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この規約（以下「本規約」といいます。）は、イノテック株式会社（以下「イノテック」といいます。）が提供する、プリン

ト基板設計業務の委託者と受託者を対象としたビジネスマッチングサイト「きばっちんぐ.com」 によるサービス（以

下「本サービス」といいます。）の利用に関する諸条件を、本サービスを利用する全ての会員（以下「会員」といいま

す。）とイノテックとの間で定めるものです。 

第 1 条（本規約の適用、本サービスの内容） 

1. 本規約は、本サイト上で本サービスを利用する全ての会員に適用されます。本サイト及び本サービスの

利用にあたり本規約を遵守するものとします。 

2. 本サービスは、会員間でのプリント基板設計業務の委託及び受託を対象としたビジネスマッチングを目

的とするものであり、主に以下のサービスを含みます。 

1. 会員が委託情報（以下に定義されます）を本サイトに掲載し、プリント基板設計業務の受託を

希望する相手を相互に選択する環境を提供するサービス 

2. 会員が相互に商談や情報交換をする環境を提供するサービス 

第２条（会員登録） 

1. 会員登録の申込者は、本規約を熟読し、本サービス及び本サイトの利用に関して本規約が適用されるこ

とを了承したうえで、会員登録の申込みを行うものとします。 

2. 会員登録の申込者は、本サイトを通じて申込者の会社名、氏名、連絡先等の必要情報（以下「会員情

報」といいます。）をイノテックに通知し、申込みを行います。 

3. イノテックは、会員登録の申込みを受け次第、内容の確認を行い、イノテックが承諾した場合はすみやか

にメールにて承諾通知を送付します。会員登録の申込者は、承諾通知が到達した時点で会員として登録

されます。 

4. 会員登録ができる者は、以下のいずれかに該当する者とします。 

1. プリント基板設計業務の委託を行う者（以下「委託者」といいます。）が会員登録を行う場合は、

Cadence Design Systems, Inc. （その関係会社を含め、以下「Cadence」といいます。）製

OrCAD ソフトウェアのメンテナンス・サービス（無償保守を含みます）又はタイムベースライセン

スの契約が有効期間中であること 

2. プリント基板設計業務の受託を行う者（以下「受託者」といいます。）が会員登録を行う場合は、

Cadence 製プリント基板設計ツール（Allegro シリーズ又は OrCAD PCB Designer 等）のメンテ

ナンス・サービス（無償保守を含みます）又はタイムベースライセンスの契約が有効期間中であ

ること 



5. イノテックは、会員登録の申込者が以下のいずれかに該当する場合、会員登録の申込みを承諾しませ

ん。  

1. 会員登録の申込み時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合 

2. 反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、総会屋、その他の反社

会的勢力をいいます。）である場合又は反社会的勢力に関与している場合 

3. イノテック又は Cadence の競合会社と判断した場合 

4. 他のビジネスへの勧誘等、本サービスの目的以外に利用されるおそれのある場合 

5. その他、イノテックが会員として不適当と判断した場合 

6. 前項の定めに基づき不承諾となった場合、会員登録の申込者は、当該不承諾について異議申立等を行

うことができないものとします。 

第３条（ID・パスワード） 

1. 会員は、ログイン ID 及びパスワード（以下「ID 等」といいます。）を厳重に管理し、第三者に使用させては

ならないものとします。 

2. 会員は、ID 等の管理・使用について責任を負うものとし、ID 等を使用して行われた行為、ID 等の管理不

十分、使用上の過誤及び第三者による不正使用等については全て会員が責任を負うものとします。 

3. 会員は、前項の事象が判明した場合はただちにイノテックに連絡し、イノテックの指示に従うものとしま

す。 

4. 第２項の事象に起因してイノテック又は第三者に損害が生じた場合、会員は当該損害を補償するものと

します。 

第４条（登録内容の変更） 

1. 会員は、会員情報に変更が生じた場合、速やかに会員情報の変更手続を行うものとします。 

2. 会員が前項の変更手続を怠ったことにより不利益を被っても、イノテックは一切の責任を負わないものと

します。 

第５条（委託情報の登録） 

1. 会員は、プリント基板設計業務の委託に関する申し込みを登録することができます（登録された情報を以

下「委託情報」とします。）。 

2. 会員は前項の登録時に、本サイトの記載に従い、委託情報のうち、本サイトで公開する情報と非公開と

する情報を選択することができます。また、会員は公開範囲の選択や掲載期間の設定を行うことができ

ます。かかる登録後、本サイトに委託情報が掲載されます。 

3. 委託情報の掲載期間の終了後、本サイトへの委託情報の掲載は自動的に終了します。また、会員は、

自己の選択により委託情報の掲載を終了することができます。 



4. 会員は委託情報の登録後、特定の受託者を選択して、プリント基板設計業務に関する見積（以下「見

積」といいます。）の依頼を行うことができます。 

5. 受託者は、本サイトに掲載された委託情報、又は前項に従い会員から受領した見積依頼に対し、見積を

提示することができます。 

6. 本サイトへの委託情報の公開、見積依頼及び見積の提示は各会員の責任で行われるものとします。 

本サイトへの委託情報の掲載に起因して会員が不利益を被った場合、イノテックは一切責任を負わない

ものとします。 

7. プリント基板設計業務の委託について具体的に協議することが決定した場合、委託情報を掲載した会員

は本サイトへの当該情報の掲載を終了し、会員間で個別に諸条件を協議するものとします。 

第６条（委託情報の削除等） 

イノテックは、委託情報又は本サイトへの他の掲載情報が以下のいずれかに該当すると判断した場合には、会

員の事前の承諾なしに、当該情報の全部又は一部の削除もしくは変更を行うことができるものとします。  

1. 掲載期間又は情報量がイノテック定める期間又は量を超えると判断した場合 

2. 第 10 条に定める禁止行為に該当し、又は該当するおそれがあると判断した場合 

3. 虚偽又は不正確な情報が含まれると判断した場合 

4. その他イノテックが必要と判断した場合 

第７条（会員情報の取扱い） 

1. 会員情報は、本サイトの環境を提供している株式会社カスタメディア（以下「カスタメディア」といいます。）

のサーバにて管理されます。 

2. イノテックは、会員情報に対する不正アクセス、会員情報の紛失、改ざん、漏洩等を防止するため、適切

な安全対策を講じるとともに、自己のプライバシーポリシーに従い厳正に取り扱うものとします。    

（イノテックのプライバシーポリシー： https://www.innotech.co.jp/corporate/csr/privacy/） 

3. イノテックは、以下の場合を除き、会員情報を第三者に開示し、又は利用させないものとします。 

1. 個人を識別することができない状態（統計資料等）で開示・提供する場合 

2. 業務上必要な範囲内で、業務委託先に開示・提供する場合 

3. 合併、会社分割、営業譲渡その他の事由によって事業が承継される場合 

4. 法令等によって開示・提供が求められた場合 

4. 会員は、イノテックが自己のプライバシーポリシー内で定める「保有する個人情報の利用について」の範

囲内で会員情報を利用することをあらかじめ承諾するものとします。                               

（「保有する個人情報の利用について」：https://www.innotech.co.jp/corporate/csr/privacy/indivisual/） 

5. イノテックは、会員情報について開示、訂正、利用停止等の要請があった場合、会員本人であることを確

認のうえ対応するものとします。 



第８条（著作権等） 

1. 委託情報を除き、本サイトに掲載される画面、文章等の情報や本サイトを構築するソフトウェア、その他

本サービスに関連する著作物は、イノテック、カスタメディア又はイノテックが然るべき権利を取得した第

三者に帰属するものとします。 

2. 委託情報、その他本サービスにおいて各会員が提供した情報は、当該情報を提供した各会員に諸権利

が帰属するものであり、当該情報を取得した会員は、本サービス以外の目的にこれを使用しないものと

し、他の会員又は第三者に開示しないものとします。 

3. 会員は、当該会員以外の第三者が著作権を有する著作物を本サイトで公開する場合、事前に当該第三

者から当該著作物を使用することについて許諾を受けなければならないものとします。 

4. 本サイトに表示される商号、商標、ロゴマーク、製品の名称及びサービスマーク等に関する権利は、イノ

テック又は個々の権利の所有者に帰属します。会員は、商標法その他の法律により認められる場合を

除き、イノテック又は個々の権利の所有者の許諾を得ることなく使用することを禁止します。  

5. 本サイトから第三者のウェブサイトにリンクを張っている場合や、第三者のウェブサイトから本ウェブサイ

トにリンクを張っている場合があります。いずれの場合も、第三者のウェブサイトの内容は、第三者の責

任で管理・運営されるものであり、イノテックは、当該ウェブサイトの利用又はアクセスによって生ずるい

かなる不都合や損害についても、責任を負わないものとします。  

第９条（会員設備等の設置・維持） 

1. 会員は、本サービスを利用する際に必要となるインターネット接続環境、コンピュータ及びソフトウェア等

の必要な設備・機器を自らの費用で設置し、かつ維持するものとします。 

2. イノテックが動作保証しないブラウザ、設備・機器、ソフトウェア等の利用に起因する不具合等に関し、イ

ノテックは一切責任を負わないものとします。 

3. 会員の責に帰すべき事由により本サービス又は本サイトに支障が生じた場合、イノテックは、当該支障

の復旧費用を当該会員に請求できるものとします。 

第１０条（会員の責任及び禁止行為） 

1. 会員は、本規約に定める事項を誠実に遵守するものとし、また、本サービスの利用にあたり以下の行為

をしてはならないものとします。  

1. アダルト系や猟奇ものコンテンツの掲載、流布等、公序良俗に反する行為 

2. 本サイトのサーバを媒体とする犯罪行為又は犯罪の恐れのある行為 

3. 他の会員又は第三者の著作権等の知的財産権を侵害する行為 

4. 他の会員又は第三者の財産、プライバシー等を侵害する行為 

5. 他の会員又は第三者の名誉を毀損し、また誹謗中傷する行為 

6. 他の会員又は第三者に不利益を与える行為 



7. 他の会員又は第三者になりすまして本サービスを利用する行為 

8. 他の会員の情報をもしくは消去する行為、又は有害なコンピュータプログラム・ウイルス等を送

信する行為等、本サービスの環境に支障を及ぼす行為 

9. イノテックが個別に承諾した場合を除き、他の会員又は第三者に広告・宣伝・勧誘等の電子メ

ールを送信する行為 

10. 本サービスの運営を妨げ、又はイノテックの信頼を毀損する行為 

11. その他法令に違反する行為 

第１１条（退会、会員資格の停止） 

1. 本規約第 2 条に基づくメンテナンス・サービス又はタイムベースライセンスの契約が全て終了した場合、

当該会員は当該終了日から 1 か月後に退会するものとします。 

2. 会員はイノテックが別途定める方法で通知することにより、本サービスを退会することができます。 

3. イノテックは、会員が以下のいずれかの事由に該当する場合、当該会員への事前通知なしに当該会員

を退会させることができるものとします。  

1. 本規約第 10 条に該当する行為を行った場合。 

2. 破産、民事再生、会社更生の申し立てを受け、又は自ら申し立てた場合 

3. 差押、仮差押、仮処分、担保権の実行としての競売、租税滞納処分その他これらに準ずる手

続きを開始した場合 

4. 支払停止もしくは支払不能に陥った場合、又は自己振出手形を不渡りにした場合 

5. 合併による消滅、事業の全部もしくは重要な一部の廃止もしくは変更、又は解散決議を行った

場合 

6. 本サービスの利用にあたり虚偽の内容の申告をし、又は誤解を招くおそれのある言動を行っ

たことが判明した場合 

7. 本規約の各条項（第 10 条の禁止事項を除く）について重大な違反を犯し、かつ書面による通

知を受けてから 30 日以内に当該違反が是正されなかった場合 

8. 反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団関係団体、暴力団関係者、総会屋、その他の反社

会的勢力をいいます。）であること又は反社会的勢力に関与していることが判明した場合 

9. その他会員として不適当とイノテックが判断した場合 

4. 退会後、会員の登録情報、委託情報等、会員が本サービスに関連して本サイトに登録した情報はすみ

やかに消去されるものとします。 

第１２条（会員の責任） 

1. 本サービスにおける会員間の商談等は、会員同士の責任で行われるものとし、本サイトへの掲載情報

の内容を含め、本サービスに関連して問題が生じた場合は、会員同士で直接解決していただくものとし

ます。 



2. 会員が本サイトに登録した情報等に関する内容の正確性・有用性等について、イノテック一切保証しな

いものとします。当該情報等に起因して会員又は第三者に損害が発生しても、イノテックは一切の責任

を負わないものとします。 

3. 委託情報に会員の秘密情報が含まれる場合は、委託情報を掲載する会員が自ら開示先の会員に対し

秘密保持に関する適切な措置を講じた上で、本サイト外で提供するとします。 

4. 会員は、本サービス又は本サイトの利用において第三者との間で紛争が生じ、又は第三者に損害を与

えた場合、自己の責任と費用負担において解決します。 

5. 本規約の違反、不法行為、その他不正行為等の原因を問わず、会員が本サービス又は本サイトに関連

してイノテック又は第三者に損害を与えた場合、会員はその損害を賠償するものとします。 

第１３条（イノテックの免責等） 

1. イノテックは本サービス及び本サイトについて、完全性、正確性、有用性、合目的性、権利非侵害性を含

め、一切保証しないものとします。また、会員が本サイトに登録した委託情報等も同様とします。 

2. イノテックは、会員に対し、本サイトの利用に関連して情報提供を行うことがありますが、一切の責任を

負わないものとします。  

3. イノテックは、本サービス又は本サイトに関連して生じた問題又は会員もしくは第三者が被った損害等に

ついて一切の責任を負わないものとします。 

4. 通信回線やコンピュータ等の障害によるシステムの中断・遅滞・中止・データの消失、データへの不正ア

クセスにより生じた損害その他本サイトの利用に関して会員等に生じた損害について、イノテックは一切

の責任を負わないものとします。 

5. イノテックは、本サイトのウェブページ、サーバ、ドメイン等から送られるメール、本サイト内のコンテンツ

等に、コンピュータ・ウィルス等の有害なものが含まれないことを保証いたしません。 

第１４条（サービス等の追加） 

本サービスに今後追加されるサービス・機能について、イノテックが別途指定した場合を除き、会員は、新たな

申込みなしに利用することができます。 

第１５条（サービスの一時中断又は停止） 

1. イノテックは、次の場合には本サービスの提供を一時中断又は停止することがあります。  

1. 事故、災害、天変地異等の発生により、本サービスの提供が困難になった場合 

2. 設備の保守上又は工事上やむを得ない場合、又は設備にやむを得ない障害が発生した場合 

3. 地震、噴火、洪水、津波等の天災や戦争、暴動等のやむを得ない事由により本サービスの提

供ができなくなった場合 

4. その他やむを得ない事情で本サービスの一時中断又は停止が必要となった場合 



2. 本サービスの提供の一時中断又は停止により、会員に不利益又は損害が生じた場合であっても、イノテ

ックは一切の責任を負わないものとします。 

3. イノテックは、本サービスの提供を一時中断又は停止する場合は、本サイトへの掲示その他の方法をも

ってあらかじめ会員へ通知します。ただし、緊急の場合は、会員に事前に通知することなく、本サービス

の提供を一時中断又は停止することができるものとします。 

第１６条（サービスの変更・終了） 

1. イノテックは、会員の事前の承諾なしに、本サービス及び本サイトの内容を変更し、又はそれらの提供を

終了することができます。 

2. 前項の変更又は終了に関し、イノテックは、本サイトへの掲示をもって会員に通知したとみなされるもの

とします。 

3. 当該変更又は終了により、会員に不利益または損害が生じた場合も、イノテックは一切責任を負わない

ものとします。 

第１７条（会員への通知） 

本規約又は本サイトで別途定める場合を除き、本サービス又は本サイトに関連するイノテックからの通知・確

認・案内等は、本サイトへの掲示をもって行われたとみなされるものとします。 

第１８条（規約の変更） 

1. イノテックは、お客様の承諾なく本規約を変更できるものとします。 

2. 本規約の変更があった場合、イノテックはすみやかに会員に通知するものとします。 

3. 本規約の変更は、本サイトに変更後の規約が掲載された時点で有効とし、会員が本サイトにアクセスし

た時点で本規約の変更に同意したとみなされるものとします。 

第１９条（反社会的勢力の排除） 

 会員は、イノテックが別途定める反社会的勢力の排除に関する規定を遵守するものとします。 

第２０条（準拠法・合意管轄） 

本規約の履行及び解釈においては日本法が適用されるものとします。本サービス又は本サイトに関連して紛争

が生じた場合、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。 

第２１条（協議事項） 



本規約に定めのない事項が生じた場合、又は本規約の解釈について疑義が生じた場合には、会員とイノテック

の両者で誠意を持って協議し解決するものとします。 

 


	マッチングサイト「きばっちんぐ.com」利用規約
	最終更新日：2019年8月15日 (Ver1.0)
	この規約（以下「本規約」といいます。）は、イノテック株式会社（以下「イノテック」といいます。）が提供する、プリント基板設計業務の委託者と受託者を対象としたビジネスマッチングサイト「きばっちんぐ.com」 によるサービス（以下「本サービス」といいます。）の利用に関する諸条件を、本サービスを利用する全ての会員（以下「会員」といいます。）とイノテックとの間で定めるものです。
	第1条（本規約の適用、本サービスの内容）
	第２条（会員登録）
	第３条（ID・パスワード）
	第４条（登録内容の変更）
	第５条（委託情報の登録）
	第６条（委託情報の削除等）
	イノテックは、委託情報又は本サイトへの他の掲載情報が以下のいずれかに該当すると判断した場合には、会員の事前の承諾なしに、当該情報の全部又は一部の削除もしくは変更を行うことができるものとします。
	第７条（会員情報の取扱い）
	第８条（著作権等）
	第９条（会員設備等の設置・維持）
	第１０条（会員の責任及び禁止行為）
	第１２条（会員の責任）
	第１３条（イノテックの免責等）
	第１５条（サービスの一時中断又は停止）
	第１６条（サービスの変更・終了）
	第１７条（会員への通知）
	第２０条（準拠法・合意管轄）
	第２１条（協議事項）

