
STORES アカウント規約 
 
第 1 条（適⽤） 
1. STORES アカウント規約（以下「本規約」といいます。）は、STORES 株式会社（以

下「当社」といいます。）が提供する STORES アカウントの保有・利⽤に関わる⼀切
の関係に適⽤されます。 

2. 当社は本規約とは別に、当社が提供するサービス（以下「個別サービス」といいま
す。）の利⽤に関する規約等（名称の如何を問わず、以下「利⽤規約等」といいま
す。）を定め、当社ウェブサイト上で掲載等する場合があり、この場合、個別サービ
スの利⽤者は、利⽤規約等に同意のうえ、個別サービスを利⽤するものとします。 

3. 本規約の内容と個別サービスの利⽤規約等の規定が異なる場合は、個別サービスの利
⽤規約等の規定が優先して適⽤されるものとします。 
 

第 2 条（定義） 
(1) 「STORES アカウント」とは、本規約に基づきアカウント利⽤者（第 4 号に定め

ます。）を識別するために⽤いる符号をいいます。 
(2) 「STORES アカウントサービス」とは、当社が指定する個別サービスの認証に

STORES アカウントを利⽤することができるサービス、その他当社が指定する
STORES アカウントに関するサービスをいいます。 

(3) 「利⽤申請者」とは、当社所定の⽅法により STORES アカウントサービスの利⽤
申請を⾏った法⼈または個⼈をいいます。 

(4) 「アカウント利⽤者」とは、本規約に同意し、当社との間で STORES アカウント
利⽤契約（第 5 号に定めます。）を締結した法⼈または個⼈をいいます。 

(5) 「STORES アカウント利⽤契約」とは、本規約に基づく当社とアカウント利⽤者
との間の STORES アカウントサービス利⽤に関する契約をいいます。 

(6) 「解約」とは、STORES アカウント利⽤契約の解除をいいます。 
(7) 「STORES アカウント等」とは、STORES アカウントおよびパスワード、その他

STORES アカウントにかかるアカウントに関する⼀切の認証情報をいいます。 
(8) 「お客さま」とは、利⽤申請者およびアカウント利⽤者をいいます。 
(9) 「お客さま情報」とは、利⽤申請者およびアカウント利⽤者の STORES アカウン

ト利⽤申込時の登録情報および利⽤開始後にこれらについて追加、変更を⾏った
場合の当該情報、ならびに STORES アカウントサービスの利⽤状況等をいいま
す。 

 
第 3 条（お申込み） 
1. STORES アカウントサービスの利⽤を希望される場合、本規約を遵守することに同意

したうえで、当社の定める⽅法により、STORES アカウントサービス利⽤の申込みを
⾏うものとします。なお、個別サービス利⽤の申込みは、別途お客さまが利⽤を希望
するサービスごとに⾏う必要があります。 

2. 当社は、当社が別に定める基準に従って、前項に基づく STORES アカウントサービス
利⽤の申込みを⾏った利⽤申請者の STORES アカウントサービスの利⽤可否を判断
し、当社が利⽤を認める場合には、申込みを承諾する旨を当該利⽤申請者に通知し、
STORES アカウントを付与するものとします。 



3. STORES アカウント利⽤契約は、前項に基づく申込みの承諾をもって成⽴するものと
します。 

4. 当社は、利⽤申請者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、STORES アカウント
サービス利⽤の申込みを承諾しないことがあり、またその理由について⼀切開⽰義務
を負いません。なお、第 2 号に定める者から STORES アカウントサービス利⽤の申込
みがあった場合には、同号にかかる法定代理⼈等の同意等があったものとみなしま
す。 
(1) 第 1 項の申込みにあたり当社に提供した情報の全部または⼀部につき、虚偽、誤

記または記載漏れがあった場合 
(2) 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なかった場合 
(3) 反社会的勢⼒（第 17 条に定めます。）である、または反社会的勢⼒と何らかの交

流もしくは関与を⾏っていると当社が判断した場合 
(4) 過去当社との契約に違反した者またはその関係者であると当社が判断した場合 
(5) 過去禁⽌事項（第 8 条に定めます。）に該当する⾏為を⾏ったことがある、また

は⾏うおそれがあると当社が判断した場合 
(6) 第 13 条に定める措置を受けたことがある場合 
(7) その他、STORES アカウントサービスの利⽤を適当でないと当社が判断した場合 

 
第 4 条（登録情報の変更） 
1. アカウント利⽤者は、前条第 1 項の申込みにあたり当社に提供した情報または

STORES アカウントの利⽤にあたり当社に登録もしくは届け出た事項に変更が⽣じた
場合、当社の定める⽅法により、速やかに変更登録または変更の届出をするものとし
ます。 

2. アカウント利⽤者が前項の登録等を怠り、または内容を誤ったことにより、当社がア
カウント利⽤者に発信した通知が到着せず、または遅滞した場合、当該通知は、通常
到達等すべき時にアカウント利⽤者に到着したものとみなします。なお、これにより
アカウント利⽤者が不利益を被った場合であっても、当社はその責任を負いません。 

 
第 5 条（STORES アカウント等の管理） 
1. アカウント利⽤者は、⾃⼰の責任において、⾃⼰の STORES アカウント等を適切に管

理および保管するものとし、これを第三者に貸与、譲渡、名義変更、売買等してはな
らないものとします。 

2. アカウント利⽤者は、STORES アカウントサービスを利⽤する場合、以下の事項をあ
らかじめ確認し、その取扱いに注意しなければならないものとします。 
(1) STORES アカウントによって、アカウント利⽤者が利⽤する個別サービスすべて

（当社が指定するものに限ります。）の認証が可能となること 
(2) 前号の認証により、当該個別サービスにかかるお客さま情報を含む、個別サービ

スにおいて登録されている情報が閲覧可能となること 
(3) 第 1 号の認証により、当該個別サービスの利⽤が可能となること 

3. STORES アカウント等の管理不⼗分、使⽤上の過誤、第三者の使⽤等によって⽣じた
損害に関する責任はアカウント利⽤者が負うものとします。 

4. 当社は、STORES アカウント等が不正に使⽤されていると判断した場合には、アカウ



ント利⽤者に事前に通知することなく、STORES アカウント等の利⽤の⼀時的な停⽌
または削除を⾏うことができるものとし、アカウント利⽤者は、当社が定める⽅法に
より、当該停⽌等の措置の解除を⾏うことができるものとします。なお、これにより
アカウント利⽤者に損害が⽣じた場合であっても、当社はその責任を負いません。 

 
第 6 条（お客さま情報の取り扱い） 
1. 当社は、お客さま情報を、別に定めるプライバシーポリシーに従って取り扱うものと

し、お客さまはこれに同意するものとします。 
2. 前項の規定にかかわらず、当社は、お客さま情報を加⼯して統計情報を作成し、これ

を利⽤（⼀般に公表することを含みます。）することができるものとします。この場
合、当社は、作成する統計情報と、特定のアカウント利⽤者および特定の個⼈との対
応関係を⼗分に排斥し、特定のアカウント利⽤者および特定の個⼈の情報であると識
別できないようにするものとします。 

 
第 7 条（委託） 
  当社は、STORES アカウントサービスに関する業務の全部または⼀部を第三者に委託

することができるものとします。 
 
第 8 条（禁⽌事項） 

お客さまは、STORES アカウントサービスの利⽤にあたり、⾃らまたは第三者をして、
次の各号のいずれかに該当する⾏為または該当すると当社が判断する⾏為をしてはな
らないものとします。 
(1) 法令に違反する⾏為または犯罪⾏為に関連する⾏為 
(2) 公序良俗に反する⾏為 
(3) 当社、STORES アカウントサービスの他の利⽤者またはその他の第三者に対する
詐欺または脅迫⾏為 

(4) 当社、STORES アカウントサービスの他の利⽤者またはその他の第三者の知的財
産権（これらの権利を取得しまたは登録等を出願する権利を含みます。）、肖像
権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利または利益を侵害する⾏為 

(5) 当社、STORES アカウントサービスの他の利⽤者またはその他の第三者に不利
益、損害、不快感を与える⾏為 

(6) STORES アカウントサービスを通じ、次に掲げる事項に該当し、または該当す
ると当社が判断する情報を送信すること 
① 過度に暴⼒的または残虐な表現を含む情報 
② コンピューターウィルスその他の有害なコンピュータプログラムを含む情報 
③ 当社、STORES アカウントサービスの他の利⽤者またはその他の第三者の名
誉または信⽤を毀損する表現を含む情報 

④ 過度にわいせつな表現を含む情報 
⑤ 差別を助⻑する表現を含む情報 
⑥ ⾃殺、⾃傷⾏為を助⻑する表現を含む情報 
⑦ 薬物の不適切な利⽤を助⻑する表現を含む情報 
⑧ 反社会的な表現を含む情報 
⑨ チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める情報 



⑩ 他⼈に不快感を与える表現を含む情報 
(7) STORES アカウントサービスのネットワークまたはシステム等に過度な負荷をか
ける⾏為 

(8) 当社が提供するソフトフェアその他のシステムに対するリバースエンジニアリン
グその他の解析⾏為 

(9) STORES アカウントサービスの運営を妨害するおそれのある⾏為 
(10) 当社のネットワークまたはシステム等への不正アクセス 
(11) 第三者に成りすます⾏為 
(12) STORES アカウントサービスの他の利⽤者の STORES アカウント等を利⽤する

⾏為 
(13) STORES アカウントサービスの他の利⽤者の情報の収集 
(14) 反社会的勢⼒等への利益供与 
(15) 前各号の⾏為を直接または間接に惹起し、または容易にする⾏為 
(16) その他、当社が不適切と判断する⾏為 

 
第 9 条（権利の帰属） 
1. STORES アカウントサービスおよび STORES アカウントサービスのウェブサイトに

関する知的財産権は、全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属して
おり、本規約に基づく STORES アカウントサービスの利⽤許諾は、これらの知的財産
権の譲渡または使⽤許諾を意味するものではありません。 

2. アカウント利⽤者は、STORES アカウントサービスを通じて登録し、または送信する
情報について、⾃らが当該登録等にかかる利⽤を⾏うことについての適法な権利を有
していること、および第三者の権利を侵害していないことについて、当社に対し表明
し、保証するものとします。 

 
第 10条（サービスの停⽌等） 
1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、アカウント利⽤者に事前に通知するこ

となく、STORES アカウント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) STORES アカウントサービスにかかるコンピューターシステムの点検または保守
作業を緊急に⾏う場合 

(2) コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アク
セス、ハッキング等により STORES アカウントサービスの運営ができなくなった
場合 

(3) STORES アカウントサービスの提供に必要な第三者のシステムの提供が停⽌また
は中断された場合 

(4) 地震、落雷、津波その他の天変地異、⽕災、停電、戦争、暴動、内乱、テロ⾏
為、重⼤な疾病の蔓延、法令・規則の制定・改廃、公権⼒の命令・処分その他の
政府による⾏為、争議⾏為、その他の不可抗⼒により STORES アカウントサービ
スの運営ができなくなった場合 

(5) その他、当社が停⽌または中断を必要と判断した場合 
2. 当社は、前項に基づき講じた措置によって⽣じた損害について、⼀切の責任を負わな

いものとします。 



 
第 11 条（サービスの変更または終了） 
1. 当社は、当社の都合により、STORES アカウントサービスの内容を変更し、または提

供を終了することができるものとします。この場合、当社はアカウント利⽤者に対し
事前に通知するものとします。 

2. 当社は、前項に基づき講じた措置によって⽣じた損害について、⼀切の責任を負わな
いものとします。 

 
第 12 条（アカウント利⽤者による解約） 
1. アカウント利⽤者は、解約を希望する場合、当社の定める⽅法により、当社に解約の

申出を⾏うものとします。 
2. アカウント利⽤者は、解約にあたっては、次に掲げる事項にあらかじめ同意するもの

とします。 
(1) 別途個別サービスに関する契約を締結している場合は、あらかじめこの解約⼿続

きを⾏う必要があること 
(2) 当社に対して負っている利⽤料⾦の⽀払い等の債務が残っている場合は、当社に
対して負っている債務の⼀切について期限の利益を失い、直ちに当社に対して全
ての債務の⽀払いを⾏わなければならないこと 
 

 
第 13 条（当社による利⽤停⽌等） 
1. 当社は、アカウント利⽤者が次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通

知または催告することなく、当社の判断によって、STORES アカウントサービスの全
部もしくは⼀部の利⽤を⼀時的に停⽌し、または、STORES アカウント利⽤契約の全
部もしくは⼀部を解除することができるものとします。なお、これによりアカウント
利⽤者に損害が⽣じた場合であっても、当社はその責任を負いません。 
(1) 本規約または個別サービスの利⽤規約等に違反した場合 
(2) 第 3 条第 4 項各号のいずれかの事由に該当すると当社が判断した場合 
(3) 監督官庁より営業の許可取消し、停⽌等の処分を受けたとき 
(4) ⽀払停⽌もしくは⽀払不能の状態に陥ったとき、または⼿形もしくは⼩切⼿が不
渡りとなったとき 

(5) 第三者より差押え、仮差押え、仮処分もしくは競売の申⽴て、または公租公課の
滞納処分を受けたとき 

(6) 破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、特別清算開始もしくはこ
れらに類する⼿続の開始の申⽴てを受け、または⾃ら申⽴てを⾏ったとき 

(7) 解散、会社分割、事業譲渡または合併の決議をしたとき 
(8) 資産または信⽤状態に重⼤な変化が⽣じ、本規約や個別サービスの利⽤規約等に

基づく債務の履⾏が困難になるおそれがあると認められるとき 
(9) 180⽇以上 STORES アカウントサービスの利⽤がない場合 
(10) 30 ⽇間以上当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して応答がない

場合 
(11) その他、当社が STORES アカウントサービスの利⽤を適当でないと判断した場合 

2. 当社が前項に基づき STORES アカウント利⽤契約の全部または⼀部の解除を⾏った場



合においては、前条第 2 項の規定を準⽤するものとします。 
 
第 14 条（アカウント利⽤者と当社の責任） 
1. アカウント利⽤者は、STORES アカウントサービスを利⽤するために必要な設備と環
境（パソコン等の機器、インターネット回線等の環境を含みますが、これらに限りま
せん。）を⾃⼰の責任と費⽤において⽤意するものとします。 

2. アカウント利⽤者は、STORES アカウントサービスを通じて登録し、または送信する
情報について、⾃⼰の費⽤と責任で管理（バックアップを取ることを含みます。）す
るものとし、当社はその保存を含む⼀切の責任を負わないものとします。 

3. 当社は、STORES アカウントサービスがアカウント利⽤者の特定の⽬的に適合するこ
と、期待する機能・商品的価値・正確性・有⽤性を有すること、アカウント利⽤者に
よる個別サービスの利⽤がアカウント利⽤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、継続的に利⽤できること、および不具合が⽣じないことにつ
いて、明⽰または黙⽰を問わず、何ら保証するものではありません。 

4. 当社は、STORES アカウントサービスと連携する第三者が提供するサービスならびに
STORES アカウントサービスのウェブサイト等から遷移する第三者が運営するサービ
スおよびウェブサイト（以下総称して「第三者サービス」といいます。）に関して、
何ら保証するものではありません。 

5. アカウント利⽤者は、⾃⼰の責任において第三者サービスを利⽤するものとし、第三
者サービスの利⽤は、本規約のほか、当該第三者との間の契約に従うものとします。 

6. STORES アカウントサービスおよび STORES アカウントサービスのウェブサイトに
関連してアカウント利⽤者と STORES アカウントサービスの他の利⽤者その他の第三
者との間で⽣じた取引、紛争等について、当社は⼀切の責任を負わないものとしま
す。アカウント利⽤者は、当該第三者との紛争等について、当社に何ら迷惑をかけな
いものとし、これにより当社または STORES アカウントサービスの他の利⽤者その他
の第三者に損害が発⽣した場合には、その損害（弁護⼠等の専⾨家の費⽤を含みま
す。）を補償するものとします。 

 
第 15 条（損害賠償） 
1. 当社は、STORES アカウントサービスに関してアカウント利⽤者に⽣じた損害につい

て、当社に故意または重過失が認められる場合には、直近 1 ヶ⽉間にアカウント利⽤
者が当社に⽀払った個別サービスの利⽤料⾦に相当する⾦額を上限として、その損害
を賠償する責任を負うものとします。ただし、本規約および個別サービスの利⽤規約
等においてアカウント利⽤者の責任としている事項および当社が保証しないまたは責
任を負わないものとしている事項については、⼀切の責任を負わないものとします。 

2. 前項の規定にかかわらず、当社は、付随的損害、間接損害、特別損害、将来の損害お
よび逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を負わないものとします。 

 
第 16 条（秘密保持） 
1. アカウント利⽤者は、本規約に別段の定めがある場合を除き、STORES アカウントサ

ービスの利⽤に関連して当社から開⽰を受けた情報について、秘密情報として取り扱
い、当社の事前の書⾯による承諾を得ないで第三者に開⽰または漏えいしてはなら
ず、STORES アカウント利⽤契約の⽬的のためにのみ使⽤するものとし、他の⽬的に



使⽤してはならないものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報につ
いては、秘密情報には該当しないものとします。 
(1) 開⽰を受けた際、すでに⾃⼰が保有していた情報 
(2) 開⽰を受けた際、すでに公知となっている情報 
(3) 開⽰を受けた後、⾃⼰の責めによらずに公知となった情報 
(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得した情報 
(5) 当社から開⽰された情報によることなく独⾃に開発・取得していた情報 

2. 前項の規定にかかわらず、アカウント利⽤者は、次の各号のいずれかに該当する場合
は、当社の承諾を得ることなく受領した秘密情報を開⽰することができるものとしま
す。ただし、開⽰先の当事者が法律上の守秘義務を負う者ではない場合は、秘密保持
義務を課してその義務を遵守させるものとし、当該開⽰先の当事者による義務違反
は、アカウント利⽤者の義務違反とみなすものとします。 
(1) アカウント利⽤者の役員、従業員、委託先、弁護⼠・公認会計⼠等の外部専⾨家

に対し、合理的に必要な範囲で開⽰する場合 
(2) 法令または裁判所、政府機関、⾦融商品取引所その他アカウント利⽤者に対して
権限を有する期間の裁判、命令、規則等により秘密情報の開⽰を要求され、合理
的に必要な範囲で開⽰する場合 

 
第 17 条（反社会的勢⼒の排除） 
1. お客さまおよび当社は、それぞれ相⼿⽅に対し、現在または将来にわたり次の各号の
事項を表明し、確約するものとします。 
(1) ⾃らが、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団でなくなったときから 5 年を経過しない者、
暴⼒団準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴
⼒集団、その他これらに準ずる者（以下総称して「反社会的勢⼒」といいま
す。）ではないこと 

(2) 反社会的勢⼒と次の関係を有していないこと 
① ⾃らもしく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与える
⽬的をもって反社会的勢⼒を利⽤していると認められる関係 

② 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等反社会的勢
⼒の維持、運営に協⼒し、または関与している関係 

(3) ⾃らの役員（取締役、執⾏役、執⾏役員、監査役またはこれらに準ずる者をいい
ます。）が反社会的勢⼒ではないこと、および反社会的勢⼒と社会的に⾮難され
るべき関係を有していないこと 

(4) 反社会的勢⼒に⾃⼰の名義を利⽤させ、取引等を⾏うものでないこと 
(5) ⾃らまたは第三者を利⽤して、次の⾏為をしないこと 
① 取引等に関して、脅迫的な⾔動または暴⼒を⽤いる⾏為 
② 法的な責任を超えた不当な要求⾏為 
③ ⾵説を流布し、偽計または威⼒を⽤いて相⼿⽅の業務を妨害し、または信⽤

を毀損する⾏為 
2. お客さまおよび当社は、相⼿⽅について前項の表明および確約に反する事実が判明し

た場合には、相⼿⽅に対して何らの催告も要せずして、本利⽤契約を解除することが
できるものとします。 

3. 当社が前項に基づき STORES アカウント利⽤契約の全部または⼀部の解除を⾏った場



合においては、第 12 条第 2 項の規定を準⽤するものとします。 
 
第 18 条（本規約の変更等） 
1. 当社は、当社の判断により、本規約を変更することができるものとし、これらを変更

するときは、当該変更後の規約の内容および効⼒発⽣⽇をアカウント利⽤者に通知ま
たは公表するものとします。 

2. 本規約の変更後に STORES アカウントサービスを利⽤した場合または当該変更にかか
る通知または公表の後、効⼒発⽣⽇までに当社の定める⽅法により STORES アカウン
トサービスの解約の⼿続きをとらなかった場合には、アカウント利⽤者は、変更後の
本規約の内容に同意したものとみなします。 

 
第 19 条（連絡等） 
1. アカウント利⽤者から当社に対する STORES アカウントサービスに関する通知または

問い合わせその他の連絡は、当社の定める⽅法により⾏うものとします。 
2. 当社からアカウント利⽤者に対する STORES アカウントサービスに関する通知または

問い合わせその他の連絡は、STORES アカウントサービスの利⽤にあたり登録された
メールアドレスへの電⼦メールの送信または STORES アカウントサービスのウェブサ
イト上での公表その他当社の定める⽅法により⾏うものとします。なお、当社が当該
⽅法により通知または連絡を⾏った場合、アカウント利⽤者は、当該通知等を受け取
ったものとみなします。 

 
第 20条（権利義務の譲渡の禁⽌） 
1. アカウント利⽤者は、当社の事前の書⾯による同意なく、STORES アカウント利⽤契

約により⽣じた契約上の地位を移転し、または⾃⼰の権利義務の全部もしくは⼀部を
第三者に譲渡し、もしくは第三者の担保に供することはできないものとします。 

2. 当社は、STORES アカウントサービスにかかる事業を第三者に譲渡した場合には、当
該事業譲渡に伴い STORES アカウント利⽤契約上の地位、本規約に基づく権利義務な
らびにお客さま情報を当該事業譲渡の譲受⼈に譲渡することができるものとし、アカ
ウント利⽤者は、かかる譲渡につき本項においてあらかじめ同意したものとします。
なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のほか、会社分割その他事業が移
転するあらゆる場合を含むものとします。 

 
第 21 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、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、本規約の利⽤規約等の残りの規定および⼀部が無効または執
⾏不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効⼒を有するものとします。 

 
第 22 条（準拠法および管轄裁判所） 
1. 本規約および STORES アカウント利⽤契約は、⽇本法によって解釈され、⽇本法を準
拠法とします。 

2. STORES アカウント利⽤契約に起因し、または関連する⼀切の紛争については、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。 

 



附則 
2023 年 4⽉ 3⽇ 制定・施⾏ 


