
NEKO PARTNERS会員規約

本規約は、株式会社A d v a n c e（以下「当社」といいます。）が運営する「N E K O 

PARTNERS」において提供される各種会員向けサービス（以下「本サービス」といいま
す。）をご利用いただく際の、本サービスの利用者（以下「会員」といいます。）と当社
との間の一切の関係に適用されます。

1. 総則
第１条（本規約への同意、適用範囲）
1. 会員は、本サービスの利用に際して、本規約のすべての条項に同意し、これを遵守し
なければなりません。

2. 本サービスの提供に際して会員に提示するガイドライン、メール等にて通知される重
要事項等（プライバシーポリシーを含むものとし、以下「ガイドライン等」といいま
す。）は、本ポリシーの一部を実質的に構成するものとします。

3. 本規約および本サービスの提供に際して使用される「時間」は、すべて日本時間
（GMT＋9：00）を基準とします。

第２条（本サービスの概要、留意事項、利用条件）
1. 本サービスは、会員に対して株式や経済、投資に係る情報配信を実施するサービスで
す。会員は、本サービスを自身の責任において利用しなければなりません。

2. 会員は、本サービスを介して提供されるノウハウや情報（以下「本件ノウハウ」とい
います。）が当社が配信等をしたアドバイザー等の主観、経験に基づくものであり、
その情報等の実現性、再現性等には、個人差等が生じることにあらかじめ留意してい
るものとします。

3. 会員は、個人使用の目的の範囲内および自身の投資スキルの向上を図る目的でのみ本
サービスを利用することができます。

4. 当社は、会員に対して本件ノウハウを提供した場合でも、当該会員の投資に係るスキ
ル等が確実に向上するか否かについての保証等を一切しないものとします。

5. 当社は、本サービスを介して提供する本件ノウハウおよびすべての情報が常に正確お
よび最新であるように努めますが、情報等の正確性、最新性および真実性等に対して
の保証を一切行わないものとします。

6. 会員は、本サービスを介して得たノウハウおよびすべての情報を使用または利用する
場合、それによって生じるすべての結果に対しての責任を負うものとし、当社は、そ
の結果等について、一切の責任を負わないものとします。

第３条（チャットサービスの提供）
1. 本サービスの投資に関する助言やコンサル業務の一部は、Discord等の第三者が運営す
るサービス（以下「外部サービス」といいます。）を介して提供されます。会員は、
外部サービスの利用に際して、本規約のほか、外部サービスの運営者が提示する規
約、ガイドライン等を遵守する必要があります。なお、会員は、その外部サービスを
自身の責任において利用しなければなりません。

2. チャットにて提供されるサービス（以下「チャットサービス」といいます。）の実施
回数や実施時間については、プランごとに定められるものとします。



3. 会員は、チャットサービスの利用を希望する場合、その開始時間等を指定したうえで
当社が定める手段にてその申込をするものとします。当社は、会員からの申込を承諾
する場合には、その承諾通知を送信します。

4. チャットサービスは、申込の際に指定された開始時間より開始されます。ただし、そ
の開始時間経過後当社の定める期間内に1)外部サービスでの会員のステータスがオン
ラインにならない場合、2)当社からの呼び出しに応答がない場合、または3)その他の
事由でチャットが開始されない場合には、当社は、その期間経過をもってチャット
サービスを終了することができます。

5. 会員は、チャットサービスの開始時において、自身のPC等の起動、当社より配布され
たアカウントでの外部サービスへのログイン、マイク・カメラ等の動作確認をすべて
完了していなければなりません。

第４条（保証の否認）
本サービスは、現状有姿の状態にて提供されるものとします。当社は、以下の事項につい
て、会員に対する保証等を一切しないものとします。
1) 本サービスが会員の要求及び利用目的に合致すること
2) 本サービスの情報や画像、データ等のコンテンツが正確であり、信頼できるものであ
ること

3) 本サービスの通信等が中断されないこと
4) 本サービスを介して送受信した情報が所定の機器等に保存されること、正常に送受信
されること、又は画面上に表示されること

5) 本サービスが全ての機器やブラウザ等において正常に動作すること
6) 本サービスに係る情報等がすべての端末等において正常に表示されること

第５条（著作権、知的財産権）
1. 本サービスを介して会員に対して提供されるノウハウ（以下「本件ノウハウ」といい
ます。）に存在する実用新案権、資料等の著作権その他の知的財産権等は、すべて当
社に帰属します。

2. 当社は、会員が第２条第３項の目的にて、および第６条に違反しない限りにおいて、
本サービスを利用する場合に限り、会員に対して、本件ノウハウ及び知的財産等の使
用を許諾します。

3. 本規約により会員に対して使用許諾されないすべての権利は、当社が留保します。会
員は、当社の知的財産権を侵害してはなりません。

4. 当社は、本条の規定に違反した会員に対して、著作権法およびその他の知的財産、産
業財産に関する法令等に基づく各処置（警告、告訴、損害賠償請求、差止請求、名誉
回復措置等請求）等を行うことができます。

2. 禁止事項
第６条（禁止事項）
1. 会員は、本サービスの利用に際して、以下の行為等をしてはなりません。

1) 本サービスを介して知己となった他の会員、アドバイザー等に対して、他のサー
ビスの購入または入会等を勧誘する行為

2) 本サービスを介して知己となった他の会員、アドバイザー等を宗教団体、政治



結社、マルチ商法等に勧誘する行為
3) 前２号の目的を持って、本サービスを介して知己となった他の会員、アドバイ

ザー等に対してFacebook、google+、Instagram、LINE等の友人申請等を行う行為
4) 本人の事前の承諾なく他の会員、アドバイザー等の個人を特定しうる写真等を

SNS、ブログ、WEBサイト等に掲載する行為、SNSにてタグ付けする行為
5) 第三者に本サービスを利用させる行為、第三者のために本サービスを利用する

行為
6) 自身のアカウント、または会員としての権利・義務を第三者に譲渡、貸与する

行為、それらを担保に供する行為
7) ハッキング行為、ウィルス送信、スパムメール送信等の当社または第三者に損

害を与える可能性のある行為
8) 当社が本サイトおよび本サービスの提供し際して使用するソフトウェア等を改

造または改変し、当社または第三者に損害を与える行為
9) 本サービスのコンテンツを短期間に大量にダウンロードする等当社サーバーに

故意に負荷をかける行為
10) 本サービスのコンテンツ、データ等を不正の目的または営利目的で利用する行
11) 当社の営業秘密、会員名簿等を取得する目的で利用する行為
12) 法令に違反する行為またはその恐れのある行為
13) 公序良俗に反する行為またはその恐れのある行為
14) 情報送信時の虚偽の申告
15) 当社に損害を与える行為
16) 本サービスの運営を妨害する行為
17) その他当社が不適切と判断する行為

2. 会員は、本サービスを介して提供されるすべてのデータ、テキスト、資料、画像等に
ついて、たとえ第２条第３項の範囲内であっても、以下の行為等をしてはなりませ
ん。
1) 個人使用目的の範囲を超えた複製
2) 新たな資料、教材等の作成等の二次利用
3) 雑誌、ブログ、WEBサイト等への転載
4) インターネット上へのアップロード等の公衆送信化
5) その他、当社の著作権、実用新案権等を侵害する行為

3. 会員は、チャットサービスの利用に際して、前項のほか、以下の行為等をしてはなり
ません。
1) チャットサービスの録画、録音
2) チャットサービスのU-stream、ポッドキャスト等を使用した同時放映等
3) アドバイザー、他の参加者に対するハラスメント行為
4) 当社、アドバイザー、他の参加者を誹謗中傷する行為
5) チャットサービスを妨害する行為
6) 暴力的表現、性的表現等を過度に用いた発言をする行為
7) アドバイザー、他の参加者に本サービスを介さずに連絡等を行う行為
8) 第三者にチャットサービスを受講させる行為、第三者を同席させる行為
9) チャットサービスの利用に際して、自身の背景に大衆が不快に感じる画像、不

適切な画像等を映す行為



10) その他、チャットサービスに関わる者に不快感を与える一切の行為
4. 会員がチャットサービスの実施中に第１項および前項の違反行為をした場合、当社お
よびアドバイザーは、当該会員の強制退席等の措置を講じることができます。

3. 会員
第７条（登録）
1. 本サービスへの登録を希望する者（以下「希望者」といいます。）は、当社が定める
様式によって、希望するプランへの登録申込をするものとします。なお、希望者は、
登録に際して、自身に帰属する電子メールアドレスを指定しなければなりません。

2. 希望者は、登録申込の際、真実の情報を記入しなければなりません。なお、当社は、
希望者に対して、必要に応じて本人確認書類等の提出を要求することができます。

3. 本条の登録申込を行った希望者は、当社がその承諾通知を送信した時点で正式に会員
となります。

4. 当社は、希望者が以下の項目に該当する場合、当該登録の申込を拒否することがで
き、会員登録承認後であっても会員登録を抹消することができるものとします。
1) 未成年者である場合で、親権者等から承諾を得ていないことが判明した場合
2) 過去に当社より何らかの処分を受けたことがある場合
3) 暴力団、反社会的勢力、右左翼団体の構成員等であること、又はそれらに資金を
提供していたことが判明した場合

4) 本サービスと類似するサービスを運営しているまたはその講師業等を営んでいる
または従事している場合

5) 登録内容等に虚偽、誤記または記入漏れ等があった場合
6) 登録申込に際し、当社からの指示に従わない場合
7) 本サービスからの退会後、当社が定める期間を経過しない場合
8) その他、当社が不適当と判断した場合

5. 当社は、初回分の利用料金（第１０条に規定されます。）の入金確認後、会員に対し
て、速やかにチャットサービスにログインするための外部サービスのアカウントを配
布します。

第８条（アカウント等の管理）
1. 会員は、本サービスにログインするパスワードを指定する場合、第三者に推測されづ
らい文字列を指定しなければなりません。

2. 会員は、本サービスにログインするためのアカウント（外部サービスのアカウントを
含むものとし、以降も同様とします。）を厳重に管理しなければなりません。

3. 当社は、本サービスおよびチャットサービスの利用に際して会員が入力したアカウン
トと前項の登録または配布されたアカウントとの一致をもって、当該利用が会員本人
によるものとみなします。

4. 会員は、アカウントの管理不十分、使用上の過失または錯誤に起因する一切の損害を
賠償する義務を負うものとします。

5. 会員は、アカウントを失念した場合、第三者に使用されていることを知った場合また
はその他の事由によりアカウントの一部または全部の変更の必要性が生じた場合、当
社が定める手段によってアカウントの再設定手続きをしなければなりません。

6. 会員は、登録情報を正確且つ最新に保つ義務を負います。会員は、何らかの事由に



よって登録情報に変更の必要が生じた場合、当社が定める手段により、速やかに登録
情報の変更手続きをしなければなりません。

第９条（有効期間、更新）
1. 本サービスの有効期間は、当社が第７条第３項の承諾通知を送信した日からその月の
末日までとします。ただし、承諾通知送信日がその月の末日である場合は、翌月末日
までとします。

2. 会員は、有効期間満了日までに希望するプランを選択し、当社に対して該当する利用
料金を支払うことにより、本サービスの利用契約を同内容にて１か月間更新すること
ができます。なお、プランを選択しなかった場合には、更新前のプランが継続して適
用されるものとします。

3. 会員は、本サービスからの退会を希望する場合、当社が定める手段によって退会手続
きをするものとします。

4. 退会手続きをした会員は、退会手続きが完了した時点で本サービスの会員資格を喪失
するものとします。

第１０条（利用料金、支払い）
1. 会員は、当社に対して、本サービスの利用に際して、申込を行ったプラン毎に定めら
れた「利用料金」を支払わなければなりません。

2. 利用料金の支払いは、当社が定める手段によってなされるものとします。なお、会員
は、利用料金の支払いについて当社からの指示等がある場合、同指示等に従わなけれ
ばなりません。

3. 会員は、利用料金の支払いについて、自動決済を指定することができます。これを設
定した場合、本サービスの有効期間更新時に自動で利用料金が決済されるものとしま
す。

4. 当社は、利用料金の日割り計算を一切行わないものとします。
5. 当社は、支払期限までに利用料金の支払いをしないまたは利用料金の支払いに際して
当社からの指示に従わない会員に対して、第１１条の処分等を課すことができるもの
とします。

第１１条（罰則規定）
1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する会員に対して、事前に通知することなくア
カウントの利用停止または会員資格の剥奪等の処分を課すことができます。
1) 第２条第３項に定める目的以外の目的で本件ノウハウを使用したことが判明し

た場合
2) 第６条に違反した場合
3) 自身が申込したチャットサービスを無断欠席等した場合（やむを得ない事由に

よる場合を除きます。）
4) 外部サービスの運営者から何らかの処分等を受けたことが明らかとなった場合
5) アドバイザーや他の会員よりクレームが頻発する場合で、処分相当であると当

社が判断した場合
6) 本規約および各ガイドライン等に違反する場合
7) 利用料金および当社に対する債務の履行を遅滞または怠った場合
8) 本サービスの利用に関する重要事項について、当社からの指示等に従わない場



合
9) 当社が運営する他のサービスにおいて何らかの処分を受けた場合
10) その他、当社が会員として不適切と判断した場合

2. 会員は、会員資格の剥奪処分を受けた時点で本サービスの会員資格を喪失するものと
します。

3. 当社は、本サービスの利用について悪質な不正を行った会員の個人情報および処分理
由等を本サービスの通知ページ（以下「通知ページ」といいます。）上または会員に
対して発行するメールマガジン等にて公開できるものとします。

第１２条（会員資格喪失後の措置等）
1. 会員は、会員資格を喪失した時点で本サービスにかかるすべての権利を喪失するもの
とします。なお、当該会員がチャットサービスへの参加申込等をしていた場合、同申
込等は、会員資格喪失時点ですべてキャンセルされるものとします。

2. 会員資格を喪失した会員は、会員資格喪失後も第５条（著作権、知的財産権）の規定
を遵守しなければなりません。

3. 会員資格を喪失した会員は、当社に対する債務の全額を支払う義務を負うものとしま
す。

4. 当社は、会員資格を喪失した会員に対して、当該会員がすでに支払った利用料金等の
払い戻しの義務を負わないものとします。

5. 会員資格を喪失した会員は、当該会員の行為等に起因して当社または第三者に損害が
生じた場合、会員資格を喪失した後であっても、すべての法的責任を負うものとし、
いかなる場合も当社を免責するものとします。

4. 全般
第１３条（登録情報の取り扱い）
1. 当社は、登録情報を本サービスおよび当社が展開する他のサービスの運営および提供
の目的のみに利用するものとします。

2. 当社は、登録情報を第三者に開示または提供しないものとします。ただし、以下に該
当する場合は、この限りではありません。
(1) 会員が許諾した場合
(2) 会員を特定できない方法にて開示・提供する場合
(3) 法令にて開示または提供が認められる場合
(4) 法令等に基づいて開示または提供を求められた場合
(5) 本サービスの提供の目的のため本サービスの一部または全部を第三者に委託する
場合

(6) 本サービスの運営を第三者に譲渡する場合
3. 当社は、登録情報のうち、個人情報保護法の「個人情報」に該当する情報について、
本サイト上のプライバシーポリシーに基づき管理および使用するものとします。

4. 当社は、会員に対して、収集した個人情報および嗜好情報等を利用して当社が提供す
る各サービスに関する案内等を送信することができ、会員は、同利用に予め了承する
ものとします。

第１４条（通知手段）



1. 当社から会員に対して本サービスの運営等に係る重要な事項等を通知する手段は、別
段に定めのある場合を除き、通知ページ上での掲示、電子メールの送信又はその他当
社が適当と認める方法によって行われるものとします。

2. 本サービスの通知ページ上での掲載にて行われる通知は、通知ページ上に掲示された
時点をもって完了するものとします。

3. 電子メールによって行われる通知は、アカウントとして登録された電子メールアドレ
ス宛への発信をもって完了するものとします。

4. 会員は、指定した電子メールアドレスについて迷惑メール対策等をしている場合、そ
の受信設定等を変更し、当社からの電子メール等の受信を許可しなければなりませ
ん。

5. 当社は、会員からの異議申し立てがない限り通知日をもって会員が同通知の内容に同
意したものとみなします。

第１５条（秘密の保持）
1. 会員は、本サービスにより知りえた本件ノウハウ、他の会員やアドバイザー、当社の
秘密やプライバシーに係る情報を、第三者に口外、提供および開示等してはなりませ
ん。

2. 当社は、会員から得た個人情報およびその他のプライバシーに係る情報、および当該
会員より秘密であることを通知されたうえで開示を受けた情報を当該会員の事前の書
面同意を得ることなく第三者に開示しません。また、他の会員に対しても当該会員に
係る情報等をSNSやブログ、その他のWEBサイト等にて公開させないよう、第三者に
開示させないよう適切な措置等を講じるものとします。

3. 本条の規定は、対象となる情報が以下に該当する場合、適用されないものとします。
(1) 秘密に係る情報のうち、すでに公知となっているもの
(2) 当社と会員との間で開示等について合意がなされているもの

第１６条（損害賠償）
1. 会員は、本サービスの利用に関連して自らの故意または過失により当社および第三者
に損害を生じせしめた場合、同損害のすべてを賠償する義務を負うものとし、いかな
る場合も当社を免責するものとします。

2. 当社は、会員が本サービスの利用に際して損害をこうむった場合、当該損害が当社の
責に帰すべき事由に起因して現実に発生した、直接かつ通常の範囲である場合に限
り、同損害を賠償するものとします。ただし、この場合でも、会員による当社に対す
る損害賠償限度額は、いかなる場合も当該会員が支払った利用料金の１か月分に相当
する金額を超えないものとします。

第１７条（本サービスの一時中断・終了）
1. 当社は、本サービスの一部又は全部を当社の判断で一時的に中断、変更、終了等する
ことができます。また、自然災害、通信障害、外部サービスのメンテナンス等の不可
抗力の発生によっても中断等される場合があります。

2. 当社は、本サービスの一時中断又は終了によって直接又は間接に生じる会員又は第三
者の損失又は損害に対して、一切の責任を負わないものとします。

第１８条（合意管轄、準拠法）



1. 本規約及びガイドライン等は、すべて日本国法に準拠して解釈されるものとします。
2. 本規約及びガイドライン等に関連して紛争等が発生した場合には、東京地方裁判所を
第一審の専属管轄裁判所とします。

第１９条（本規約の変更）
1. 当社は、会員に対して事前に何らの通知を行うことなく、本規約を変更することがで
きます。

2. 本規約を変更する場合、当社は、変更後の規約の本サービスの利用規約ページ上への
掲載をもってその変更を完了することができます。

3. 会員は、本サービスを利用するごとに本規約を確認するものとします。当社は、本規
約の変更後、会員が本サービスを利用したことをもって、当該会員が本規約の変更を
確認し、同意したものとみなすことができます。

【制定：令和1年7月31日】


