公式 SHOWROOM 配信活用制度利用規約

第１条（目的）
本規約は、MKsoul Promotion LLC.（以下「弊社」といいます）が提供する公式 SHOWROOM 配信
活用制度（以下「本サービス」といいます）利用者について適用されるものとします。
利用者は、本サービス利用に際し、本利用規約の内容全てに同意の上、本サービスを利用するも
のとします。尚、利用者が 18 歳未満の場合に、事前に法定代理人（親権者等）の同意を得るもの
とします。
SHOWROOM とは、株式会社ディー・エヌ・エー様（以下「DeNA 様」といいます）並びに showroom
株式会社様（以下「DeNA 様」に含む）が提供、運営するウェブサイト及びスマートフォン用アプリケ
ーション「SHOWROOM（https://www.showroom-live.com/）」を指します。
本サービスは、SHOWROOM でのライブストリーミング配信による、自身の目標・目的実現に向け
たプロモーションツールとしての活用を主目的とした配信者と呼ばれる利用者の為に用意されて
おり、配信者は、原則、アーティスト（シンガー、シンガーソングライター、ミュージシャン等）及び志
す者、あるいは番組を企画・製作・配信可能な者を対象としています。そのため、ルームのジャン
ルは、原則、ミュージックに限られます。
本規約は、SHOWROOM を利用する為の規約ではなく、本サービス利用者への規約になります。
本サービスは DeNA 様での SHOWROOM 各利用規約を同意した者のみが利用でき、本サービス
は SHOWROOM 各利用規約に追加される形で本規約が利用者全てに適用されます。
本規約は、本サービス以外の SHOWROOM 利用者には適用されません。

第２条（適用）
１．本サービスを利用する場合、利用者は本規約に同意したものとし、これを全て承諾したものと
みなします。利用者が本サービスを利用する場合には、本規約に同意されたものとみなして本規
約が全て適用されます。
２．弊社は利用者への事前通知や承諾を得ることなく、本規約、本サービス並びに当サイトの全
部または一部を変更することができるものとします。弊社は弊社が適当と認める方法により、変更
後の本規約を利用者に通知するものとします。 利用者が、当該通知後も異議なく本サービス、
SHOWROOM の利用を行った場合は、利用者が変更後の本規約の記載内容に同意したものとみ
なされます。
３．本サービスは、DeNA 様の SHOWROOM を利用することが条件となりますので、DeNA 様の定
めた SHOWROOM 各規約を遵守することが前提となり、本規約が利用者に適用されます。 従っ

て、SHOWROOM 各規約に同意していない利用者は、本サービスを利用することはできず、本規
約適用外となります。
４．本規約に記載されていない場合であっても、DeNA 様による是正や指示、指導により利用者に
個別の通告が弊社あるいは DeNA 様より通達された場合、その通告は追加規約として通達を受
け取った利用者個人への規約とみなし、本規約の一部を構成するものとします。

第３条（本サービス）
１．利用者は、本サービスに弊社所定の手続きを伴い配信者登録を行い、弊社がこれを選定・許
可・許容することで、ライブストリーミング配信が行えるものとします。
２．利用者は、本サービスにより弊社発行の ID とパスワードにて弊社管理下にてライブストリーミ
ング配信並びに SHOWROOM を利用することができます。
３．利用者は、本条１項の通り、ライブストリーミング配信が行える者を指します。従って、ライブス
トリーミング配信を実施しないものに関しては登録を抹消し、本サービス利用者とはみなしませ
ん。
４．利用者は、本サービスを通して、弊社の示す条件や指示、指導を満たす限りにおいてライブス
トリーミング配信を行えます。利用者は、SHOWROOM でのライブストリーミング配信法を理解して
いるものとみなします。
５．利用者は、弊社の示す条件や指示、指導を満たす限りにおいて、SHOWROOM でオフィシャル
でのライブストリーミング配信ができます。
６．弊社若しくは DeNA 様により是正や指示、指導などの通達に対し、これに従わない、あるいは
その意志が認められないと判断した場合、本サービスの一部乃至は全部を取り上げ、登録を抹
消し、本サービス利用者とみなしません。
７．利用者は、SHOWROOM の利用において、社会節度と常識の範囲内で利用者各人の責任に
おいて、これを真摯に実行することが義務付けられ、利用者はこれを承諾したものとみなします
８．利用者がライブストリーミング配信並びに SHOWROOM 利用により、故意、過失の如何を問わ
ず、弊社並びに DeNA 様に損失をもらたした場合、或いは不利益をもたらす恐れのある場合、本
サービスの利用停止に同意したものとみなします。 また、これにより生じた損害は、弊社並びに
DeNA 様により個々に損害金の請求が発生する可能性を利用者は理解し、これに同意したものと
みなします。
９．本サービスは、弊社の示す条件や指示、指導に従うものとします。利用者の希望は、本サービ
スの範囲内で実施可能となり、弊社並びに本規約が常に先んじ、これを承諾したものとみなしま
す。
１０．本サービスは、DeNA 様による SHOWROOM サービス提供に依存する為、SHOWROOM の
休止・中断・停止において弊社は一切本サービスの保証をしないものとし、利用者各位予め了承
しているものとします。

１１．ライブストリーミング配信において本サービス利用停止処分となった利用者が獲得した報酬
や権利の類は弊社に帰属し、如何なる理由があっても利用者にこれを返金、換金、利用、使用等
は認められず、これに同意したものとします。
１２．本サービスを通して知り得た情報及びこれにまつわる各種サービスは機密情報とみなし、決
して公開しないものとします。
１３．本サービスでの SHOWROOM での希望の優位性は常に弊社にあり、弊社指示、指導、条件、
希望に従わない利用者は如何なる理由があっても本サービスの停止を実施するものとし、利用者
はこれに同意します。
１４．利用者は、SHOWROOM での Show Gold（ショーゴールド）や DeNA 様提供の各種有償サー
ビス等の購入や使用の全ては利用者個人の負担するものとし、如何なる理由があっても弊社に
その負担や請求を求めることはできないもとします。
１５．本サービスでの SHOWROOM 利用下におけます番組配信や利用において、DeNA 様や他配
信者、配信番組視聴者との間でのトラブルや係争において弊社がこれを代行あるいは協議、助力
等一切の仲介に入ることはなく、弊社は免責対象となることを利用者は同意したものとします。
１６．本サービスにまつわる DeNA 様への如何なる支払や発生済報酬他、SHOWROOM 利用や配
信にまつわる利用者が支払済み乃至は得られる権利のある金員に対し、弊社はこれを約束する
ものでも、負担するものでも、また請求されるものでもなく、如何なる返金要請や請求等の類に答
えることはなく、これを理解した上での本サービス利用であることに同意したものとします。
１７．本サービスは、DeNA 様と弊社でのオーガナイザー契約の解除や SHOWROOM サービス停
止により自動的に終了するものとし、この場合、何等前触れなく、また、弊社からの通知なく、本サ
ービスを停止・中止・終了することができるものとし、利用者はこれに同意します。
第４条（利用者）
１．本規約において「利用者」とは、所定の手続きに基づき、本規約を承諾の上、SHOWROOM 上
でのライブストリーミング配信を実施する旨を約束した上で登録した者を指します。
２．利用の際、利用者が申告する通知情報の全ての項目に関して、虚偽の申告は一切認めない
ものとします。
３．本サービス利用者は同時に、SHOWROOM 各利用規約に同意したものとします。
４．本サービス利用者は、自身によるライブストリーミング配信で SHOWROOM 各機能によって獲
得したスペシャルギフトを弊社の定めた料率（※）に従い、受け取ることができるものとします。
５．本サービスは、利用終了予定日から 120 日前に利用者から登録解除の申し出を書面にて通
知がない場合を除き、利用継続とみなします。但し、弊社からの返信要請を無視した場合や弊社
からの通達が不通となっている、弊社基準に満たないと判断した場合、相応の期日をもって利用
者の登録情報を抹消、利用資格の停止処分と致します。

６．本サービス利用開始後、１ヶ月以内にライブストリーミング配信が実施されない場合、登録を
抹消、利用資格を剥奪します。同様に最終配信日から１ヶ月経過しても新たなライブストリーミン
グ配信が実施されない場合も同措置とします。
７．利用者は、SHOWROOM での Show Gold（ショーゴールド）や DeNA 様提供の各種有償サービ
ス等の購入や使用の全ては利用者個人の負担するものとし、弊社に負担や請求をしないものとし
ます。
仮に配信にまつわる何等かの有償機能が追加されたとしても、弊社による特別の指示を伴わな
い利用者による自発的な購入や課金、使用は利用者本人の負担するものとします。
８．利用者は、登録時点で弊社に申告した登録情報と現在とで情報に齟齬が生じた場合、速やか
に弊社に最新の情報を通達する義務を負います。 住所や電話番号、メールアドレス他、登録時
点での情報と変化した場合、これを自発的に、可能な限り速やかに弊社に通達するものとします。
９．本サービスは、お一人様 1 アカウントに限ります。従って、同一人物による複数・重複登録はで
きません。
１０．利用者は、本サービスによるライブストリーミング配信は勿論別途サイトやサービス他、如何
なる媒体や場所であっても、文書や口頭の種別を問わず、弊社の信頼を損なうような風評や誹謗
中傷の類及び本サービスで知り得た情報を漏洩してはならないものとします。
１１．利用者は本規約と共に SHOWROOM 各規約を遵守するものとします。これを怠り、弊社並び
に DeNA 様に重篤な損害を与えた場合、損害金が発生する可能性があり、利用者はその責務を
負うことを同意したものとみなします。
１２．利用者は本規約と共に SHOWROOM 各規約に抵触した、あるいは抵触する恐れのある配信
や利用を行い、弊社乃至は DeNA 様より是正や訂正、指示、指導により利用者に通達された場合、
利用者はこれを改善する義務を負います。改善されない場合、本サービスの登録を抹消、利用資
格を剥奪します。
１３．利用者の換金受取用金融機関指定は、利用者の希望を受け付けます。但し、弊社所定の取
引金融機関に適合しない場合、利用者の希望通りとはならない場合があることに同意するものと
します。
１４．利用者は、過去において SHOWROOM での利用規約違反や SHOWROOM 会員資格剥奪等
DeNA 様による何等かの処分をされていないことが前提となり、発覚次第、登録抹消や利用資格
剥奪となります。
１５．利用者は、本サービスを利用するにあたり、弊社名（MKsoul Promotion LLC.）を記憶し、諳
んじて下さい。

弊社名を知らず、また本サービスを理解せずに SHOWROOM での配信を実施している場合、
DeNA 様よりアマチュア配信に変更させられる可能性が御座います。同様に、弊社でも登録抹消
や利用資格剥奪を行う場合があります。
１６．利用者は、SHOWROOM 内で開催されるイベントに起因する仕事、及び SHOWROOM を介し
て発注、声掛けされた仕事に関しましては弊社がマネジメント権を保有します。
利用者は、SHOWROOM でのイベント結果や SHOWROOM を介した仕事の依頼や受発注は速や
かに弊社に通告する義務を負います。これを怠った場合、利用登録抹消や利用資格剥奪に加え、
換金停止措置、場合によっては損害賠償を請求、これを受理するものとみなします。

第５条（個人情報の使用）
DeNA 様の各規約に準じます。必ず、DeNA 様の各利用規約に同意しておいて下さい。
第６条（換金）
１．本サービスは、SHOWROOM におけるライブストリーミング配信にまつわるアカウント管理が主
目的となりますので、換金そのものは弊社からの無償サービスであることを理解しているものとみ
なします。 従って、換金目的での本サービスの利用登録は、本趣旨に反する為、本サービスの
利用は出来ません。
２．４条４項にある通り、利用者は自身のライブストリーミング配信において SHOWROOM 会員で
ある視聴者から贈られたスペシャルギフトの一部を弊社の定めた料率（※）に基づき、これを金員
として受け取ることができるものとします。これを換金といいます。
３．換金は、弊社にて確認の取れた利用者の換金額が 1000 円を超えた時点で行うものとします。
これを換金基準額といいます。換金基準額に満たない場合、翌月に繰り越されます。
４．利用者の換金額の確認は、弊社アカウントや利用者アカウント内での数値データではなく、弊
社指定の金融機関での確認を指します。
５．換金期日は、換金基準額を超えた月の末日で締め、翌々月 15 日迄に利用者の指定した換金
受取金融機関指定口座（日本の口座に限る）にお振込します。但し、前項の通り、換金額確認は
弊社指定金融機関で実施する為、ここで確認が取れない場合、換金期日は予定期日の更に翌月
に繰り越されるものとします。
６．換金総額は、弊社の定めた料率（※）から金融機関振込手数料の差額となります。振込手数
料は、換金額が 3 万円未満の場合、432 円、3 万円以上の場合、648 円です。尚、振込手数料は、
増税や値上げ等に依存しますので、仮に本項記載額であっても実際の状況変化を優先するもの
とします。

７．SHOWROOM で今後実装されるであろう有料チケットや月額課金他、ライブストリーミング配信
において SHOWROOM 会員である有償視聴者による利用料金も換金対象とし、弊社の定めた料
率に基づき、本条４項並びに５項の通りとします。
８．理由の如何を問わず、DeNA 様より弊社への換金の確認が取れない場合、利用者への換金も
実施されないものとします。
９．利用者による換金目的の為の何等かの不正行為が発覚した場合、弊社並びに DeNA 様より
相応の損害金を請求し、不正利用者はこれに同意したものとします。場合によっては相応の法的
措置を取らせて頂くことになります。
１０．利用者による何等かの不正行為が発覚した場合、当月分の換金対象額並びに過去弊社よ
り換金した総額分を利用者に請求し、利用者はこれを速やかに返金することに同意するものとし
ます。
１１．利用者による本規約に抵触する行為や本規約に抵触する恐れのある行為が発覚した場合、
当月分の換金対象額は破棄し、登録抹消の上、利用資格を剥奪するものとします。
１２．４条１３項の通り、利用者は換金受取の為の金融機関を指定することが出来るものとします。
但し、弊社所定の金融機関に適合しない場合、利用者の指定する金融機関を棄却する場合があ
ります。また、海外金融機関は如何なる理由があってもこれを棄却します。
１３．ライブストリーミング配信者本人と名義の異なる金融機関の口座を換金受取金融機関指定
口座とすることはできないものとします。但し、18 歳未満の場合、例外として法定代理人（親権者
等）名義の口座を換金受取指定できるものとします。
１４．換金受取金融機関指定口座への振込をもって、対象月迄の換金総額の支払は全て済んだ
ものとみなし、対象月翌月には換金対象額はリセットされた上で再度、換金対象額はカウントされ
ます。 換金対象額が繰り越されるのは、換金基準額に満たなかった場合のみとなります。
１５．換金対象通貨は、如何なる場合であっても全て日本円のみとなり、海外通貨での換金はでき
ません。
１６．４条２項の通り、登録情報に虚偽の申告があった場合、換金基準額を満たしていてもこれを
破棄し、換金されることはなく、登録抹消の上、利用資格を剥奪するものとします。
１７．本サービスは、本条１項の通り、換金を約束するものではないことを理解し、これに同意した
ものとします。本条１０項並びに何等かの理由により換金そのものが実施出来ないと弊社が判断
した場合、換金の中止・停止を行い、利用者はこれに同意したものとします。
１８．本サービス以前に SHOWROOM を利用し、SHOWROOM 会員剥奪等に類する措置を DeNA
様により実施なされた利用者には、一切の換金はしないものとし、登録抹消、利用資格剥奪致し
ます。

第７条（禁止行為）
会員は、以下に該当する行為を行ってはならないものとします。
(1)第１条の目的に反する行為
(2)登録により弊社名を利用し、弊社名を語る行為
(3)登録資格の売買・譲渡・架空名義の使用・不正な名義変更・共有・第三者への使用許諾・貸
与・質入行為
(4)弊社が別途規定する規定、ルール、ガイドライン及びヘルプ等に違反する行為
(5)本サービスにおいて第三者との営利活動及びこれに準ずる行為
(6)本サービスで知り得た情報の漏洩、利用者のみに通達された情報の許可なき公開、転載、流
布する行為
(7)本サービスで知り得た情報の売買・譲渡・不正利用・共有・第三者への使途許諾・貸与行為
(8)DeNA 様が定めた利用規約に反する如何なる行為
(9)弊社他関連会社、協力者を誹謗中傷し、その名誉または信用を毀損する行為またはそのおそ
れを生じさせる行為
(10)弊社他関連会社、協力者に連絡や面会、通知、返信、返還を強要する行為
(11)各条項で定めた禁止行為や条件を満たさない行為
(12)本サービスで第三者に不当な競争や射幸心をあおる行為
(13)本サービスの利用条件に満たない或いは不快と弊社が判断した行為
(14)本サービス運営に必要、付随するプロバイダやインフラ、システム、第三者サービス等の各
利用規約に違反する行為
(15)反社会的、暴力的、法令に反する一切の行為
(16)風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて弊社若しくは第三者の信用を毀損し、又は弊社若
しくは第三者の業務を妨害する行為
(17)その他本サービスの運営、他の利用者及び弊社他関連会社、協力者などに迷惑・支障を来
たす行為或いは類する行為
２．利用者による悪戯行為と弊社判断した行為につきましては、注意勧告を通達、是正を促します。
また、悪質な行為と判断した場合、利用登録抹消や利用資格剥奪に加え、損害賠償を請求、これ
を受理するものとみなします。

第８条（本サービスの停止・中止・終了）

弊社は、以下の事由に起因する場合、本サービスの全部または一部を停止することができ、これ
により利用者または第三者に損害が発生した場合、当社は一切の責任を負わないものとします。
但し、弊社に故意または重過失があり、これにより損害を生じた場合はこの限りではなく、第９条１
項に定める通りとします。
(1)定期的または緊急に本サービス提供のための保守・点検・確認を行う場合
(2)火災、停電、天災地変等の非常事態により本サービスの運営が不能となった場合
(3)戦争、内乱、暴動、騒擾、労働争議等により本サービスの運営が不能となった場合
(4)DeNA 様による SHOWROOM の提供、運営が停止、中止、終了された場合
(5)弊社と DeNA 様とで締結された SHOWROOM オーガナイザー契約が解除された場合
(6)利用者による禁止行為発覚に伴い、弊社や DeNA 様、業務提携先他に損害を招く恐れが生じ
た場合
(7)その他弊社が止むを得ないと判断した場合
２．弊社は、前項により本サービスの運用を停止・中止・終了する場合、事前に本サービス利用者
にその旨を通知するものとします。但し、緊急の場合はこの限りではありません。

第９条（利用資格の喪失）
利用者が以下の項目に該当する場合、弊社は当該利用者の資格を停止、不許可、抹消、剥奪す
ることができるものとします。
(1)利用者が登録情報の拒否やライブストリーミング配信の意志がない旨を申し出た場合
(2)利用者が SHOWROOM でのライブストリーミング配信を１ヶ月経過して実施しない場合
(3)利用者が SHOWROOM でのライブストリーミング配信への積極性を感じないと弊社が判断した
場合
(4)利用者のライブストリーミング配信が自身の目標・目的の実現に向かっていないと弊社が判断
した場合
(5)利用者との通知や通達等、コミュニケーションが取れない、またはその手段に困難を生じた場
合
(6)利用者の申告情報に虚偽の事実が認められた場合
(7)過去に弊社と利用者との間で弊社への誹謗中傷や不誠実な行為、一方的に連絡断絶を実行
したことが判明した場合
(8)業界内或いはライブストリーミング配信において真実味のある良くない評判を確認した場合

(9) SHOWROOM を利用して弊社乃至は DeNA 様への誹謗中傷或いは明らかに評判を損なう恐
れが生じた場合
(10) SHOWROOM でライブストリーミング配信以外の利用において弊社並びに DeNA 様に損失を
与える恐れが生じた場合
(11)利用者が７条の禁止行為を行った場合、その他この規約に違反する行為をした場合
(12)本サービス以前に SHOWROOM 会員として利用規約違反や SHOWROOM 会員資格を剥奪、
停止されたことが発覚した場合
(13)想定される範囲を逸脱する弊社他関連会社、協力者等への活動に支障をきたす行為または
そのおそれを生じさせる行為をした場合
２．利用者が資格を喪失した場合、理由の如何を問わず、DeNA 様への支払済みのサービス料や
ライブストリーミング配信にて権利を有する換金他一切の返還はなされないものとします。

第１０条（コンテンツ使用許諾等の条件）
１．利用者は、本サービスのコンテンツ（ライブストリーミング配信、アプリケーション、ウェブページ、
デジタルアイテムその他本サービスにおいて提供される情報等）を電気通信回線を通じて弊社並
びに DeNA 様の指定する設備に接続し、通信端末に表示またはダウンロード等することによって
弊社並びに DeNA 様の定める範囲内でのみ使用することができるものとします。
２．本サービス内で弊社並びに DeNA 様が提供する全てのコンテンツに関する権利は、弊社並び
に DeNA 様または弊社並びに DeNA 様にコンテンツの配信を許諾もしくはコンテンツの配信を委託
した権利者に帰属するものとし、利用者に対し、弊社並びに DeNA 様が有する特許権、実用新案
権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、ノウハウその他の知的財産権の実施または使用許
諾をするものではありません。
３．利用者は、本サービスにおいて配信されるコンテンツを複製（私的使用の為の複製を除く）、翻
案、公衆送信、その他の方法により利用してはならないものとします。
４．利用者は、本サービスのコンテンツにつき再使用許諾をすることはできないものとします。
５．本サービスのコンテンツの使用許諾は、非独占的なものとします。
６．ライブストリーミング配信または配信にまつわる番組企画の著作人格権は、利用者にあるもの
とし、著作権、肖像権、著作隣接権の実施または使用許諾は弊社に帰属します。
７．弊社並びに DeNA 様は、各コンテンツの使用権の有効期間を変更することができるものとしま
す。
８．登録解除や SHOWROOM 退会等により利用者が本サービス登録や SHOWROOM 会員資格を
喪失した場合、コンテンツの使用権も消滅するものとします。

第１１条（免責）
１．本サービスに関し、弊社は、本サービスの内容並びに利用者が本サービスや SHOWROOM を
通じて入手したコンテンツ及び情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、
如何なる責任も負わないものとします。
２．利用者に送られる全ての通知及びその他の文書は、登録時に申告されたメールアドレス宛へ
メールにて通知されるものとします。尚、登録メールアドレス変更の場合、変更の旨をお伝え下さ
い。
３．利用者が弊社に通知したメールアドレスや住所、電話番号等に誤りがあった場合、弊社は一
切責任を負いません。
４．利用者に起因する事由により、本サービスの利用における障害については一切責任を負いま
せん。
５．郵便局等の各種機関やプロバイダ、インフラ、第三者サービス等によります手続きの不備や事
故については一切責任を負いません。
６．弊社は、ライブストリーミング配信者が配信・記述する一切の事項について何ら責任を負いま
せん。
７．利用者は、法律の範囲内で本サービスを利用して下さい。本サービスの利用に関連して利用
者が日本及び外国の法律に触れた場合でも弊社は一切責任を負いません。
８．６条１７項に基づき、本サービスにおいて換金を約束したものではない為、換金にまつわる一
切について弊社は責任を負いません。
９．本規約において弊社の責任について規定していない場合、弊社の責に帰すべき事由によりラ
イブストリーミング配信にて換金を受け取ることができる相応額において利用者に損害が生じた場
合、弊社は、利用者の当月配信による換金基準額を上限として賠償するものとします。 但し、
Show Gold（ショーゴールド）や DeNA 様提供の各種有償サービス等の SHOWROOM 各サービス
にまつわる購入や使用等、過去において利用者の自発的な行為については如何なる理由があっ
ても賠償対象とはならないものとします。
１０．本サービスは、その性質上、利用者への課金や料金徴収を一切必要とせず、またライブスト
リーミング配信や SHOWROOM 利用において強制性を伴わない為、前項に該当しない場合、如何
なる賠償もしないものとし、何等の責任を負いません。
１１．弊社は、本サービスに関して、DeNA 様、SHOWROOM 会員同士、ライブストリーミング配信
者もしくはその他の第三者との間で発生した一切のトラブルについて関知しません。 従って、これ
らのトラブルについては、当事者間で話し合い、訴訟等当事者間により解決するものとします。

１２．DeNA 様による SHOWROOM の提供、運営が停止、中止、終了がなされた場合や弊社と
DeNA 様とで締結された SHOWROOM オーガナイザー契約が解除された場合、本サービスは自動
的に１条の目的を喪失・失効しますので、本項にかかる事由に基づく一切の責任を負いません。

第１２条（登録解除）
１．利用者は、弊社の定める手続きにより４条６項にて言及した期日迄に登録解除をすることがで
きます。
２．弊社は、利用者が登録解除を申し出た場合、当月分に発生した利用者が有する換金を受け取
ることが出来る相応額は棄却、破棄、換金対象としないことにします。同様に換金基準額を満たし
ていない場合、その全てを棄却、破棄します。 但し、利用者による登録解除申し出前月分迄に換
金基準額を超えていた相応額は換金対象とみなします。
３．利用者がライブストリーミング配信の番組予告や予約等を公開済みの場合、登録解除を申し
出た後、その予約番組を放送した後、登録解除受付とみなします。
４．本規約に反する行為等により弊社または DeNA 様より登録解除や利用資格剥奪、会員資格剥
奪等の通達措置が実施された場合、利用者による登録解除申し出より弊社または DeNA 様の措
置が優先されます。 従って、この場合、自発的な登録解除とはならず、制裁的な登録解除となる
ことを利用者は理解しているものとします。
５．弊社は、本サービスにおいて利用者から何等かの料金の受領を伴うものでなく、無償提供とな
ります。従って、弊社への請求対象となるものは一切発生しませんし、損害発生も認められません
ので登録解除者からの如何なる請求にも応じません。

第１３条（分離性）
本規約に定める条項の一部が無効とされた場合であっても、他の条項の適法性または執行力に
影響を及ぼさないものとします。 この場合、当該無効とされた条項は、当初に意図された目的が
可能な限り達成できる有効な条項に当然置き換えられるものとし、利用者はこれを予め承諾する
ものとします。

第１４条（紛争の解決）
本規約に定めがない場合またはこの解釈に疑義がある場合は、弊社と利用者との間で双方誠意
をもって話し合い、これを円満に解決する努力を怠らないものとします。

第１５条（準拠法）
本サービスに関する紛争を含む一切の事項は、日本法を準拠法とし、本規約の成立、効力、履行
及び解釈に関しては日本法が適用されるものとします。

（※）
＜料率規定＞

支払金額（※）

支払料率

～25,000 円

55％

25,001 円～50,000 円

60％

50,001 円～75,000 円

65％

75,001 円～100,000 円

70％

100,001 円～

75％

※SHOWROOM 運営から該当配信者のギフトとして弊社へ支払われた金額

平成 30 年 2 月 1 日 改訂
平成 29 年 12 月 1 日 改訂
平成 29 年 5 月 1 日 改訂
平成 29 年 4 月 25 日 施行

