CAFÉ PASS 利用規約
株式会社 Same Sky（以下「当社」といいます。）は、当社が提供するサービス
である「CAFE PASS」（以下「CAFE PASS」といいます。）の利用について、
以下のとおり利用規約を定めます（以下「本規約」といいます。）。 CAFE PASS
の利用者（以下「お客様」といいます。）は、予め本規約に同意した上で、CAFE
PASS を利用するものとします。
なお、本規約の内容は、必要に応じて変更することがございますので、CAFE
PASS をご利用の際には、最新の利用規約をご参照ください。
1．CAFE PASS の目的
CAFE PASS は、カフェ探しをもっと簡単に、そしてワクワクするものにした
いという想いから創られたサービスです。 CAFÉ PASS の利用者は、予め本規
約に同意した上でサービスを利用して頂きますので必ず下記の内容を事前にお
読みいただきますようお願い申し上げます。
2．会員登録手続
お客様は、当社所定の手続に従い、CAFE PASS 会員（以下「CAFE PASS 会
員」といいます。）の登録手続を行うことができるものとします。当社は、CAFE
PASS 会員ではないお客様または当社所定の会員登録手続を完了していないお
客様とで、CAFE PASS において提供するサービスを異ならせることがありま
す。提供されるサービスの内容等は当社が任意に決定し、又は随時変更ができ
るものとします。お客様による会員登録手続きについては、当社において登録
の可否を判断しますが、当社から登録を取り消されたお客様など、一定のお客
様に対しては登録をお断りする場合がございます。この場合、当社はお断りの
理由をお伝えすることはありませんので、あらかじめご了承ください。
3．セキュリティーについて
CAFE PASS 会員登録については、信頼性の高いインターネット上の暗号通信
技術 SSL（Secure Socket Layer）を使用し、送信される情報は第三者に見られ
ることのないよう暗号化されています。

4．ログインアカウント等の登録・管理
お客様は、ログインアカウント及びパスワード（以下「ログインアカウント等」
といいます。
）の登録・管理等はご自身の責任において行ってください。お客様
の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により生じた損害について、当
社は一切の責任を負わないものとします。また、お客様は、ログインアカウン
ト等にかかるサービス（当社以外の運営するサービスを含み、以降同様とする。）
の利用をご自身の責任において利用するものとし、当該サービスの利用につい
ては当該サービスの運営者が規定する各規約の定めに従うものとします。ログ
インアカウント等にかかるサービスを利用したこと及び利用できなかったこと
により生じた損害、当該サービス運営者とお客様の間に生じたトラブル等につ
いて当社は一切の責任を負わないものとします。
5．プライバシーについて
お客様のプライバシーについては、当社が定めるプライバシーポリシーの規定
によるほか、以下のとおりの取り扱いをいたします。
（１）個人情報の取り扱いについて
当社は、お客様に対して CAFE PASS を提供するにあたり、必要な一定のお客
様の個人情報を取得しますが、これらの個人情報の利用目的は以下のとおりで
す。
a．ログイン時における本人確認のため
b．郵送、電話、電子メール等の方法により、当社又は当社と取引のある会社の
商品、サービスをご案内するため
c．個人を識別できない形式に加工した上、統計データを作成するなど当社サー
ビスの利用促進のため
d．CAFE PASS に関し、必要に応じてお客様に対し連絡をするため
［3］第三者提供
当社は、以下のいずれかに該当する場合を除き、お客様の個人情報を第三者へ
開示又は提供いたしません。
a．お客様の同意があるとき
b．お客様を識別することができない状態で統計的なデータとして開示・提供す
るとき
c．法令に基づくとき

d．人の生命、身体又は財産の保護のために必要な場合で、お客様の同意を得る
ことが困難なとき
e．公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要があるときに、
お客様の同意を得ることが困難なとき
f．国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務
を遂行することに対して協力する必要があるときに、お客様の同意を得ること
により当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
［4］業務委託
当社は取得した個人情報の取扱いの全部又は一部を、必要な保護措置を講じた
上、上記利用目的に必要な範囲において、委託する場合があります。
［5］開示、訂正・削除、利用停止等
お客様が、ご自身の個人情報の利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除、利
用停止又は消去の請求を行う場合は、当社が定める方法にてお受けいたします。
［6］その他
すべての項目にご入力いただけなかった場合、CAFE PASS の全部又は一部の
機能が利用できない場合がありますのでご了解下さい。
（２）クッキー、Ｗｅｂビーコンについて
CAFE PASS を利用していただくお客様により良いサービスを提供するために
クッキー（Cookie）、Web ビーコンを使うことがあります。
クッキーは、お客様のブラウザ設定によりクッキーの受け取りを拒否したり、
制限できますが、その際は、CAFE PASS の利用において制約を受ける場合が
あります。Web ビーコンの使用に関しては、お客様側で制限することが出来な
い場合があります。
当社はこれらの技術をお客様の個人情報を取得する目的では使用していません。
クッキー、Web ビーコンに関しましては、下記の説明をご覧ください。
［1］クッキー（Cookie）について
クッキーは、Web サイトの提供者が Web ブラウザを通してサイト利用者のコン
ピュータに一時的にデータを記録する仕組みです。クッキーには、サイト利用
者に関する情報や最後にサイトを訪れた日時、そのサイトの訪問回数などが記
録させることができ、サイト利用者の識別、お客様認証システムや WWW によ
るサービスをお客様毎にカスタマイズするサービス等で利用されます。
［2］Web ビーコンについて

Web ビーコンとは、透明な画像ファイルやスクリプト等を使用してお客様のア
クセス状況を把握するもので、サイト利用者の識別、Web サイトの利用状況等
の統計的情報を取得するために利用されています。
［3］IR 情報としての利用について
当社は、お客様による CAFE PASS の利用に関しクッキー又は Web ビーコンを
用いて計測された利用者数、ページビュー数などの個人が特定されない形での
統計データを、IR 情報として公開することがあります。
6．CAFE PASS の利用について
（1）規約などの適用関係
お客様は、CAFÉ PASS を利用する際、本規約だけではなく、利用に関して当
社が定めたガイドラインやその他の注意書等（以下「ガイドライン」といいま
す。）の記載にしたがって、ご利用していただかなければなりません。
また、本規約とガイドラインの内容が矛盾・抵触する場合は、特段の定めがな
ければ本規約の定めが優先されます。
（2）CAFE PASS の転用・転売の禁止
［1］お客様は、当社が提供する CAFE PASS について、その全部あるいは一部
を問わず、お客様の営業活動その他の営利を目的とした行為又はそれに準ずる
行為やそのための準備行為を目的として、利用又はアクセスしてはならないも
のとします。また、その他、宗教活動、政治活動などの目的での利用又はアク
セスも行ってはならないものとします。
［2］お客様が CAFE PASS へ投稿された口コミを無断転載・無断利用すること
は禁止します。ただし、当該投稿をした本人は除きます。
［3］口コミを投稿した本人による当該口コミの利用等本規約が特に認めた場合
を除き、お客様が、CAFE PASS に掲載されている口コミや情報を利用して利
益を得た場合には、当社はその利益相当額の金員を請求することができます。
（3）CAFE PASS の変更・停止
当社はお客様へご提供している CAFE PASS を当社の都合により変更すること
がございます。また、システムメンテナンス、災害・事故、その他緊急事態が
発生した際には、CAFE PASS を停止する場合がありますので、予めご了承く
ださい。なお、事前にお客様へ告知せず、またはお客様の承諾を得ることなく
CAFE PASS を変更・停止等したことにより、お客様又は第三者が損害を受け

たとしても、当社は一切の補償はいたしません。
（4）CAFE PASS の利用に必要となる設備
お客様が CAFE PASS をご利用になるためには、インターネットにアクセスし
ていただく必要があります。なおインターネットへのアクセスについては、お
客様は自らの責任と費用で必要な機器、ソフトウェアを適切に準備、操作して
いただく必要があり、当社はお客様がインターネットにアクセスするための準
備、方法などについては一切関与いたしておりません。
（5）口コミの投稿及び著作権等
［1］CAFE PASS に口コミ投稿を行う際には、CAFE PASS 会員登録が必要と
なります。
［2］CAFE PASS 会員が CAFE PASS に口コミの投稿を行った時点で、当該口
コミの国内外における複製、公衆送信、頒布、翻訳・翻案等、著作権法上の権
利（当社から第三者に対する再利用許諾権を含みます。）を、当該著作権の存続
期間の満了日まで、CAFE PASS 会員が当社に対して無償で利用することを許
諾したものとします。
［3］お客様には、ご自身が投稿された口コミに関する複製、公衆送信、頒布、
翻訳・翻案等、著作権法上の権利を全て有していることを、保証していただき
ますので、著作権法上の権利の有無については十分に注意して投稿を行ってく
ださい。
［4］当社若しくは当社から再利用許諾を受けた第三者が、CAFE PASS 会員の
口コミを当社のサイト内や提携サイトへのコンテンツ提供などにおいて利用す
る場合がございます。この際、CAFE PASS 会員の口コミの一部を要約・抜粋
したり、投稿された写真（画像）のサイズ変更・切り抜きを行うなど一部改変
等する場合がございます。万が一、当該改変行為が CAFE PASS 会員の名誉・
声望等を侵害している場合には、当社までご連絡ください。
［5］当社若しくは当社から再利用許諾を受けた第三者（以下「許諾先」といい
ます。）が、CAFE PASS 会員の口コミを利用する場合には、地域制限、著作権
表示義務その他付随条件はないものとし、CAFE PASS 会員による利用許諾の
期間は、その口コミに関して CAFE PASS 会員の著作権が存続する限りとしま
す。また、ロイヤリティ等の対価は一切発生しないものとします。
［6］CAFE PASS 会員には、本条の規定に基づき当社又は許諾先が CAFE PASS
会員の口コミを利用する場合、著作者人格権を行使しないことを予め承諾する

ものとします。
［7］当社又は第三者が CAFE PASS 会員の口コミを利用したことによって
CAFE PASS 会員又は第三者が受けた損害については、当社では一切の補償を
いたしません。
（6） 口コミ投稿における外部サービス連携
［1］CAFE PASS において口コミを投稿する際に、CAFE PASS 会員が
twitter・Facebook・Instagram 等の外部サービス（以下「外部サービス」とい
います。
）との連携機能を利用する場合、CAFE PASS 会員は、かかる連携によ
り、
CAFE PASS 会員が作成した口コミの外部サービスへの投稿を当社が CAFE
PASS 会員に代行して行うこと、及び、当社が CAFE PASS 会員に代行して外
部サービスへ投稿するにあたり、当該口コミに関連するウェブページへの URL
を付加して投稿することを予め承諾するものとします。なお、CAFE PASS 会
員は、連携機能を利用してログインする際に、当社がデータにアクセスするこ
とについての許可を求められることがあり、かかる内容を確認の上、許可した
場合に限り、連携機能を利用することができるものとします。
［2］外部サービスのユーザーID の登録・利用を含む全ての外部サービスの利
用（CAFE PASS 会員が作成した口コミの外部サービスへの投稿を含みます。）
については、CAFE PASS 会員は、外部サービスの運営者が規定する各規約の
定めに従うものとします。
［3］外部サービスを利用する場合、CAFE PASS 会員は、自己の責任において
当該サービスを利用するものとし、当社は、当該サービスを利用したことによ
り生じた損害、当該サービスの運営者・利用者等との間に生じたトラブルその
他の当該サービスに関連する一切の事項について何らの責任も負わないものと
します。また、外部サービスのサービス内容が変更されたことにより当社サー
ビスの利用によっておった損害について、当社は何らの責任も負わないものと
します。
7．免責事項
CAFE PASS は、お客様ご自身の責任においてご利用いただきます。また、以
下の各号につき予めご了承いただくものとします。
（1）店舗情報
当社は、掲載された店舗情報については、いかなる保証もいたしません。ご予

約時、ご注文時、又はお出かけの前に、住所・営業時間・定休日などを電話等
の方法により直接お店に確認されることをお勧めいたします。また、掲載され
た店舗に関する情報によってお客様に生じた損害や、お客様同士のトラブル等
について、当社は一切の補償及び関与をいたしません。
掲載された店舗の情報が正しくない場合は当社窓口へご連絡ください。
（2）口コミの内容
当社は、掲載された口コミの内容に関していかなる保証もいたしません。お客
様のご判断でご利用ください。また、掲載された口コミによって生じたお客様
の損害（お客様が作成した各種コンテンツによるコンピュータ・ウィルス感染
被害なども含みます）や、お客様同士のトラブル等に対し、当社は一切の補償
及び関与をいたしません。
（3）リンク先サイト
当社は、CAFE PASS からリンクされた第三者が運営するサイトに関して、い
かなる保証もいたしません。お客様のご判断でご利用ください。また、リンク
先で生じた損害や、お客様同士のトラブル等に対し、当社は一切の補償及び関
与をいたしません。
（4）口コミの削除
CAFE PASS は、お客様からの自己責任に基づく口コミの投稿によって成り立
っているコミュニティですが、お客様皆様に快適にご利用いただくため、下記
に該当・類似する口コミが発見された場合、予告無く、当該口コミを CAFE PASS
上から削除する場合があります。
なお、削除対象に該当するか否かは、全て当社が判断し、該当の理由について、
お客様に開示する義務を負いません。また、6．
（5）に従い連携された外部サー
ビス上に掲載された口コミに関しては、第三者が運営するサービス・ウェブサ
イトでの表示であるため、当社が削除等の措置を講じることはいたしません。
［1］本規約またはガイドラインに反するもの
［2］公序良俗に反するもの
［3］CAFE PASS の趣旨、又は口コミの対象となる店舗と関係のないもの（日
記を除く）
［4］有害なプログラム・スクリプト等を含むもの
［5］営利を目的としたものや個人的な売買・譲渡を持ちかける内容、宣伝行為
に関するもの

［6］その他、CAFE PASS の管理運営を妨げる等、当社が不適切と判断したも
の
（5）地図情報
当社は、掲載された店舗の所在地にかかる地図情報に関してはいかなる保証も
いたしません。なお、地図情報は Google Inc.より提供され、Google Inc.にて定
める Terms of Use 及びプライバシーポリシーが適用となります。
（6）掲載店舗
当社は、掲載されている店舗が継続的に CAFÉ PASS の提供するサービスが利
用可能であることを保証するものではありません。店舗の都合により、サービ
スの利用を停止したり掲載を取りやめた場合であっても、当社は、一切の責任
を負いません。
（7）損害賠償の予定
仮に、本規約の免責条項の全部または一部が適用されなかった場合であっても、
当社は、お客様に対して 1 万円を超えて損害を賠償することはありません。
8． 著作権、財産権その他の権利
（1）CAFE PASS に含まれているコンテンツ及び個々の情報､商標､画像､広告､
デザイン等に関する著作権､商標権その他の知的財産権、及びその他の財産権は
全て当社又は正当な権利者に帰属しています｡
（2）CAFE PASS 及び関連して使用されている全てのソフトウェアは､知的財
産権に関する法令等により保護されている財産権を含んでいます｡
（3）お客様は､当社若しくは著作権その他の知的財産権及びその他の財産権を
有する第三者から利用･使用を許諾されている場合､又は､法令により権利者か
らの許諾なく利用若しくは使用することを許容されている場合を除き、CAFE
PASS 及び CAFE PASS の内容について複製､編集､改変､掲載､転載､公衆送信､
配布､販売､提供､翻訳・翻案その他あらゆる利用又は使用を行ってはなりませ
ん｡
（4）お客様が前各号に反する行為によって被った損害については､当社は一切
の責任を負わないものとします｡また､お客様がこれらの行為によって利益を得
た場合､当社はその利益相当額を請求することができます｡
9．禁止行為

（1）お客様が CAFE PASS を利用するに際して、次の行為を行うことを禁止し
ます。
［1］法令上又は本規約若しくはガイドライン上特に認められている場合を除き、
CAFE PASS の提供する情報を当社の事前の同意なく、複写、若しくはその他
の方法により再生、複製、送付、譲渡、頒布、配布、転売、又はこれらの目的
で使用するために保管すること
［2］本規約又はガイドラインに違反すること
［3］公序良俗に反すること
［4］違法行為・犯罪的行為・重大な危険行為に結びつくこと又はこれらを助長
すること
［5］当社、他のお客様又は第三者の知的財産権（著作権、意匠権、実用新案権、
商標権、特許権、ノウハウが含まれますがこれに限定されません）を侵害する
こと
［6］他のお客様又は第三者の権利又は利益を違法に侵害し、又はそのおそれが
あること
［7］CAFE PASS の運営を妨げること、又は当社の信用を毀損すること
［8］CAFE PASS 会員登録時に虚偽の申告をすること
［9］同一人物が複数の CAFE PASS 会員登録を行うこと
［10］ID 及びパスワードの不正使用又は他のお客様又は第三者に使用させるこ
と
［11］面識のない異性との出会い等を目的として CAFE PASS の機能を利用す
ること
［12］CAFE PASS 掲載店舗の関係者が、そのことを秘して不当に当該店舗の
評判を高めたり他の掲載店舗の信用を毀損すること
［13］CAFE PASS 掲載店舗に迷惑をかけること
［14］その他、当社が不適切と判断すること
（2）お客様により前項各号に該当する行為又は CAFE PASS の趣旨・目的に照
らして不適切であると当社が判断する行為がなされた場合、当社は当該お客様
に対して、CAFE PASS の利用の停止、登録の取り消しその他当社が適切と判
断する措置（以下「利用停止措置」といいます。）をとることができるものとし
ます｡なお、利用停止措置はお客様の帰責性の有無にかかわらず当社の裁量・判
断に基づき行うことができるものとし、利用停止措置を行った理由については､

その如何を問わずお客様に対して一切お答えいたしかねます｡加えて、利用停止
措置に起因してお客様に生じた損害については､当社は一切の責任を負わない
ものとします｡
10．退会手続
（1）CAFE PASS 会員が退会を希望する場合は、当社の所定の退会手続を行う
ものとします。
（2）CAFE PASS 会員は、退会手続を行った場合、当社でご利用いただいてい
た CAFE PASS 会員のアカウントに関する一切の権利、特典を失うものとしま
す。
（3）CAFE PASS 会員は、退会手続によっても、自らの投稿した口コミ内容は
削除されないことを予め承諾するものとします。
（4）CAFE PASS 会員が退会手続を完了した場合、又は、当社と CAFE PASS
会員との間の本規約に基づく契約が終了した場合であっても、4．ログインアカ
ウント等の登録・管理、5．プライバシーについて、6．CAFE PASS の利用に
ついて（1）・（2）・（4）・（5）[3]、7．免責事項、8． 著作権、財産権その他の
権利、9．禁止行為、12．準拠法及び裁判管轄はなお有効とします。
11．本規約の変更
当社は、本規約の内容を変更することができるものとします｡その場合、CAFE
PASS 上での告知その他当社が適当と認める方法により告知するものとします。
告知後お客様がご利用された場合、当該変更の効力が生じ、お客様が当該変更
を承諾したものとします。
12．準拠法及び裁判管轄
本規約に関する紛争は、日本法に基づき解釈されるものとし、本規約に関して
訴訟の必要が生じた場合には、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。

