LOCAL MATCH サービス利⽤規約
LOCAL MATCH サービス利⽤規約（以下「本規約」といいます）は、株式会社 LIFULL
（以下「当社」といいます）が提供する地域移住に関⼼のある⼈材と地域とを繋ぐプラット
フォームサービス「LOCAL MATCH」
（以下「本サービス」といいます）を会員にご利⽤い
ただくにあたり、当社と会員との間の契約の内容をなすものであり、会員による本サービス
の利⽤については、本規約及びその他当社が定める個別規約（以下、総称して「本規約等」
といいます）が適⽤されます。
【⽤語の定義】
本規約における⽤語の定義は、次のとおりです。
① 本サイト：本サービスを提供するために当社が運営するウェブサイト
（http://local.lifull.jp/localmatch/）をいいます。
② 会員：当社が、本規約等の定めにより本サービスの利⽤を認めた者をいいます。
③ 会員登録情報：会員が本サービスにおいて登録する当該会員に関するコンテンツをい
います。
④ 会員提供情報：会員が本サービスにおいて掲載することを希望し当社に提供するサー
ビス利⽤者向けのコンテンツ（地域の仕事、イベント、移住体験施設、移住相談窓⼝等
の募集等に関するコンテンツを含みます。
）をいいます。
⑤ コンテンツ：⽂章、画像、動画その他⼀切の情報等をいいます。
⑥ 掲載情報：会員提供情報をもとに、当社が編集・加⼯・作成し本サービスに掲載するコ
ンテンツをいいます。
⑦ 知的財産：商標権、特許権、実⽤新案権、意匠権、著作権（著作権法第 27 条及び第 28
条に定める権利を含みます）
、デザイン、ノウハウその他⼀切の知的材残（それらの権
利を受ける権利及びそれらの権利の登録等を出願する権利を含みます）をいいます。
⑧ サービス利⽤者：本サービスを通じて掲載情報の閲覧、問合せ等を⾏う者をいいます。
⑨ メッセージ：会員及びサービス利⽤者が本サービスのメッセージ機能を利⽤して相互
に送信するメッセージをいいます。
⑩ 本情報：(ⅰ)会員登録情報のうち会員が本サービス上に掲載・公開することを許諾する
情報、及び(ⅱ)会員提供情報を総称して「本情報」といいます。
⑪ 本サービス利⽤契約：本規約に基づき当社と会員との間で成⽴する本サービスの利⽤
に関する契約をいいます。
⑫ 採⽤：会員がサービス利⽤者と雇⽤契約を締結し、かつ当該サービス利⽤者の会員にお
ける勤務が開始されたことをいいます。
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⑬ 参加：イベントやツアーに参加したことをいいます。
⑭ 宿泊：宿を利⽤したことをいいます。
⑮ 相談：相談窓⼝を利⽤したことをいいます。
第 1 条（⽬的）

当社及び会員は、本サービスを通じて、互いに協⼒し、サービス利⽤者が地域の仕事、
イベント、移住体験施設、移住相談窓⼝等の情報をインターネット上で⼿軽に検索でき
る仕組みを発展させることで、地域との関わりや移住を促進することを⽬的とします。
第 2 条（会員登録）

1.

会員になろうとする者は、当社所定の⼿続に従って会員登録を⾏うものとします。会員
になろうとする者は、当社に対して会員登録を⾏ったことをもって、本規約等に同意し
たものとみなされ、当社が会員登録を承認した時点で本サービス利⽤契約が成⽴する
ことを了承するものとします。

2.

退会した会員が再度本サービスの利⽤を希望する場合には、当該会員は、再度、本条に
定める⼿続を⾏うものとします。

第 3 条（本サービスの提供）

1.

当社は、会員に対し、本サービスを提供するものとします。

2.

会員は、本サービスにおいて、当社が別途提⽰するサービスを利⽤することができます。

3.

本サービスは、会員のみが利⽤することができるものとします。

4.

会員は、⾃⼰の責任と負担により、本サービスを利⽤するために必要な電気通信回線、
電気通信機器、コンピュータ、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全て
の機器等（以下「会員設備」といいます）を⽤意するものとします。当社は、会員設備
に関し⼀切関与せず、また、本サービスの利⽤⼜は本サイトへのアクセスによる会員設
備の故障等及びこれに起因するデータの消失、損傷等につき、⼀切の責任を負わないも
のとします。

5.

当社は、会員に対する予告なく、本サービスを提供するためのシステムに関するバージ
ョンアップ及び仕様変更を⾏うことができるものとします。

6.

当社は、会員に対する予告なく、本サービスにおけるサービス・機能等を追加・変更す
ることができるものとします。

7.

会員は、当社所定の⽅法及び内容にて、会員登録情報及び会員提供情報を当社に提供す
るものとします。

8.

当社は、会員提供情報に従って、当社所定のフォーマットに⼊⼒し掲載情報を作成する
ものとします。

9.

会員は、会員提供情報を本サービスに掲載することについて正当な権限を有しており、
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会員提供情報を本サービスに掲載することが第三者の権利を侵害しないことを保証し
ます。会員提供情報に係る著作権その他の権利について、本サービスに掲載するために
第三者から許諾を受ける必要がある場合には、会員の責任と費⽤負担において、これを
事前に完了するものとします。
10. 会員提供情報及び掲載情報について、当社が当社名義の SNS 等で拡散することを会員
は予め承諾します。
11. 当社が不適切と判断した情報は当社の裁量により掲載しない場合があることを会員は
あらかじめ了解します。
12. 当社が会員提供情報の提供を受けてから掲載までに、情報⼊⼒等に必要な期間を要す
ることによるタイムラグ（少なくとも 2 週間）が⽣じることについて、会員は予め承諾
するものとします。
13. 会員提供情報の提供の遅延その他会員の責めに帰すべき事由により、掲載期間が短く
なった場合、当社は何らの責任も負わないものとします。
14. 会員が掲載の取りやめを希望するときは、書⾯（電⼦メールを含みます。
）により当社
に通知するものとします。
15. 会員は、サービス利⽤者に対してメッセージの送信、採⽤・不採⽤の通知その他の連絡
をする場合は、本サイトを通じて⾏うものとします。ただし、書類の送付はこの限りで
はありません。
16. 会員は、当社所定の運⽤細則（当社が別途定める場合）に従うものとします。
17. 会員は、本サービスの運営及び成果等について、当社が当社名義の SNS 等で拡散する
ことを予め承諾します。
第 4 条（ID 及びパスワード）

1.

会員は、当社から付与された本サービス利⽤のための ID 及びパスワードを利⽤するも
のとします。

2.

会員は、当社の事前の承諾なく、本サービス利⽤のための ID 及びパスワードを第三者
に利⽤させること、譲渡、貸与等することはできないものとします。

3.

会員は、本サービス利⽤のための ID 及びパスワードを会員⾃⾝の責任で管理するもの
とします。

4.

会員が ID 及びパスワードの不適切な管理、使⽤上の過誤、第三者による不正使⽤等に
より被った損害については、会員の帰責事由の有無を問わず、当社は⼀切の責任を負い
ません。

5.

ID ⼜はパスワードを忘れた場合や盗⽤その他不正使⽤された場合、会員は、速やかに
当社所定の⽅法により、ID 及びパスワードを再設定するものとします。

第 5 条（利⽤料）
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1.

無料プランの会員は、本サービスを無料で利⽤することができます。

2.

有料プランの会員は、ご利⽤のプランに応じて、当社に対して申込書記載の利⽤料を⽀
払うものとします。なお、利⽤料の⽀払義務は、本サービス利⽤契約の成⽴時に発⽣す
るものとします。

3.

利⽤料の⽀払いは毎⽉末締めとし、有料プランの会員は、利⽤料を締め⽇の翌⽉末⽇
（当社の休業⽇の場合は前営業⽇）までに、当社の指定する⼝座に振込送⾦する⽅法に
より利⽤料を⽀払うものとします。なお、振込⼿数料は会員が負担するものとします。

第 6 条（本サービスの中⽌・停⽌）

1.

天災、停電、ネットワーク障害その他当社の責に帰すべからず事由（感染症の拡⼤等を
含みます）により本サービスを中⽌若しくは停⽌せざるを得ない場合、⼜は当社が緊急
を要すると判断した場合、当社がメンテナンスを実施する必要があると判断した場合、
その他当社が必要と判断した場合、当社は、会員に通知することなく本サービスの提供
を中⽌⼜は停⽌することができるものとします。

2.

前項により本サービスの提供が中⽌⼜は停⽌された場合、当社は、本サービスの提供を
再開するために善良な管理者の注意をもって努め、本サービスの提供が再開した時点
で会員へ通知するものとします。

3.

当社は請求の原因の如何にかかわらず、本サービスの提供の中⽌⼜は停⽌に起因し会
員⼜は第三者に⽣じる⼀切の損害につき、⼀切責任を負わないものとします。但し、当
社の故意⼜は重過失による場合は、この限りではありません。

第 7 条（当社からの通知等）

当社は、本サービスの仕様変更等、当社が会員への通知が必要と判断した情報に関し、
本サイトへの掲⽰その他当社が適当と判断する⽅法により会員への通知、予告等を⾏
うことができるものとします。
第 8 条（当社の免責等）

1.

当社は、理由の如何にかかわらず、1 ヶ⽉前までに前条の⽅法により会員に通知⼜は予
告等を⾏うことにより、本サービスの全て⼜は⼀部の提供を終了することができるも
のとします。

2.

当社は、本サービス（本サービスにより提供される情報を含みますが、これに限られま
せん）及び本サイトに関し、明⽰であると黙⽰であるとを問わず、いかなる保証（情報
の正確性、完全性、最新性、信頼性、有⽤性、⽬的適合性に関する保証、本サービスの
利⽤によって⽣じる結果の保証を含みますが、これらに限られません）も⾏いません。
また、本サイトの利⽤により会員、サービス利⽤者⼜は第三者に損害が⽣じたとしても、
当社は、当社の故意⼜は重過失に起因する場合を除き、損害賠償その他⼀切の責任を負
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わないものとします。
3.

会員は、本サービス⼜は本サイトには第三者から提供されるコンテンツが含まれてい
ることを認識、承諾したうえで、本サービス及び本サイトを利⽤するものとします。本
サービス⼜は本サイトに含まれる、第三者から提供されるコンテンツにつき、当社は⼀
切責任を負わないものとします。

4.

当社は、本サイトから第三者のウェブサイトへリンクする場合、⼜は第三者のウェブサ
イトから本サイトへリンクする場合等においても、第三者のウェブサイトに関して⼀
切責任を負わないものとします。

5.

当社は、本サービス利⽤のために当社が提供⼜は紹介する他社のサービス、ソフトウェ
ア、製品等（以下総称して「他社サービス・製品」といいます）に関し、明⽰であると
黙⽰であるとを問わず、いかなる保証（情報の正確性、完全性、最新性、信頼性、有⽤
性、⽬的適合性に関する保証、他社製品・サービスの利⽤によって⽣じる結果の保証を
含みますが、これらに限られません）も⾏いません。また、他社サービス・製品の利⽤
により会員、サービス利⽤者⼜は第三者に損害が⽣じたとしても、当社は、当社の故意
⼜は重過失に起因する場合を除き、損害賠償その他⼀切の責任を負わないものとしま
す。

第 9 条（知的財産）

1.

本サービスの運営・提供に関して収集された情報（相談事項及び回答等並びに掲載情報
を含む）に係る著作権、並びに本サービス及び本サービスに係るプログラム等に関する
知的財産その他⼀切の権利は、当社⼜は当社に使⽤許諾をしている者に帰属します。

2.

会員提供情報に係る著作権は、会員⼜は会員に利⽤許諾をする第三者（以下「権利
者」という）に帰属しますが、会員は会員提供情報を本サービス契約に従って当社が
利⽤することについて当社に無償で利⽤許諾を⾏い、または権利者から当社に無償
で利⽤許諾することについて許諾を受けるものとします。

第 10 条（秘密情報の取扱い）

1.

会員は、当社から開⽰された⼀切の情報について、秘密情報として取り扱うものとしま
す。但し、次の各号に該当するものは、秘密情報にあたらないものとします。
① 当社から開⽰された時点で、既に公知となっていた情報
② 当社から開⽰された後、会員の責に帰すべからず事由により公知となった情報
③ 当社から開⽰された時点で、既に会員が保有していた情報
④ 秘密情報を利⽤することなく会員が独⾃に⽣成した情報
⑤ 会員が第三者から秘密保持義務を負わず適法に⼊⼿した情報

2.

会員は、秘密情報を、善良な管理者の注意義務をもって厳に秘密として管理しなければ
ならないものとします。

3.

会員は、秘密情報を、本サービスの⽬的のみに使⽤するものとし、当該⽬的のために知
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る必要のある⾃⼰の役員及び従業員以外の第三者に開⽰してはならない。但し、当社の
事前の書⾯（メールを含みます）による承諾がある場合は、この限りではありません。
第 11 条（個⼈情報・メッセージの取扱い）

1.

当社は、本サービスを通じて取得する会員及びサービス利⽤者の個⼈情報を、個⼈情報
の保護に関する法律（以下「個⼈情報保護法」といいます）及びその関連法令、並びに
当社のプライバシーポリシー（https://lifull.com/privacy/）に従って取り扱います。

2.

当社は、メンテナンスの必要がある場合、会員⼜はサービス利⽤者からの依頼・同意が
ある場合、本サービスの運営を円滑に進めるために必要な場合、その他法令に基づく場
合等には、メッセージの内容を閲覧することがあります。

3.

サービス利⽤者の個⼈情報は、サービス利⽤者が会員の求⼈情報に応募した場合、⼜は
会員がサービス利⽤者をスカウトし、サービス利⽤者が承諾した場合において、当社が
本サイトを通じて会員に提供するものとします。会員は、サービス利⽤者の個⼈情報を、
個⼈情報保護法及びその関連法令に従って取り扱います。

第 12 条（本規約等の変更等）

1.

当社は、本規約等及び本サービスの内容に関し、関係法令の改廃⼜は社会経済情勢の変
動等により予告なく変更することがあります。この場合は、会員に通知することにより、
変更の効⼒が⽣じるものとします。

2.

当社は、前項の変更により会員が損害を被った場合でも、⼀切の責任を負わないものと
します。

第 13 条（禁⽌事項）

1.

会員は、次の各号に該当する⾏為をしてはならないものとします。
① 本サービス及び本情報を本サービスの⽬的以外に利⽤すること
② ⾃⼰⼜は他の会員の ID ⼜はパスワードを不正に使⽤すること
③ コンピュータウィルス等有害なプログラムを本サービスに関連して使⽤し、⼜は
提供すること
④ 本サービスに係るデータベース、プログラム等を複製、解析、改造、貸与⼜は譲渡
若しくは第三者に提供すること
⑤ 本規約等及び法令に反する⾏為をすること
⑥ 本情報その他本サービスにおいて利⽤可能なコンテンツ・データ等を公序良俗に
反する⽬的のために使⽤すること、その他公序良俗に反する⾏為をすること
⑦ 誹謗・中傷・猥褻等、公序良俗に反する事項、⽂書、画像等を頒布、送信⼜は登録
すること
⑧ サービス利⽤者に対して、虚偽の内容を返信・送信する等、不適切な対応等をする
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こと
⑨ 本サービスを利⽤し、当社⼜は第三者の迷惑となる⾏為⼜は利益を著しく損なう
⾏為をすること
⑩ 本サービスを利⽤し、当社⼜は第三者に損害を与える⾏為⼜はその恐れのある⾏
為をすること
⑪ 第三者⼜は当社の知的財産その他の財産⼜は名誉、プライバシーその他の権利を
侵害すること
⑫ 当社が認めていない⽅法により、本サービス上に会員登録情報を登録すること
⑬ 他者の情報をあたかも⾃らの情報であるかのように⽤いて会員登録し、本サービ
スを利⽤すること（なりすましによる会員登録）
⑭ 虚偽・架空の情報を⽤いて会員登録し、本サービスを利⽤すること
⑮ 掲載情報に関する連絡を⾏う場合において、意図的に本サービスを利⽤せず他の
連絡⼿段を⽤いて、サービス利⽤者との間で連絡を取り合うこと
⑯ 採⽤事実の隠蔽など、本サービスの運営を妨げる恐れのある⾏為をすること
⑰ その他当社が本サービスの運営において、不適切と判断する⾏為を⾏うこと
2.

会員が前項に定める禁⽌事項に違反したことに関連して、サービス利⽤者その他の第
三者よりクレーム、異議申⽴て⼜は訴訟等が提起された場合は、⾃⼰の費⽤と責任にお
いて対処し、当社や本サービスの他の会員、サービス利⽤者に迷惑を及ぼさないものと
します。

第 14 条（サービスの⼀時停⽌）

1.

当社は、会員が前条の禁⽌事項に違反した場合⼜は違反した恐れがあると判断した場
合、⼀定期間会員への本サービスの提供を停⽌することがあります。

2.

当社は請求の原因の如何にかかわらず、前項に基づく本サービスの停⽌に起因し当該
会員に⽣じる⼀切の損害につき、⼀切責任を負わないものとします。

第 15 条（有効期間）

1.

本サービス利⽤契約の有効期間は、本規約等に別段の定めがない限り、申込書に記載の
期間とします。

2.

理由の如何を問わず、会員が退会・本サービス利⽤契約終了となった時点で、会員登録
情報やメッセージにアクセスすることができなくなりますので、ご注意ください。当社
は、退会・本サービス利⽤契約終了後に会員が会員登録情報やメッセージにアクセスで
きなくなったことに起因し当該会員に⽣じる⼀切の損害につき、⼀切責任を負わない
ものとします。
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第 16 条（任意退会）

1.

無料プランの会員は、いつでも任意に退会することができます。この場合、会員が当社
所定の退会⼿続を完了した時点をもって、本サービス利⽤契約は終了するものとしま
す。

2.

有料プランの会員は、申込書に記載の有効期間の満了前に退会することができないも
のとします。ただし、会員及び当社が退会することに合意し、会員が当社に対して利⽤
料の残額（有効期間のうち未経過の期間に含まれる歴⽉数に利⽤料（⽉額）を乗じて求
められる⾦額をいいます。）を⼀括で速やかに⽀払う場合はこの限りではありません。

3.

有料プランの会員が前項但書により退会する場合、退会⽇は、会員による退会の申出⽇
の翌⽉末⽇とします。

第 17 条（強制退会）

1.

当社は、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、催告、通知その他の⼿続を要する
ことなく、会員を退会させることができるものとします。
① 第 13 条第１項に規定の禁⽌事項に該当する⾏為があり、当社が悪質と判断したと
き
② 反社会的勢⼒に属し、⼜は関係性を有する等、当社が不適切と判断する⾏為があっ
たとき
③ 前各号の他、当社が本サービスを提供することが困難であると判断したとき

2.

当社は請求の原因の如何にかかわらず、前項に基づく強制退会に起因し当該会員に⽣
じる⼀切の損害につき、⼀切責任を負わないものとします。

第 18 条（損害賠償）

1.

会員は、本規約等の違反その他会員の責に帰すべき事由によって当社に損害を与えた
場合、当社からの請求に応じてその損害を賠償するものとします。

2.

会員は、本サービスの利⽤に関し、第三者に損害を与えた場合、会員は、⾃⼰の責任で
これを解決するものとし、かつ、かかる場合において当社が損害を被った場合には、そ
の損害を当社に対して賠償するものとします。

第 19 条（紛争解決等）

1.

本サービスの利⽤に伴い⽣じた会員とサービス利⽤者その他の第三者との間の紛争・
訴訟等は、当事者間で解決するものとし、当社は⼀切関与しないものとします。但し、
当社の故意⼜は重過失による場合は、この限りでありません。

2.

本サービスに関連して、会員と当社との間で疑義が⽣じた場合には、お互いに誠意をも
って協議し、円満に解決を図るものとします。
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3.

本規約等に起因⼜は関連する当社と会員の紛争については、東京地⽅裁判所を第⼀審
の専属的合意管轄裁判所とします。

4.

本規約及び本サービスに関する会員と当社の⼀切の法律関係の準拠法は、⽇本法とし
ます。

第 20 条（存続条項）

本サービス利⽤契約が終了した場合においても、その終了の事由の如何を問わず、第３
条（本サービスの提供）第３項、第４項、第４条（ID 及びパスワード）第４項、第 6
条（サービスの中⽌・停⽌）第３項、第 8 条（当社の免責等）
、第 9 条（知的財産）
、第
10 条（秘密情報の取扱い）
、第 11 条（個⼈情報・メッセージの取扱い）
、第 12 条（本
規約等の変更等）第２項、第 13 条（禁⽌事項）
、第 14 条（サービスの⼀時停⽌）第２
項、第 15 条（有効期間）第２項、第 17 条（強制退会）第２項、第 18 条（損害賠償）
、
第 19 条（紛争解決等）及び本条は有効に存続するものとします。
以上
2021 年 3 ⽉ 19 ⽇制定施⾏

9

