ」および「情報」を含む）を「現状のまま」及び「利用可能な状態」で提供し

ます。なお一部の法律は、特定の免責事項を認めていないため、これらの免責事項の一部、

または全部がお客様に適用されない場合があります。 

 

4.2（責任の除外） 

法律上許可されている範囲内で（FBTが書面で本契約に優先するような別途の契約を締結し

ていない限り）、間接的、偶発的、特別、派生的、または懲罰的損害、または本サービス（例：

法律上の虚偽記載、法的拘束力のある陳述、時間の喪失、使用、変更、情報またはコンテン

ツ）に関連するデータ・機会・評判・利益または収入の損失について、FBTはお客様または

第三者に責任を負わないものとします。 

FBTの責任は、いかなる場合においても、お客様が直近で支払われた本サービスに対する月

額または年額の料金の 5倍を上限とします。 

この責任の制限は、お客様と FBTの間の契約の基礎の一部であり、FBTまたはその提携企

業が、その可能性を否定した場合でも、すべての責任訴訟（保証、不法行為、契約、法律）

に適用されるものとします。これらの救済が本質的な目的を達成しなくても、それ以上の損

害は一切負いません。 

一部の法律は、責任の制限または排除を認めていないため、これらの制限はお客様に適用さ

れない場合があります。 

 

第 5 条（終了） 

お客様と FBTは、いつでも相手方に通知して、本契約を終了することができます。解約時に

は、お客様は本サービスへのアクセス、または使用の権利を失うことになります。以下の権

利等は契約終了後も存続するものとします。 

•お客様のフィードバックを使用、及び開示する権利 



•契約終了前に FBTが複製または編集した範囲内で、お客様が本サービスを通じて提供した

情報について会員が共有する権利 

•本契約の第 4 条、第 6 条、及び第 7 条 

•契約終了前に、契約当事者のいずれかが支払い債務を負った金銭の請求権 

 

第 6 条（紛争解決） 

お客様は、本契約、あるいは本サービスに関連するいかなる紛争についても、抵触法のルー

ルを除き、日本の法律が独占的に適用されることに同意するものとします。 契約当事者は、

請求のすべてについて日本の東京でのみ訴訟を起こすことができることに同意し、それぞれ

東京の裁判所に人的裁判管轄権があることに同意するものとします。 

 

第 7 条（一般条項） 

7.1  

本契約上の権限を有する裁判所が、本契約の一部について執行することができないと判断し

た場合、裁判所が、本契約の意図を変えないまま条件を変更して強制的に実施することつい

て、契約当事者は同意するものとします。裁判所が条件を変更できない場合には、裁判所に

強制できない部分を取り除き、裁判所が本契約の残りの部分を強制的に執行できることにつ

いて、本契約の当事者は同意するものとします。法律で認められる範囲で、本契約の英語版

は拘束力があり、その他の翻訳は便宜上のものとします。 本契約（お客様が本サービスの特

徴に使用する際に FBTが提供する可能性のある追加条件を含む）は、本サービスに関する本

契約の当事者間における唯一の合意であり、本サービスのすべての事前契約に優先します。 

 

7.2 (放棄の否定） 

FBTが本契約の違反について強制執行をしない場合でも、FBT が本契約を強制する権利を放

棄したことを意味するものではありません。  

 

7.3 (譲渡） 

お客様は、本契約（またはお客様の会員資格または本サービスの利用）を FBT の同意なしに、

第三者に譲渡または譲渡することはできません。 ただし、お客様の同意なく FBT が本契約

を購入した当事者に譲渡することについて、お客様は同意するものとします。 本契約には、

第三受益者は存在しません。 

 

7.4 （通知） 

FBTに対して法的通知を提供する唯一の方法は、第 9 条に記載されているアドレスに対して

行うことに、お客様は同意するものとします。 

お客様は、次の方法で FBTが通知をすることに同意します。（1）本サービス内での通知、ま

たは（2）お客様が提供した連絡先情報（電子メール）へのメッセージ 

 

第 8 条「同意事項」と「禁止事項」 

8.1（同意事項） 

お客様は、次のことに同意します。 

1.プライバシー法、知的財産法、スパム対策法、輸出管理法、税法、規制要件など、すべて

の適用法を遵守します。 

2. FBTに正確な情報を提供し、更新します。 



3.正しい使い方で本サービスを使用します。 

 

8.2（禁止事項） 

お客様は、次の禁止事項を行いません。 

1. 本サービスに関連して不法、または正確でない方法で操作する（不正、虐待、差別的であ

ることを含む）。 

2. SunBears に不正確、架空の情報またはデータを提供する。 

3.お客様の身元、お客様の現在、または以前のチームまたはチームのメンバーの身元を誤っ

て伝える。 

4.本サービスを毀損したり、本サービスからプロファイルやその他のデータをコピーしたり

するために、ソフトウェア、デバイス、スクリプト、ロボット、その他の手段やプロセスを

開発、サポート、または使用する。 

5.アクセス制御またはサービス使用制限（キーワード検索の上限など）を迂回するまたは回

避する。 

6. FBT の同意なしに、直接または第三者（検索エンジンなど）を通じて、本サービスから取

得した情報をコピー、使用、開示または配布する。 

7.この契約に違反して取得したデータを使用、開示または配布する。 

8.お客様が開示の同意を得ていない情報（他人の機密情報など）を開示する。 

9.著作権、特許、商標、営業秘密、またはその他の財産的権利を含む他者の知的財産権を侵

害する。たとえば、許可なく他の人の投稿やその他のコンテンツ（利用可能な共有機能を除

く）を複製または配布してはならない。（当該許可は、クリエイティブコモンズのライセンス

に基づき、投稿することで付与される） 

10. FBT の知的財産権その他の権利を侵害するような次の行為（ただし以下に限定されな 

い）ビジネス名、電子メール、または URL に「Sunbears」という単語または FBTのロゴ 

を使用する。 

11.オープンソースではない本サービスまたは関連する技術について、リバースエンジニアリ

ング、逆コンパイル、逆アセンブル、解読、またはソースコードの誘導を試みる。 

12.本サービスに含まれる著作権、商標またはその他の財産的権利に関する表示を削除する。 

13.ボットやその他の自動化された方法を使用して、本サービスにアクセスし、連絡先を追加

またはダウンロードし、メッセージを送信または転送する。 

14.本サービスの外観または機能を「フレーミング」、「ミラーリング」、または他の方法を使

ってまねる。 

15.本サービスまたはその外観の上書きまたは変更をする。 

16.FBT が明示的に提供しているモバイルアプリケーションや slideshare.net などのサービス

以外のインターフェースから本サービスにアクセスする。 

17.意図しない作業のために本サービスを使用する 

18.本サービスのセキュリティ機能を無効にする。 

 

第 9 条（お問い合わせ方法） 

FBTに通知またはプロセスのサービスを送信したい場合は、オンラインまたはメールで 

連絡してください。 

 

第 10 条 データ処理契約(GDPR) 

 



10.1この規定は次の場合に適用されます。 

-ユーザーであるお客様が、欧州連合内で設立された場合；  

-ユーザーであるお客様が、欧州連合内で設立はされていないものの、Sunbearsアプリケー

ションおよびウェブサービスを使用して 

(a) データ主体への支払いが必要かどうかに関係なく、欧州連合のデータ主体に商品またはサ

ービスを提供する場合; または 

(b)データ主体の行動を監視する場合で、監視が欧州連合内で行われる場合; または 

- GDPRが適用されるその他の場合。 

 

これらの場合、本条の規定は、本契約の他の規定に優先されます。 

 

10.2 本条で使用される用語の意味は次のとおりです： 

“データ処理者”: データ管理者の名前で個人データを管理する自然人または法人、公的機関、

またはその他の機関； 

“情報処理”: データやデータセット上で、自動または非自動で実行される収集、記録、整理、

分解、変更、取得、コンサルティング、使用、通信転送、拡散または作成など、他の方法で

リンクし、制限し、削除する操作またはそれら全体； 

“データ管理者”: 独立して、または他者と共同して、個人データの処理の目的とツールを定義

する、自然人または法人、公的機関、機関またはその他の団体； 

“データ主体”: 特定または特定可能な自然人; 

“個人データ”: データ主体に関する情報； 

“個人データの侵害”: 偶発的または違法な破壊、損失、改変、送信、保存、またはその他の方

法で処理された個人データの不正開示またはアクセスにつながるセキュリティ違反； 

“サービス”: 本契約で定義されているサービス、すなわち Sunbearsアプリケーションおよび/

またはウェブサービス； 

“GDPR”: 個人データの処理およびそのようなデータの自由な移動に関する自然人の保護に関

する欧州議会および 2016年 4月 27日の理事会の規制（EU）2016/679。 

 

10.3 本契約に記載されているデータ処理アクティビティの目的上、FBTはデータ処理者とし

て機能し、ユーザーであるお客様はデータ管理者として機能します。本契約に記載されてい

るサービスの提供中、データ処理者は、GDPRまたはその他の適用されるデータ保護の法律

または規定に従って個人データとして認められるデータ管理者またはデータ管理者に関する

データを受信またはアクセスする場合があります。 

 

10.4 データ管理者は、データ管理者に代わって、その指示に従ってサービスに関連する個人

データの処理を実行するためにデータ処理者と契約し、データ処理者は本契約に署名するこ

とによりこの契約を受け入れます。手順は、付録 1として添付されているドキュメントに詳

細に記載されており、SunbearsアプリケーションおよびWebサービスのコンテキストでの

データ処理操作の詳細な説明が提供されています。 

 

10.5 これにより、データ管理者は、データ処理者が処理者のさらなるデータ処理者のサービ

スを使用することを許可します。データ処理者は、データ管理者がこれらの変更に異議を唱

える可能性を保証することにより、データ管理者に、さらなるデータ処理者の使用または交

換に関連する想定される変更を通知します。データ処理者が、データ処理者に代わって実行



される特定のデータ処理活動のためにデータ処理者のサービスを使用する場合、この契約に

定められたデータ保護義務は、このデータ処理者に適用されます。データ処理者は、データ

管理者に Google LLC のサービスを追加のデータ処理者として使用していることをここに通

知します。 

 

10.6データ処理者は、個人データの第三国または国際組織への転送を含み、データ管理者の

書面による指示に従ってのみ個人データを処理します。これの例外は、データ処理者に適用

される法律によって処理が提供される場合です。この場合、データ処理者は、重要な場合に

適用される法律によってデータ管理者の通知が禁止されていない限り、処理前にこの法律を

データ管理者に通知します。 

 

10.7 本契約の当事者は、データ管理者がデータ処理操作およびデータ処理自体に関連する指

示の合法性について責任を負うことを宣言します。特に、データ管理者は、有効な法的根拠

に基づいて処理が実行されること（GDPR第 6条で規定）、及び必要な情報がデータ主体に

提供されること（GDPRの第 13および 14条で規定）を保証します。この目的のために、デ

ータ管理者はデータ処理者が作成したプライバシーポリシーを使用できます。 ただし、デー

タ処理者は、データ管理者によるこの文書の使用に関する責任を除外します。データ管理者

は、データ主体に情報を提供する範囲と手段に関する独自の法的評価を実施し、それに応じ

てそれぞれの義務を遵守するものとします。データ管理者は、データ管理者からデータ処理

者への個人データの転送を含む、第三国への個人データの転送が、GDPRの適用規定に準拠

することを保証するものとします。 

 

10.8 データ管理者は、データ処理者の施設での契約に従って活動の実施を監査する権利があ

ります。データ管理者は、監査が行われる少なくとも 15営業日前までに、監査の時間と方法

を示すものとします。 

 

10.9 データ処理者は、個人データを処理する資格のある人物が機密保持を約束するか、該当

する法律の下での機密保持義務を負うことを保証します。 

 

10.10 データ処理者は、データセキュリティを確保するために法律で定められた対策を講じま

す。データ処理者は、適切な保証を提供して、データ処理が該当する法律で定められた要件

に準拠することを保証し、データ主体の権利の保護を保証する適切な技術的および組織的手

段を実行する義務があります。個人データの安全を確保するためには、とりわけデータ処理

者は、保管されている個人データが、データ処理の目的に関連してのみ、承認された人によ

って、内部システムの利用または直接でのみアクセスされるということを確実にしなければ

ならず適切な物理的保護を確保するために、個人データを保存するデバイスを立入禁止区域

に配置しなければなりません。 

 

10.11 データ処理者は、処理の本来的性質を考慮して、データ管理者が適切な技術的および組

織的手段でデータ主体の権利の行使に関連する要求に応じる義務を果たすための支援をしま

す。 

 



10.12 データ処理者は、データ処理の本来的性質とデータ処理者が利用できる情報を考慮して、

データのセキュリティとデータ保護の影響評価に関連する法律で定められた義務をデータ管

理者が遵守するのを支援します。 

 

10.13データ主体の権利の実行を確保することは、データ管理者の排他的義務です。データ処

理者はデータ主体の権利の実行を保証する義務を負わず、権利を有しません。同時にデータ

処理の本来的性質を考慮して、データ処理者は、データ管理者がデータ主体の権利の行使に

関連する要求に応じるという義務を遵守できるよう、可能な限り支援します。データ管理者

の要求に応じて、可能な限り、データ処理者は、データ管理者が GDPRによって規制されて

いる情報およびデータ主体によるアクセス権、修正権、異議を述べる権利、処理を制限する

権利、個人データを消去（削除）する権利、またはデータを移植する権利に関連して、デー

タ主体の質問に対する回答を提供することを支援するものとします。データ主体が多少なり

ともデータの処理に反対すること、またはデータ管理者に対する権利を行使することを認識

した場合、データ管理者はこの事実に関する情報を、データ管理者の指示に従ってデータ処

理タスクを実行し続けるべきデータ処理者に遅滞なく伝達することを約束します。データ管

理者の指示によりデータ処理者に費用が発生し、データ管理者が GDPRの第 12条のセクシ

ョン（5）に従ってデータ主体に費用を請求する場合、データ管理者はデータ処理者の正当な

費用を払い戻すものとします。 

 

10.14データ処理者は、法律で指定された義務を順守するために必要であって、実地検査を含

む、データ管理者またはデータ処理者が雇った監査人による監査を可能にし、促進するすべ

ての情報をデータ管理者に提供します。本条で指定されている情報で、権限が無い人に使わ

れたり得られたり、他の人に公開されたり発行されたりした場合には、データ処理者の正当

な金銭的、経済的または市場における利益が侵害または脅かされることになるような情報は、

データ処理者の営業上の秘密とみなされます。データ管理者は、営業秘密の保持を確約し、

データ管理者によるこの義務の違反に起因するデータ処理者のすべての損害を補償する義務

があります。 

 

10.15データ管理者の指示のいずれかが GDPRまたは他の適用法に準拠していないように思

われる場合、データ処理者は遅滞なくデータ管理者に通知します。この場合、データ管理者

が確認または変更しない限り、データ処理者は問題の指示の実行を一時停止することを決定

できます。 

 

10.16データ処理者は、過度の遅延なしに、個人データの侵害に気付いてから遅くとも 48時

間以内に、データ管理者に通知する義務があります。当該侵害はリスク評価を実行し、デー

タ管理者が 72時間以内に管轄のデータ保護機関にデータ保護インシデントを報告するための

十分な時間が残るような方法で、データ管理者とデータ処理者によって共同で調査します。 

 

10.17サービスの提供を完了した後、データ処理者は、データ管理者の決定に基づいてすべて

のデータを削除またはデータ管理者に返却し、個人データの保持が法律で定められていない

限り、既存のコピーをすべて遅滞なく削除するものとします。 


