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365 プラットフォームの利用規約 

改訂：2022 年 1 月 29 日 
 

以下では、365 プラットフォームおよび関連サービス  （個別におよび集合的に「365 プラット

フォーム」または「サービス」と呼ぶ）：に適用される 365 Retail Markets、LLC（「365」、

「当社」、または「当社（に）、（を）、（へ）、（の）など」、「AirVend」、「Avanti」、

「Company Kitchen」、「Lightspeed」、または「Stockwell」）の利用規約（「規約」）について

説明します： 
 

これらのサービスには、オンラインポータル、モバイルアプリ、および個人（「ユーザー」で

ある各個人）が 365 プラットフォームを使用して、プリペイドアカウント（ 「アカウント」ま

たは「マイマーケットアカウント」）の資金を追加、監視、および管理し、365 または 365 の

特定の関連会社（「サードパーティプロバイダー」）との合意に基づく独立したサードパーテ

ィプロバイダーを含む参加場所で、そのようなサービスのから商品やサービスを購入できるよ

うにする購入 Kioskが含まれます。以下の利用規約、および 365プラットフォームの使用に関す

るすべての更新、補足、追加規約、およびすべての 365 のルールとポリシーは、あなたと 365

の間の完全な条件を集合的に構成します。それらは 365 のプライバシー通知（「プライバシー

通知」）および生体認証データプライバシーポリシー（「生体認証ポリシー」）を含み、それ

ぞれが参照により組み込まれます。https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ で、記録

のためにこれらの規約のコピーを入手できます。365 プラットフォームには次のものが含まれ

ます： 
 

• POS デバイス 
o 365 kiosk 
o AirVend 
o Avanti kiosk 
o Company Kitchen kiosk 
o NanoMarket 
o PicoMarket  
o Smart N Go 
o Smart E 
o Smart Market  
o Stockwell  

• 企業のウェブサイト 
o https://365retailmarkets.com 
o https://www.avantimarkets.com 
o https://lightspeedautomation.com 
o https://companykitchen.com 
o https://stockwell.ai 
o 365 Retail Markets Help Center 

• コンシューマー向けウェブサイト 
o https://LoadMyCard.net 
o https://mykioskcard.com 
o https://mymarketaccount.com 
o https://mymarketaccount.net 
o https://mymarketcard.com 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
https://365retailmarkets.com/
https://companykitchen.com/
https://stockwell.ai/
https://mykioskcard.com/
https://mymarketaccount.net/
https://mymarketcard.com/
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o https://Order.SimpliGet.com 
o https://payment.companykitchen.com 

• モバイルアプリ 
o 365 Retail Markets mobile app 
o Avanti Market mobile app 
o Company Kitchen mobile app 
o Stockwell mobile app 

• オペレーターのウェブサイト 
o https://adm.365retailmarkets.com 
o https://consumer.avantimarkets.com    
o https://live.app.air-vend.com 
o https://manage.SimpliGet.com  
o https://mms.mykioskworld.com 
o https://operators.companykitchen.com 
o https://smarthq.365retailmarkets.com 
o https://smartmarketadmin.com  
o https://store.avantimarkets.com 

• 現在実行中または今後開発される予定である他の関連技術 
 

これらの条件に同意する前に、これらの条件を注意深くお読みください。  

365 プラットフォームを使用して、これらの規約に同意します。これらの規約に同意すると、

あなたは、（a）これらの規約を読み、理解したことを認める；（b）紛争解決および仲裁合意

（以下のセクション I に記載）への同意を含む、本規約の規定に同意する；（c）これらの条件

に法的に拘束されることに同意する；（d）あなたが住んでいる法域内でこれらの条件に拘束さ

れる法定年齢に達していることを保証する；（e）すべての記録を受け取り、365 プラットフォ

ーム、365、および電子的手段（以下のセクション XXXIX に記載）を介した 365 との関係の他の

側面に関連するすべてのトランザクションを実行することに同意する；ものとします。これら

の条件またはプライバシーに関する通知に同意しない場合は、365 プラットフォームにアクセ

スしたり使用したりしないでください。 
 

紛争解決および仲裁合意に関する通知：これらの条件には、紛争解決および仲裁合意（下記の

セクション I を参照）を含む、あなたと 365 の間の請求を解決する方法を規定する条項が含ま

れています。これは、限られた例外を条件として、クラスアクション、集団、または代表的な

手続きの一部としてではなく、個別に、拘束力のある仲裁に対してあなたが当社に対して持っ

ている請求を提出する必要があります。また、以下のセクション I（E）に従って仲裁をオプト

アウトしない限り、個人ベースでのみ救済を求めることが許可されます。 
 
 
 

I. 紛争解決および仲裁合意 
この紛争解決および仲裁合意（「仲裁合意」）を注意深くお読みください。 これは、法廷で訴

訟を起こす権利など、あなたがそうでなければ持っているかもしれない法的権利に影響を及ぼ

します。この仲裁合意は、裁判所の裁判や集団訴訟ではなく、仲裁を通じてほとんどの紛争を

解決することを規定しています。仲裁は最終的で拘束力があり、裁判所による非常に限られた

審査の対象となります。以下のセクション I（E）に記載されている手順を使用して同意し、オ

https://order.simpliget.com/
https://payment.companykitchen.com/
https://adm.365retailmarkets.com/
https://live.app.air-vend.com/
https://operators.companykitchen.com/
https://smarthq.365retailmarkets.com/
https://smartmarketadmin.com/
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プトアウトしない場合、この仲裁合意は、本規約の終了および 365 との取引の終了後も存続す

るものとします。 
 

A. 初期の紛争解決 
 365（以下のセクション II で定義）、365 のサービスの使用、365 プラットフォーム、これらの

利用規約、およびプライバシーに関する通知（https://www.365retailmarkets.com/consumer-

policy/ で 入 手 可 能 ） 、 お よ び 当 社 の 生 体 認 証 デ ー タ プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー

（https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ で入手可能）に関する懸念や主張がある場

合は、電話 1-888-365-7382（米国/カナダ）、+ 1-248-434-3910（国際）、電子メール、または

https://www.365retailmarkets.com/ を介して 365 へ連絡を取ることができます。ほとんどの懸念

や主張は、この方法で迅速に解決される可能性があります。両当事者は、訴訟または仲裁を開

始するいずれかの当事者の前提条件となる協議および誠実な交渉を通じて、紛争、請求、質問、

または意見の不一致を直接解決するために商業的に合理的な努力を払うものとします。 
 

i. 拘束力のある仲裁への合意  

上記のセクション I（A）「最初の紛争解決」に従って当事者が最初の紛争解決を開始し

てから 30 日以内に、当事者が懸念、請求、または紛争に関して合意された解決に達し

ない場合、いずれかの当事者が拘束力のある仲裁を開始することができます。下記の例

外を条件として、（i）この仲裁合意（その形成、履行および違反、適用、執行可能性、

形成、解釈、構築、有効性、および紛争の仲裁可能性を含む）；（ii）あなたと 365 の

関係；(iii) 365 プラットフォーム（https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ で

入手可能）、これらの利用規約、および 365 のプライバシーに関する通知、および 365

の生体認証データプライバシーポリシー（https://www.365retailmarkets.com/consumer-

policy/ で入手可能）；または (iv) 365 の製品およびサービス（365、そのライセンサー、

またはサードパーティプロバイダーが関与する取引、作為または不作為を含む）に起因

または関連するすべての請求、紛争は、AAA の消費者仲裁規則（www.adr.org からアク

セス可能、または電話：088-778-7879）の規定に従って、米国仲裁協会（「AAA」）が

管理する拘束力のある仲裁によって、独占的かつ最終的に解決されるものとしますが、

この仲裁合意によって修正され、集団または代表的な手続きまたは救済を、管理または

許可する仲裁規則または手続きを除外します。AAA が何らかの理由で仲裁を管理できな

い、または管理する意思がない場合、仲裁は、この仲裁合意によって変更された該当す

る規則（www.jamsadr.com からアクセス可能）に従って JAMS によって管理されるもの

とし、JAMSによるものでない場合は、仲裁を管理できる 365によって選択された別の仲

裁組織により管理されるものとします。適用される仲裁規則のコピーは、

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ で入手できます。仲裁人は、疑いを避

けるために、連邦、州、地方の裁判所または機関ではなく、解釈、効果、違反、執行、

適用性、およびこれらの条件（および本書で言及されているすべての 365 の通知および

ポリシー）、この仲裁合意、この仲裁合意の全部または一部が無効または無効であると

いう主張、およびあらゆる主張の仲裁可能性の施行可能性または形成に関連する紛争を

含むがこれらに限定されない、当事者間のそのような対象となるすべての請求、紛争、

および論争を解決する独占的な権限を有するものとします。仲裁人は、以下のセクショ

ン I（B）に記載されている集団訴訟および行動の放棄を含む、本仲裁合意の条件に従っ

て、法廷または衡平法で利用可能な救済を与える権限を与えられるものとします。仲裁

人の裁定は最終的であり、当事者を拘束するものとし、仲裁裁定に適用される適用法に

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
http://www.adr.org/
http://www.jamsadr.com/
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従って審査されることを条件として、管轄権を有する裁判所に判決として入力されるも

のとします。この仲裁合意の解釈および執行は、連邦仲裁法に準拠するものとします。 

ii. 365 は、適用される規則および仲裁人が要求する範囲で、仲裁の提出および仲裁人の料

金を支払います。 

iii. 当事者は、拘束力のある仲裁に同意することは、あなたと 365 が、この仲裁合意の対象

となる請求に関する陪審員または裁判官の前に、裁判の権利を放棄することを意味する

ことを理解し、同意します。 
 

B. 集団訴訟および行動の放棄  
両当事者はさらに、仲裁はクラスアクション、集団または代表訴訟としてではなく、個人ベー

スでのみ行われるものとすることに同意します。両当事者は、集団訴訟または集団訴訟を提起

する権利、または集団訴訟または集団訴訟に基づいて救済を求める権利を明示的に放棄します。

裁判所または仲裁人が、このクラスアクションまたは集団行動の放棄が無効である、または何

らかの理由で強制できないと判断した場合、このような決定は、この仲裁合意の他の条項の有

効性または強制力に影響を与えないものとし、このクラスアクションまたは集団行動の放棄条

項は修正され、この仲裁から除外されない限り、有効で強制力のあるものになります。 
 

C. この仲裁合意の例外 
i. 少額訴訟。この仲裁合意にこれと異なる規定がある場合でも、あなたまたは 365 は、小

額裁判所の管轄内の紛争または請求について、個別に小額裁判所に救済を求めることが

できます。 

II. カリフォルニア州私立弁護士一般法（PAGA）訴訟。この仲裁合意に、逆に異なる規定

がある場合でも、いずれの当事者も、カリフォルニア州の私立弁護士一般法に基づいて

生じた請求について、裁判所で救済を求めることができます。 

III. 行政訴訟。この仲裁合意に、逆に異なる規定がある場合でも、いずれの当事者も、政府

機関に告訴または訴訟に参加する権利を留保します。 
 

D. 分離可能性 
この仲裁合意のいずれかの条項が執行不能であると判明した場合、そのような決定は本仲裁合

意の他の条項に影響を及ぼさないものとし、執行不能な条項は執行可能となるように変更され

るものとします。または、適用法の下でそのような変更が許可されない場合、条項はこの仲裁

合意から切り離されるものとします。 
 

E. 仲裁をオプトアウトする 30 日間の権利 
あなたは、オプトアウトする決定の書面による通知を、1743 Maplelawn, Troy, MI, 48084 まで郵

送 、 ま た は privacy@365smartshop.com に 電 子 メ ー ル で 、 ま た は ：

https://www.365retailmarkets.com/ からオンラインで送信することにより、オプトアウトする権

利を有し、本仲裁合意および上記のセクション I（C）に記載されている集団訴訟および行動の

放棄条項に拘束されない権利があります。オプトアウト通知は、本規約および本仲裁合意に同

意してから 30 日以内に送信する必要があります。同意しない場合は、本仲裁合意の条件に従っ

て紛争を仲裁する義務があります。この仲裁合意をオプトアウトした場合、当社もそれに拘束

されません。 
 

https://www.365retailmarkets.com/


 

41545098.1 

F. 訴訟のための独占的な場所 
何らかの理由でこの仲裁合意が特定の請求または紛争に適用されない場合、当事者は、当事者

間の訴訟は、ミシガン州オークランド郡にある州裁判所または連邦裁判所でのみ提起されるこ

とに同意するものとします。これは、365 が配置され、サービスと 365 プラットフォームが管

理される場所であるためです（居住する郡で提起される可能性のある小額裁判所の訴訟を除

く）。 
 

II. 定義 
これらの用語では、「含む」および「含む」という言葉は、「含むが、これらに限定されない」

を意味します。「365」、「当社」、または「当社（に）、（を）、（へ）、（の）など」、

「AirVend」、「Avanti」、「Company Kitchen」、「Lightspeed」、または「Stockwell」は、  365 

Retail Markets、LLC と、現在および以前の親会社、子会社、または関連会社を意味します。さら

に、365のサービスプロバイダー、サードパーティプロバイダー、ライセンサー、および 365が

サービスを提供するのを支援するその他のエンティティまたは個人、そして、それぞれの現在

および以前の所有者、メンバー、株主、取締役、役員、雇用主、代理人、後継者および譲受人

を含みます。「あなた」または「あなたの」という言葉は、あなた、あなたの配偶者、遺言執

行者、管理者、後継者、および譲受人を意味します。 「当事者」は、このセクション II で定義

されているようにあなた、および/または 365 を意味します。 
 

III. ライセンス 
これらの条件を順守することを条件として、365 は、(i) 参加場所での使用にのみ関連する、個

人用デバイス上の 365 プラットフォーム、および (ii) 365 プラットフォームを通じて利用可能に

なる可能性のあるコンテンツ、情報、および関連資料へのアクセスと使用への、制限付き、非

独占的、サブライセンス不可、取り消し可能、譲渡不可のライセンスを付与します。いずれの

場合も、これらの規約に常に準拠して、個人的な非営利目的でのみ使用されます。ここで明示

的に付与されていない権利は、365 および 365 のライセンサーが留保します。 
 

IV. 所有権 
これらの条件も 365 プラットフォームの使用も、以下の権利を伝達または付与するものではあ

りません：(i) 上記のセクション III で付与された制限付きライセンスを除き、365 内または 365

に関連するもの。 または、(ii) 365 の会社名、ロゴ、製品およびサービス名、商標またはサービ

スマーク、または 365 のライセンサーおよびサービスプロバイダーのものを何らかの方法で使

用または参照すること。 
 

V. ネットワークアクセスとデバイス 
365プラットフォーム（POSデバイスを除く）を使用するために必要なデータネットワークアク

セスを取得するのはユーザーの責任です。ワイヤレス対応デバイスから 365 プラットフォーム

にアクセスまたは使用する場合は、モバイルネットワークのデータおよびメッセージングの料

金が適用される場合があります。365 プラットフォームにアクセスして使用するために必要な

互換性のあるハードウェアまたはデバイスを取得し、更新する責任はユーザーにあります。365

は、365 プラットフォームまたは 365 プラットフォームの一部が特定のハードウェアまたはデ

バイスで機能することを保証するものではありません。365 プラットフォームは、インターネ

ットおよび電子通信の使用に固有の誤動作や遅延の影響を受ける可能性があります。 
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VI. あなたのアカウントについて 
365 プラットフォームを使用するには、あなたの氏名を電子署名し、プライバシー通知の下部

にあるボタンをクリックして、これらの規約とプライバシー通知に同意する必要があります。 

アカウントを取得するには 18 歳以上であるか、本規約を締結するために居住する法域内で法定

成年に達している必要があります。アカウント登録では、あなたの氏名や電子メールアドレス

などの特定の個人情報を 365 に送信する必要があります。あなたは、アカウントに正確で完全

な最新の情報を維持することに同意するものとします。正確で完全な最新のアカウント情報を

維持できないと、365 プラットフォームにアクセスして使用できなくなる可能性があり、また、

仲裁合意は、そのような終了にもかかわらず有効なままですが、365 がアカウントとその関係

を終了する可能性があります。ただし、あなたは、アカウントのユーザー名、パスワード、お

よびその他のアクセス情報のセキュリティと機密性を常に維持することに同意するものとし、

あなたのアカウントの下で発生するすべての活動に責任があります。365 が書面で別途許可し

ない限り、アカウントは 1 つしか所有できません。あなたはサードパーティにあなたのアカウ

ントの使用を許可することはできません。また、18 歳未満の人にあなたの同伴なしであなたの

アカウントを使用することを許可することはできません。あなたはあなたのアカウントを他の

個人または団体に譲渡または譲渡することはできません。 
 

365 プラットフォームでは、POS デバイス、消費者向け Web サイト、またはモバイルアプリを

介して、アカウントを支払いとして受け入れる参加場所での将来の購入の前払いとして、現地

通貨の値をアカウントにロードできます。アカウントにロードする現地通貨の値は、参加して

いる場所の商品とサービスに対してのみ前払いされます。365 プラットフォームには、いかな

るクレジットカード、デビットカード、クレジットライン、当座貸越保護、または預金口座も

関連していません。法律で別段の許可がない限り、アカウントに読み込まれた金額は、アカウ

ントを使用する参加場所の現地の条件に従って返金される場合があります。アカウントにロー

ドされた資金の利息、配当、またはその他の収益は、365 によって支払われたり、クレジット

を与えられたりすることはありません。あなたのアカウントに関連する値は、連邦預金保険公

社（FDIC）によって保証されているものではありません。 
 

クレジット（礼儀クレジット、紹介クレジット、スナッククレジット、紹介プログラム特典、

紹介プログラムコード、ロイヤルティクレジット）およびオファー（プロモーションオファー）

は、譲渡不可、転売不可で、現金またはその他の対価と引き換えることはできません。当社は、

クレジットまたはオファーをいつでも失効、制限、または変更する権利を留保します。あなた

のアカウントが何らかの理由でキャンセルされた場合、あなたは、事前の通知なしに、保留中、

現在、または将来のクレジットまたはプロモーションオファー、およびアカウント内またはア

カウントに関連付けられたその他の形式の未使用の価値を没収することができます。あなたは、

紹介プログラムへの参加または紹介プログラムコードの使用または償還が誤り、不正、違法、

またはその他の方法で本規約に違反していると当社が判断または信じるイベントを含みますが、

これらに限定されない、理由の如何を問わず、いつでも紹介プログラムの利用規約を変更した

り、紹介プログラムを終了したり、紹介プログラムの特典を失効、控除、制限、または変更し

たりする場合があることに同意するものとします。 
 

あなたのアカウントはあなたの自宅のロケーションで使用するように指定されており、あなた

の自宅のロケーションからアカウントを作成するための招待状によって識別されます。当社は、

アカウントの支払いを受け付けない権利を留保し、使用が許可されていない、不正である、ま
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たはその他の違法であると合理的に信じる場合、アカウントの使用を終了または制限する場合

があります。 
 

365 があなたとの別の書面による合意で別途合意しない限り、あなたのアカウントは、個人的

な非営利目的でのみ利用可能になります。 
 

VII. アカウントに価値をロードする 
あなたは、POS デバイス、消費者向け Web サイト、またはモバイルアプリから承認済みのクレ

ジットカードまたはデビットカードを使用して、アカウントに値（現地通貨）を読み込むこと

ができます。アカウントに読み込まれるすべての金額は、現地通貨で保持および表示されます。

価値は、礼儀クレジット、紹介クレジット、ロイヤルティクレジット、スナッククレジット、

オファー、プロモーションの形でアカウントにロードすることもできます。これらのクレジッ

トには現金価値がなく、譲渡、返金、税金や手数料の支払いに使用することはできず、法律で

別段の定めがない限り、脱出することはできません。 
 

VIII. 購入 
アカウントに取引を完了するのに十分な残高がある場合は、アカウントを使用して、参加して

いる加盟店での購入の支払いを行うことができます。アカウントを使用して購入すると、アカ

ウントの残高は、製品の価格、税金、追加料金を含むがこれらに限定されない、トランザクシ

ョンの金額だけ減少します。購入を試みた時点でアカウントの残高が不足している場合、取引

は拒否され、購入を完了するには資金を追加する必要があります。購入に関するお問い合わせ

はすべて、商品を購入した場所のオペレーターにご連絡ください。 
 

IX. 領収書と取引履歴 
アカウントを使用すると、365 はリクエストに応じて領収書を提供します。購入した場所に応

じて、領収書のオプションには、SMS（標準料金が適用されます）、印刷物、電子メール、ま

たはモバイルアプリのいずれかまたはすべてが含まれる場合があります。領収書には、あなた

のアカウントを使用して購入が行われたこと、購入された商品とその購入価格が示されます。 

領収書を管理し、取引履歴と口座残高が正しいことを定期的に確認するのはあなたの責任です。 

アカウントの残高は、モバイルアプリまたは購入したデバイスから確認できます。過去の取引

履歴は、消費者向け Web サイトまたはモバイルアプリで確認できます。 
 

X. 払い戻しのリクエスト 
365 は、あなたのアカウントを使用して購入した商品の品質、安全性、合法性、またはその他

の側面について責任を負いません。何らかの理由で、購入した商品が前述の側面のいずれかに

違反した、または満たさなかったと思われる場合、あなたは製品の価格の払い戻しを要求する

権利を留保します。払い戻しをリクエストするには、主に 2 つの方法があります：1) モバイル

アプリを使用して払い戻しをリクエストする；または 2) 購入した市場の運営者に連絡して、払

い戻しをリクエストする。すべての決済済み取引は完了したと見なされるため、払い戻しが承

認される保証はありませんのでご注意ください。市場の運営者は、払い戻しを承認するすべて

の責任を負います。払い戻しは、多くの場合、アカウントに追加されたサービスクレジットで

発行され、市場で利用できます。 
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XI. 疑わしいまたは許可されていない活動 
365 は、疑わしいまたは不正な活動が行われている可能性があると当社が考える理由がある場

合、あなたのアカウントへのアクセスを制限する権利を留保します。365 は、疑わしいまたは

不正なアクティビティがあるかどうか、またいつあるかを判断するためにアカウントを監視す

る責任を負いません。あなたは、アカウントの完全性と保護を維持するためにすべての責任を

負うことに同意するものとします。あなたが他の誰かにあなたのアカウントを使用することを

許可した場合、365 はその人があなたのアカウントを使用することを許可したものとして扱い、

あなたはあなたのアカウントを使用する人によるすべての取引に責任を負います。アカウント

の活動を監視し、アカウントの購入と資金調達のイベントの正確な記録を維持し、疑わしい活

動や不一致があればすぐに 365 に報告するのはあなたの責任です。 
 

XII. アカウントの取り消し、期限無効、閉鎖 
各アカウントは 365 の法的財産と見なされ、365 によって合理的と見なされる理由または通知

なしに、いつでも破棄、失効、または閉鎖される可能性があります。アカウントが破棄、失効、

または閉鎖される場合は、アカウントの使用を直ちに停止し、このドキュメントに従って 365

に準拠することが求められます。365 は、アカウントの残高を払い戻すための合理的な取り組

みを促進します。アカウントの所有者に合理的に連絡できない場合、残高は州の更生法に従っ

て充当されます。州が不明な場合、当社が所有する資金はデラウェア州に送金されます。 
 

A. アカウントの有効期限：独立した書面による合意で別途定義されていない限り、365 は

MOR（マーチャント・オブ・レコード）であり、365 は、少なくとも 5 年間連続して活

動していないアカウントの個人情報を定期的に確認、閉鎖、破棄する権利を留保します。

5 年以上使用されていないアカウントの残りの残高は、未請求の資産と見なされ、365

は、州の更生法に関連して適切な州政府に引き渡されます。州が不明な場合、当社が所

有する資金はデラウェア州に送金されます。365 は、アカウントを閉鎖する前に、アカ

ウント所有者には適切に電子メールで通知することを試みます。アカウント所有者は、

プロファイル内の正確で完全な最新の情報を維持する責任があります。 

B. アカウントの閉鎖：あなたは、アカウントの残高を請求することにより、いつでもアカ

ウントを閉鎖する権利を留保します。アカウントを閉鎖する主な方法は 2 つあります：

1) モバイルアプリを使用してアカウントを閉鎖する；または、2) プライマリーマーケッ

トの運営者に連絡して、アカウントの閉鎖をリクエストする。アカウントの残高の払い

戻しを受け取るには、有効なクレジットカード番号または郵送先住所の提供が必要にな

る場合があります。オペレーターは、アカウント閉鎖に関するあらゆる処理を行う責任

があります。 
 
 

XIII. 制限と料金 
責任の制限：365 は、以下の状況で被った損失または損害について責任を負いません： 

• 365 の過失ではなく、アカウントが尊重されていない場合。 

• あなたが疑わしいまたは不正な活動を発見し、365 がアカウントの使用を制限した

後、資金にアクセスできなくなった場合。 

• 365 の過失ではなく、トランザクションを完了するために必要な資金がアカウント

にない場合。 

• トランザクション中に使用した機器や電子デバイスが正常に動作しない場合。 
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• あなたがアカウントの使用中に犯した違法、不正、またはその他の不正行為に起因

する損失および損害。これには、365 に誤ったまたは不正確な情報を提供したり、

アカウントを使用して適用される法律や規制に違反したりすることが含まれます

が、これらに限定されません。 

• 365 は、あなたのアカウントに発行、アクティベーション、またはサービス料金を

請求しません。非アクティブなアカウントのデータ保持期間の詳細については、

https://365retailmarkets.com/consumer-policy/ で入手できるプライバシーに関するお

知らせをご覧ください。 
 

XIV. テキストメッセージ 
あなたの（消費者向けWebサイトまたはモバイルアプリで利用可能）の設定で SMS領収書を受

信することを選択した場合（消費者向け Web サイトまたはモバイルアプリで利用可能）、365

が通常の業務の一部として情報テキスト（SMS）メッセージを送信することに同意するものと

します。その場合標準のテキストメッセージ料金が適用される場合があります。アカウント

（コンシューマーWeb サイトまたはモバイルアプリで利用可能）の設定をオンラインで更新し

て、365からのテキスト（SMS）メッセージの受信をいつでもオプトアウトできます。あなたは、

テキスト（SMS）メッセージの受信をオプトアウトすると、365プラットフォームの使用に影響

を与える可能性があることを認めます。その場合標準の携帯電話料金が適用される場合があり

ます。 
 

トランザクションの完了時に領収書の「テキスト」オプションを選択することにより、POS デ

バイスで 1 回限りの SMS メッセージを受信することを選択することもできます。上記のように

後で SMS メッセージを受信することを選択しない限り、365 は、この要求に応じて受信の SMS

メッセージを 1 回だけ送信します。その場合標準のテキストメッセージ料金が適用される場合

があります。 
 

XV. 電子メールの領収書 
あなたがアカウント（消費者向け Web サイトまたはモバイルアプリで利用可能）の設定で電子

メールの領収書を受信することを選択した場合、365 が通常の業務の一環として情報に関する

電子メールメッセージを送信することに同意するものとします。アカウント（コンシューマー

Web サイトまたはモバイルアプリで利用可能）の設定をオンラインで更新して、365 からの電

子メールメッセージの受信をいつでもオプトアウトできます。あなたは、電子メールメッセー

ジの受信をオプトアウトすると、365 プラットフォームの使用に影響を与える可能性があるこ

とを認めます。 
 

トランザクションの完了時に領収書の「電子メール」オプションを選択することにより、POS

デバイスで 1 回限りの電子メールメッセージを受信することを選択することもできます。上記

のように後で電子メールメッセージを受信することを選択しない限り、365 はこの要求に応じ

て受信の 1 回限りの電子メールメッセージを送信します。 
 

XVI. 請求エラーと訂正 
事務、請求、または会計上のエラーが発生したと当社が判断した場合、当社はあなたのアカウ

ントの残高を修正する権利を留保します。取引履歴や修正について質問がある場合、またはア

カウントに対して決定されたトランザクションや修正に異議を唱える場合は、

https://365retailmarkets.com/consumer-policy/
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accounthelp@365smartshop.com まで 365 にご連絡ください。当社は調査を行い、結果を伝え、

誤りを訂正します。エラーが見つからなかった場合は、その説明を提供します。問題の取引日

から 60 日以内に通知しない限り、請求エラーについては責任を負いません。あなたはあなたの

取引と口座残高を注意深く監視する必要があります。 
 

XVII. 不正取引に対する責任 
あなたのアカウントは、参加場所から購入に使用される現金のように扱われるため、あなたは

あなたのアカウントに関連するすべてのトランザクション（無許可のトランザクションを含む）

に対して責任があります。ただし、アカウント情報が紛失、盗難、または侵害された場合、ア

カウントの凍結を要求するために電話または連絡した時点で、アカウントの残高が残ったまま

凍結される可能性があります。アカウントの残高は、365 に通知した時点からのみ保護されま

す。通知した時点でアカウントの残高は凍結され、再開するまで残高が保持されます。 
 

XVIII. プライバシー通知 
ユーザーに関する情報の収集、使用、開示の方法、およびプライバシー設定の選択方法につい

ては、https:///365retailmarkets.com/consumer-policy/ にあるプライバシー通知を参照してくださ

い。 
 

XIX. アイデアの提出 
あなたが提供するブログ、ウィキ、ディスカッションフォーラム、投稿、チャット、またはそ

の他の形式のメディア（「ユーザーコンテンツ」）とは別に、あなたは、質問、コメント、フ

ィードバック、提案、アイデア、計画、メモ、図面、オリジナルまたはクリエイティブな資料、

または 365 と当社のサービス（総称して「アイデア」）に関するその他の情報を送信できます。

電子メールまたはその他の方法で 365 に提供されたアイデアは、完全に自発的、非機密かつ無

償的なものであり、さらにコミットメントを要しません。これにより、あなたは 365 に譲渡す

ることを意味し、365 は、そのアイデアに対するすべての知的財産権を含む排他的権利を所有

するものとし、あなたへの承認または補償なしに、商業目的またはその他の目的でアイデアを

無制限に使用および配布する権利を有します。支払いを期待している場合、またはアイデアの

所有権や主張を継続したい場合は、アイデアを送信しないでください。当社はすでに同様の、

または類似のアイデアを保持している可能性がありますし、あなたとの紛争を望んでいません。 
 

XX. 禁止されている使用 
365 プラットフォームは、合法的な目的で、これらの規約とプライバシーポリシーに従っての

み使用できます。あなたは、次のいずれかの方法で 365 プラットフォームを使用しないことに

同意するものとします。 

• 適用される連邦、州、地方、または国際的な法律または規制（米国またはその他の

国との間のデータまたはソフトウェアの輸出に関する法律を含むがこれに限定され

ない）に違反する。 

• 未成年者を不適切なコンテンツにさらしたり、個人情報や機密情報を要求したりす

ることにより、未成年者を悪用したり、危害を加えることを試みる目的がある。 

• 「ジャンクメール」、「チェーンレター」、「スパム」、またはその他の同様の勧

誘を含む、広告または販促資料の送信。 

mailto:accounthelp@365smartshop.comまで365
https://365retailmarkets.com/consumer-policy/


 

41545098.1 

• 紹介、サインアップ、スナッククレジットの贈与、またはその他の方法で 365 プラ

ットフォームを使用して、そのような通信の受信に同意しないサードパーティと交

信する。 

• 365、365 の従業員、別のユーザー、またはその他の個人または団体になりすます、

またはなりすまそうとする（上記のいずれかに関連する電子メールを使用すること

を含みますが、これに限定されません）。 

• 365 プラットフォームの使用または享受を制限または禁止する、または当社の判断

により、365 または 365 プラットフォームのユーザーに損害を与えたり、責任を負

わせたりする可能性のあるその他の行為に従事する。 

• 本規約のセクション XXVIII（著作権と制限）に記載されている制限に違反する方法。 
 

XXI. ユーザーコンテンツ 
365プラットフォームには、365 プラットフォームのユーザーが提供するコンテンツまたは資料

（総称して「ユーザーコンテンツ」）が含まれる場合があります。すべてのユーザーコンテン

ツは、本規約のセクション XXII に規定されているユーザーコンテンツ基準に準拠する必要があ

ります。 
 

あなたは、ユーザーコンテンツを当社に送信することにより、365 プラットフォーム上および

365 プラットフォームを通じて、現在知られている、または今後考案されるあらゆる媒体の他

のユーザーに向けて、そのようなユーザーコンテンツを使用、変更、公に実行、公に表示、複

製、および配布するための永続的で取消不能の世界的権利およびライセンスを当社に付与しま

す。あなたは、「著作者人格権」を含む、本サービス上または本サービスを通じて送信、投稿、

または表示するユーザーコンテンツに対するすべての権利を放棄します。 
 

あなたは次のことを表明し、保証します：(1) ユーザーコンテンツはあなたのもの（あなたがそ

れを所有している）であるか、またはあなたはそれを使用する権利を有し、これらの条件に規

定されている権利とライセンスを当社に付与する； (2) ユーザーコンテンツの提出は、プライバ

シー権、パブリシティ権、著作権、契約権、または任意の人のその他権利を侵害するものでは

ない； （3）すべてのユーザーコンテンツは、これらの規約を遵守し、今後も遵守する。 
 

あなたは、あなたが提出または寄稿するユーザーコンテンツに対して責任があることを理解し、

認めます。また、365 ではなく、あなたはその合法性、信頼性、正確性、適切性を含むそのよ

うなコンテンツに対して全責任を負います。当社は、あなた、または 365 プラットフォームの

他のユーザーによって投稿されたユーザーコンテンツの内容や正確性について責任を負わず、

いかなるサードパーティに対して責任を負いません。 
 

あなたが共有するコンテンツに個人データが含まれている場合、そのようなデータは

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/のプライバシーポリシーの対象となることに

同意するものとします。 
 

XXII. ユーザーコンテンツの基準 
 

送信するユーザーコンテンツは、適用されるすべての法律および規制に準拠する必要があり、

次のことを行ってはなりません： 
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• 中傷的、暴力的、憎悪的、または性的に露骨な、またはポルノ的な素材、暴力、ま

たは差別を助長する素材を含む； 

• 特許、商標、企業秘密、著作権、その他の知的財産権、またはその他いかなる人物

のその他のいかなる権利を侵害する； 

• 個人を偽装する、または個人の身元や人物との関係を偽る、またはその他の方法で

個人を欺く可能性がある； 

• 違法行為を提唱、助長、または支援する； 

• 事実とは違い、当社、または他の人または団体から発している、またはそれらによ

って承認されているという印象を与える； 

• ウイルス、トロイの木馬、ワーム、タイムボム、またはキャンセルボットを含む、

システム、プログラム、またはデータを損傷、妨害、不正に傍受、または不適切に

使用する可能性のあるコンテンツまたはその他のコンピューター技術。 
 

XXIII. 監視と執行 
 

当社には次の権利があります（義務ではありません）： 
 

• 当社の独自の裁量により、理由の如何を問わず、ユーザーコンテンツを削除または

投稿を拒否する； 

• 365 プラットフォームにこれと異なる規定がある場合でも、あなたが提出した資料

が、知的財産権やプライバシー権などの権利を侵害していると主張するサードパー

ティに、あなたの身元またはあなたに関するその他の情報を開示すること； 

• 365 プラットフォームの違法または無許可の使用について、法執行機関への紹介を

含むがこれに限定されない適切な法的措置を講じる；および/または、 

• 本規約への違反を含むがこれに限定されない理由の如何を問わず、365 プラットフ

ォームの全部または一部へのアクセスを終了または一時停止する； 

• 上記を制限することなく、当社は、365 プラットフォーム上または 365 プラットフ

ォームを通じて資料を投稿する者の身元またはその他の情報の開示を要求または指

示する、法執行機関または裁判所命令に完全に協力する権利を有します。あなた

は、Harmless 365 およびその関連会社、ライセンシー、およびサービスプロバイダ

ーを、調査中または調査の結果として前述の当事者のいずれかによって行われた行

動、およびそのような当事者または法執行機関のいずれかによる調査の結果として

行われた行動から生じるあらゆる請求から放棄し、無害に保ちます。 
 

XXIV. 情報への依存  
365 プラットフォーム上または 365 プラットフォームを通じて提示される情報、資料、および

ユーザーコンテンツは、一般的な情報提供のみを目的として提供されます。当社は、この情報、

資料、およびユーザーコンテンツの正確性、完全性、または有用性を保証しません。そのよう

な情報、資料、およびユーザーコンテンツに依存する場合は、厳密に自己責任で行ってくださ

い。当社は、あなた、または 365 プラットフォームの他のユーザー、またはそれらのコンテン

ツのいずれかについて情報を受けている可能性のある人が、そのような情報、資料、およびユ

ーザーコンテンツに依存することから生じるすべての責任および責任を否認します。 
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XXV. サードパーティのコンテンツ 
365 は、この情報に関心のある人へのサービスとして、Web ページへのリンクやサードパーテ

ィのコンテンツ（総称して「サードパーティコンテンツ」）を含む 365 プラットフォームを介

したサードパーティコンテンツを、このような情報に関心のある人へのサービスとして提供す

る場合があります。当社は、サードパーティのコンテンツを管理、承認、または採用すること

はなく、その正確性または完全性について保証することはできません。あなたは、365 がサー

ドパーティのコンテンツに対していかなる方法でも責任を負わず、そのようなサードパーティ

のコンテンツを更新またはレビューする責任を負わないことを認め、同意します。あなたは、

あなた自身の責任でそのようなサードパーティのコンテンツを使用することに同意します。 
 

XXVI. あなたとあなたの 365 プラットフォーム使用に関する情報 
365 プラットフォームは、米国の法律に準拠し、それに従って運用されます。米国外にお住ま

いの場合は、ご自身の責任でこのサービスをご利用ください。あなたの情報は、当社の中央デ

ータベースの多くが運用されている米国に転送され、処理されます。あなたは、365 プラット

フォームを使用すると、 (a) 米国を含む他の国のデータ保護法は、あなたの国のものよりも包括

的または保護的な保護基準を提供しない可能性があることを認め、(b) プライバシー通知および

適用されるプライバシー法に従って、あなたの情報に関して当社が講じるすべての措置に同意

するものとします。 
 

XXVII. 広告とプロモーション 
365は、365 プラットフォームを介してサードパーティからの広告やプロモーションを表示した

り、365 プラットフォーム上のサードパーティ製品に関する情報やリンクを提供したりする場

合があります。そのようサードパーティとのあなたの商取引または通信、あるいはその宣伝へ

の参加、およびそのような取引または宣伝に関連する条件、保証、または表明は、あなたとそ

のようなサードパーティとの間でのみ行われます。365 は、そのような取引またはプロモーシ

ョンの結果として、または 365 プラットフォーム上のそのような非 365 広告主またはサードパ

ーティ情報の存在の結果として発生したいかなる種類の損失または損害についても、責任を負

いません。 
 

XXVIII. 著作権と制限 
特に明記されていない限り、365 プラットフォームとその中のすべてのコンテンツおよびその

他の資料には、365 のロゴとすべてのデザイン、テキスト、グラフィック、写真、情報、デー

タ、ソフトウェア、サウンドファイル、その他のファイル、およびそれらの選択と配置が含ま

れますが、これらに限定されません。それらは 365 またはそのライセンサーまたはユーザーの

所有物であり、米国および国際的な著作権法によって保護されています。アカウント管理の目

的でのみ、POS サービス、消費者向け Web サイト、またはモバイルアプリで利用できるアクセ

スおよび使用するための限定されたサブライセンス不可のライセンスが付与されます。 
 

あなたは、次のことはできません：（i）365 プラットフォームの一部から著作権、商標、また

はその他の所有権に関する通知を削除する； (ii) 365 によって明示的に許可されている場合を除

き、365 プラットフォームに基づいて複製、変更、派生物を作成、配布、ライセンス供与、リ

ース、販売、再販、転送、公開表示、公開実行、送信、ストリーミング、放送、またはその他

の方法で悪用する； (iii) 適用法で許可されている場合を除き、365 プラットフォームの逆コンパ
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イル、リバースエンジニアリング、または逆アセンブル； (iv) 365 プラットフォームの任意の部

分へのリンク、ミラーリング、またはフレーム化；(v) 365 プラットフォームの任意の部分をス

クレイピング、インデックス作成、調査、またはその他の方法でデータマイニングする目的で、

または 365 プラットフォームの任意の側面の操作および/または機能に過度の負担をかけたり妨

害したりする目的で、プログラムまたはスクリプトを引き起こしたり起動したりする；または、 

(vi) 365 プラットフォームまたはその関連システムまたはネットワークへの不正アクセスまたは

その側面を損なうことを試みる。 
 

365 の書面による事前の許可なしに、本規約で特に許可されている以外の 365 プラットフォー

ムまたは関連資料を使用することは固く禁じられており、そのような事態ではここで付与され

たライセンスは終了されます。このような不正使用は、著作権法および商標法、ならびに適用

される通信規制および法令を含むがこれらに限定されない、適用される法律にも違反する可能

性があります。 本書に明示的に記載されていない限り、本規約のいかなる条項も、黙示的、禁

反言、その他の方法を問わず、いかなる方法でも、知的財産またはその他の権利およびそれに

関連する善意の所有権、または独占的使用権を付与するものと解釈されるものではありません。  
 

XXIX. 商標情報 
365、AirVend、Avanti、Company Kitchen、Lightspeed、および Stockwell のロゴは、365 の登録商

標です。365プラットフォームで参照されているその他すべての 365の商標、サービスマーク、

ドメイン名、ロゴ、会社名、および原産地表示は、商標、サービスのいずれかです。マーク、

ドメイン名、ロゴ、会社名、または原産地表示、あるいは 365 またはその関連会社またはライ

センサーの所有物です。365 の商標、サービスマーク、ドメイン名、ロゴ、会社名、または原

産地表示のいずれかが登録されていない国では、365 は、未登録の商標、サービスマーク、ド

メイン名、ロゴ、商号、会社名、および原産地表示に関連するその他すべての権利を主張しま

す。該当する商標、サービスマーク、ドメイン名、ロゴ、会社名、商号、または原産地表示の

所有者の許可なしに、365 またはサードバーティの商標、サービスマーク、ドメイン名、ロゴ、

会社名、商号、または原産地表示を使用することはできません。明示的に付与されていないす

べての権利は留保されます。 
 

XXX. セキュリティ違反の禁止 
あなたは、本サービスを使用して、ネットワーク、コンピューターまたは通信システム、ソフ

トウェアアプリケーション、またはネットワークまたはコンピューティングデバイス（それぞ

れ「システム」）のセキュリティまたは整合性を侵害することはできません。禁止されている

活動は次のとおりです： 

• 不正アクセス。システムの脆弱性の調査、スキャン、テストの試み、またはシステ

ムが使用するセキュリティまたは認証手段への違反を含む、許可なくシステムにア

クセスまたは使用する。 

• 傍受。許可なくシステム上のデータまたはトラフィックを監視する。 

• 起源の改ざん。TCP-IP パケットヘッダー、電子メールヘッダー、またはその発信元

またはルートを説明するメッセージの一部を偽造する。エイリアスと匿名のリメー

ラーの合法的な使用は、この規定によって禁止されていません。 
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XXXI. ネットワーク乱用の禁止 
ユーザー、ホスト、またはネットワークと通信する権限がない限り、それらにネットワーク接

続することはできません。 禁止されている活動は次のとおりです： 

• 監視またはクロール。監視またはクロールされているシステムを損なう、または混

乱させるシステムの監視またはクロール。 

• サービス拒否（DoS）。ターゲットに通信要求を氾濫させて、ターゲットが正当な

トラフィックに応答できないようにしたり、応答が遅すぎて効果がなくなるように

したりする。 

• 意図的な干渉。メール爆撃、ニュース爆撃、ブロードキャスト攻撃、またはフラッ

ディング技術によるシステムの過負荷の意図的な試みを含む、システムの適切な機

能の妨害。 

• 特定のネットワークサービスの運用。オープンプロキシ、オープンメールリレー、

オープン再帰ドメインネームサーバーなどのネットワークサービスの運用。 

• システム制限の回避。 アクセスやストレージの制限など、システムに課せられた使

用制限を回避するための手動または電子的手段の使用。 
 

XXXII. この条項の変更 
この条項に含まれる情報は、定期的に変更されます。365 は、いつでも独自の裁量で 365 プラ

ットフ ォームに変更を加 えることができま す。 これらの規約の最新版は、

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ をクリックして確認できます。本規約の変更

は、以前のすべてのバージョンの規約に優先するものとします。プロンプトが表示されたら[承

認する]または[同意する]をクリックするか、または、規約が更新された後も 365 プラットフォ

ームを引き続き使用することにより、あなたは 、(1) 変更されたすべてのそのような条件、通知、

更新、拡張機能、新機能、および条件に同意し；(2) 365 に提供された個人情報は、更新された

規約に準拠することを承認し、同意します。並びに、 (3) 以前のいかなるバージョンの規約に基

づく責任から 365 を放棄し、解放します。 
 

XXXIII. 補足条件 
補足条件は、特定のイベント、活動、またはプロモーションのポリシーなど、特定のサービス

に適用される場合があり、そのような補足条件は、該当するサービスに関連してあなたに開示

されます。補足条件は、該当するサービスの目的のために、これらの条件に追加され、これら

の条件の一部と見なされるものとします。該当するサービスに関して矛盾が生じた場合は、補

足条件がこれらの条件に優先するものとします。 
 

XXXIV. 補償 
あなたは、365、その関連会社、メンバー、従業員、取締役、株主、役員、代理人、顧客、後継

者または譲受人を、損失、責任、損害、罰則、または費用（合理的な弁護士費用および訴訟費

用を含む）から補償、防御、および無害にすることに同意するものとします。これは、次の結

果として第三者によって請求される可能性があります：（i）365 プラットフォームの使用； (ii) 

これらの規約への違反または違反； (iii) 本書で参照されている表明、保証、または契約への違

反；(iv) ユーザーコンテンツを含む、あなたの行動または不作為によって引き起こされた紛争ま

たは訴訟；(v) サードパーティの適用法または権利に対するあなたの過失または違反；(vi) サー

ドバーティの知的財産権、宣伝、守秘義務、財産またはプライバシーの権利に対するあなたの
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違反。 または、(vii) あなたとサードパーティプロバイダーを含むサードパーティとの間の紛争

または問題。 
 

XXXV. 準拠法 – ミシガン 
これらの規約および両当事者の関係は、抵触法の規則にかかわらず、ミシガン州法に準拠し、

同法に従って解釈されるものとします。 
 

XXXVI. 免責事項および責任の制限 
法律で別段の定めがない限り、本規約に基づく 365 の総責任は、いかなる状況においても 100

米ドルを超えないものとします。 
 

該当する法律で別途規定されている場合を除き、いかなる場合も、たとえ 365 がその可能性に

ついて知らされていたとしても、365 は懲罰的または例示的な損害、結果的または特別な損害、

または利益の損失に対して責任を負わないものとします。これは、懲罰的損害賠償または懲罰

的損害賠償、人身傷害または病気、善意の喪失、作業停止、コンピューターの故障または機能

不全に対する結果的または特別な損害賠償、365 プラットフォームの使用に起因する、直接的

または間接的な作業成果物の損失、またはその他すべての商業的損害または損失を含みますが、

これらに限定されません。 
 

これらの各条項は分離可能であり、これらの条件の他のすべての条項から独立しています。こ

のセクションの制限は、限定された救済策がその本質的な目的に失敗した場合でも適用されま

す。 
 

XXXVII. 著作権侵害の申し立て 
365 プラットフォームを使用して、著作権で保護された作品、商標を侵害する、またはサード

パーティの知的財産権を侵害または促進する素材を送信、ルーティング、接続、または保存す

ることはできません。 
 

365は、デジタルミレニアム著作権法（「法」）のタイトル IIによって修正された 17 U.S.C.セク

ション 512 に準拠して、内容または活動が最終的に侵害であると判断されたかどうかに関係な

く、あなたが最初のまたは繰り返しの侵害の申し立てられた行為を含む侵害行為に関与してい

ると独自の絶対的な裁量で判断した場合、あなたのアカウントとあなたが 365 プラットフォー

ムを使用するためのライセンスを終了する権利を留保しますが、義務ではありません。 
 

365 は、著作権所有者が素材を保護するために使用する標準的な技術的手段に対応し、干渉し

ません。さらに、365 は、17U.S.C.に準拠 セクション 512（c）に準拠して、申し立てられた侵害

の書面による通知を受け取り法律に従ってそのような申し立てを処理するための手順を実装し

ました。すべての侵害の申し立ては、以下の要件に準拠した書面による苦情で 365 に提出する

必要があり、申し立てられた侵害の通知を受け取るために 365 の指定代理人に送付されます： 
 

郵送： 1743 Maplelawn, Troy, MI, 48084  

電話 （米国・カナダ）： 1-888-365-7382  

電話（国際）： +1-248-434-3910  

メールアドレス：privacy@365smartshop.com 
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さらに、著作権、特許、商標、またはその他の所有権にかかわらず、名誉毀損または侵害行為

に関する書面による通知には、次の情報を含める必要があります： 

1. （a）侵害されたとされる排他的権利の所有者、または（b）名誉を毀損した人物

の代理として行動する権限を与えられた人物の物理的または電子的な署名。 

2. 侵害されたと主張される著作物の特定、または単一のオンラインサイトでの複数

の著作物が単一の通知でカバーされている場合は、そのサイトでのそのような著

作物の代表的なリスト。同様に、名誉毀損またはサードパーティの特許、商標、

またはその他の所有権を侵害する資料については、そのような資料のリストを提

出してください。 

3. 権利を侵害している、侵害行為の対象である、または名誉毀損であると主張さ

れ、削除またはアクセスが無効にされ、365 が資料を特定十分な情報。 

4. 住所、電話番号、電子メールアドレスなど、365 が所有者または名誉を毀損した

人物に連絡するのに十分な情報。 

5. 所有者または名誉毀損者が、申し立てられた方法での資料の使用が著作権または

その他の所有権所有者、その代理人、または法律によって許可されていないこと

を誠実に信じているという声明。 

6. 通知の情報が正確であり、偽証罪の罰則の下で、通知を提出する人が、侵害され

たとされる独占権の所有者に代わって、または名誉を毀損した人に代わって行動

する権限を与えられているという声明。 
 

XXXVIII. 領収書と明細書 
アカウント所有者には、アカウントから明細化されたトランザクションのステートメントは送

信されません。消費者向けウェブサイトまたはモバイルアプリで利用可能なアカウントにログ

インすることで、アカウントの残高を確認したり、最近の取引を確認したりできます。アカウ

ントを使用する場合、電子メールまたは SMS で領収書を受け取るか、領収書を受け取らないか

を選択できます。 領収書は、購入がアカウントを使用して行われたことを示し、アカウントの

残高を提供します。領収書を保管し、購入履歴をチェックして、アカウントの残高が正しいこ

とを確認してください。 
 

XXXIX. 電子記録とトランザクションへの同意 
アカウントを作成して使用することにより、あなたは、365 プラットフォーム、365、当社のサ

ービス、これらの条件、プライバシー通知、および生体認証データのプライバシーポリシー

（https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ で入手可能）、または電子的手段による３

６５との関係の他の側面に関連するすべての記録を受け取り、すべてのトランザクションを実

行することに同意するものとします。 

上記の紙のコピーは、https://www.365retailmarkets.com までお問い合わせください。また、文

書やトランザクションに電子的に同意することは、紙の契約に署名した場合と同じように法的

拘束力のある電子署名の形式であることに同意するものとします。 
 

XL. 割り当て 
当社は、これらの条件の全部または一部を、当社間の契約の変更と見なされることなく、また

あなたに通知することなく譲渡する場合があります。譲受人は、譲渡人と同じ権利と義務を有

し、本規約に拘束されることに書面で同意するものとします。 
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XLI. この条項のキャンセル 
当社は、通知または責任を負うことなく、いつでも本規約を一時停止または終了し、あなたに

付与された権利および特権の一部またはすべてを取り消しまたは制限する場合があります。ア

カウントは、あなたからの書面による要求または非アクティブのため（5 年間に 365 プラット

フォームを使用できなかった場合）、または、上記のセクション VI（アカウントについて）で

説明されているように、アカウントに正確で完全かつ最新の情報を維持できない場合、終了さ

れる場合があります。アカウントの終了は、365 プラットフォームの詐欺行為または不正使用、

およびその他の法的に許容される理由によっても発生する可能性があります。非アクティブ、

不正確なアカウント情報、365 プラットフォームの詐欺行為または不正使用のためにこれらの

規約を終了した場合、アカウントに保持されている残高は没収されます。 
 

XLII. 完全な合意と建設 
これらの条件と補足条件、およびそこで参照されている文書は、あなたと 365 の間の完全かつ

排他的な合意書であり、ここに記載されている主題のいずれかに対処するすべての以前の提案、

表明、およびその他すべての合意に優先し、統合されます。これらの条件（および本書で参照

されているその他の条件または文書）のいずれかの条項が違法または執行不能であり、その規

定は、その規定が合法かつ執行可能であるように、仲裁人または他の裁判所によって修正され

るものであると判断された場合、ただし、そのような変更が適用法の下で許可されていない場

合は、条項は必要最小限の範囲で削除され、その他のすべての条件は、それ以外の場合は完全

に効力を持ち、効力を持ち、執行可能であるものとします。本書の見出しは参照の便宜のため

だけのものであり、これらの用語の解釈に影響を与えるものではありません。 
 

XLIII. お問い合わせやご質問 
これらの規約、365、365 プラットフォーム、またはアカウントに関して質問がある場合は、当

社の Web サイト https://365retailmarkets.com/にアクセスするか、1-888-365-7382（米国/カナダ

）、+ 1-248-434-3910（国際）までお電話をいただくか、または privacy@365smartshop.com まで

電子メールでお問い合わせください。 
 
 


