
　　　　　　　　　

利用規約
２０２１年１２月更新

※日本語翻訳版。原文URL「https://nz.storypark.com/terms-of-use」
※この日本語訳は日本国内のみ有効です。

重要事項：本サービス（後述で定義をアクセス又は使用するにあたり、利用者はこれらの取り決

めを遵守し、それに従って本サービスをアクセスまたは使用することに同意します。本利用規約

に対して法的責任を負い、それを遵守することに同意できない場合は、本サービスをアクセス又

は使用することができません。

サービスの変化に対応し続けるために、利用規約が最新のものであるよう常に見直しています。

今回、利用規約を更新しましたのでよくお読み頂き同意の上ご利用ください。

ストーリーパーク・リミテッド（Storypark Limited）は、ニュージーランドに設立された会社（以下「ス
トーリーパーク」）であり、以下に定義するアプリケーションおよびウェブサイトの所有者、運営者

および使用許諾者です。アプリケーションおよびウェブサイトを使用するお客様の権利は、本契

約に定められています。

本サービスでは、許可を得た人物と幼児教育事業者がストーリーパークを利用することによって

子どもの学びを画像や動画、文章という形でアップロード、記録、共有することができます。更

に、分析やプランニングのツールを提供し、教育に興味のある方たちの間のコミュニケーションを

促進します。

1. 定義

本利用規約では、以下の用語は次のように定義されています：

「アカウント」とは（文脈によっては）事業者アカウント(一人あるいは複数の子どものプロ
フィール及び教育者のプロフィールへのアクセスを管理するアカウント)、又は一人あるい
は複数の子どものアカウントを管理する主要アカウント管理者のアカウントを意味しま

す。

「取り決め」とは、本利用規約とプライバシーポリシー及びウェブサイトとアプリケーション

を使用するにあたって本利用規約に基づく、「ストーリーパークと利用者との間」での合意

を意味します。

「アプリケーション」とは、本ウェブサイトで利用できるものを含めた、ストーリーパークが

提供する「幼児教育eポートフォリオサービス」をおよび必要に応じて育児管理システム（
CCMS）サービスを意味します。
文脈によって特定できる場合を除き、モバイル用の「ファミリー用」アプリなど、当社が出し

ているすべてのアプリを含みます。

「許可済みユーザー」とは、主要アカウント管理者により「子どものプロフィールを閲覧す

る、またはアクセスする」許可を得た人物を意味します。子どもの保護者、家族、専門家、
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そして幼児教育事業者も含みますが、これらに限定されるものではありません。

「事業者」とは、アプリケーションの利用登録をしている幼児教育団体又は保育提供団体

を意味します。

「事業者アカウント」とは、事業者が所有し、利用しているストーリーパークのアカウントを

意味します。

「子ども」とは、本アプリケーション上で利用者によって子どものプロフィールが追加された

子どもを意味します。

「子どものコンテンツ」とは、特定の子どもについてのものや、その子どもを描いたもの、

またはその子どもに関係するコンテンツを意味します。

「子どものプロフィール」とは、アプリケーション上にある子どものプロフィール、ページ、子

どもに係るその他のアプリケーション上の専用エリアを意味します。

「コンテンツ」とは、アプリに掲載されている、子どもに関するプロフィールページ、および

プロフィールページからアクセス可能な子どもに関するその他のコンテンツ、ストーリー、

ノート、プラン、ルーティンなどを含みます。

「幼児教育事業者」とは、文脈に応じた以下を意味します：

1. アプリケーション利用登録済みの事業者
2. 事業者（通常は幼児教育施設）によってアプリケーション利用の認可を得た人物

3. センターの提供業者、教育者、管理者、または
4. その他のシッター、家事手伝いなどアプリケーション利用登録済みの保育提供者

「教育者ポートフォリオ」とは、サービスの利用に関連して作成されたセンターの教育者の

個人のポートフォリオを意味します。

「料金」とは利用者がストーリーパークへ日本円で支払う適用料金を意味します。詳細は

「https://www.storypark.com/pricing/」をご覧ください。

「知的財産権」とは、世界中に存在するあらゆる知的財産権を意味し、著作権・商標・発

明・特許・デザイン・機密情報及びノウハウを含みますが、これに限定されるものではあり

ません。また、それは登録の可否に関わらず現在又は将来的に存在するあらゆる知的

財産権を意味し、あらゆる知的財産を登録申請又は所有する権利を含みます。

「個人情報」とは、個人を特定した情報または個人の特定を容易にする情報です。これは

氏名、住所、Eメールアドレス、IPアドレス、行動データ、位置データ、金融情報などを含み
ます。

「主要アカウント管理者」とは、子どもの保護者、又は子どものアカウントを管理することを

保護者から認可された人物を意味します。
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「プライバシーポリシー」とは、随時更新され、ウェブサイトに投稿されたストーリーパーク

のプライバシーポリシーです。

「サービス」とは、本アプリケーションとウェブサイトの双方あるいは片方、また文脈によっ

てはこれらに関連するサービスを意味します。

「教員のプロフィール」とは、本サービスにおいて、事業者の教員又は教育者によって、あ

るいはその人のために、作成されたその人の個人プロフィールで、本サービスにおいて

使用するものを意味します。

「利用者」とは、本ウェブサイト又はアプリケーションを使用する人物、団体に加え、それら

の人物、団体に代わって本ウェブサイトまたはアプリケーションにアクセスする全ての個

人利用者を意味します。

「ウェブサイト」とは、「http://storypark.jp」で利用可能なストーリーパークのインターネット
URLを意味します。これは、利用者がアプリケーションにログインすることなく使えるウェ
ブサイトの一部も含みます。

2. 利用規約の同意

アプリケーション及びウェブサイトへの利用登録は、利用者が利用規約を読み、同意した

ことを意味します。これによって、ウェブサイト及びアプリケーションを利用する利用者とス

トーリーパークとの間で拘束力のある合意が成立します。利用者の登録は本利用規約に

基づいて行われます。

3. プライバシーポリシー

プライバシーポリシーをよくお読み下さい。本サービスに関連して当社に提供されたすべ

ての個人情報は、当社のプライバシーポリシーに従って処理します。プライバシーポリ

シーの内容に応じてプライバシーポリシーの義務を守らなければならなりません。特にス

トーリーパークに提供した他の人の個人情報（子供を含む）の扱いに関する義務につい

て利用規約の「プライバシーポリシー パートB（Section15）」をご確認ください。

4. 許可

ストーリーパークは本利用規約に基づき、成立期間の間、利用者に対し、ウェブサイトお

よびアプリケーションをアクセスし利用するための制限のある、共有および譲渡できな

い、ライセンスを付与します。サービスを事業者としてご利用の際は、料金を支払い利用

します。

5. サービスの変更・修正

サービスが時間経過ともに、進化し変化する可能性があり、いくつかのサービスは第三

者によるソフトウェアの提供もしくはサービスに依存していることを受け入れます。ストー

リーパークは、サービスの短期的・長期的な変更、修正、中断、停止を利用者に伝えずに
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行う権限を有します。法律の範囲内においては、サービスの短期的・長期的な変更、修

正、中断、停止を行う際、ストーリーパークは利用者及び第三者に対して責任を負いませ

ん。（またはその一部）

6. サービスの中断

ストーリーパークは、サービスが意図したとおりに機能するよう、あらゆる合理的な措置を

とります。ただし、アプリケーションの機能不全・アップデート・メンテナンスや修正、第三

者のライセンサーやサービスプロバイダーの行為、その他やむを得ない事情、又はその

他の理由により、利用者のアクセスが中断される可能性があることを、利用者は認識し

同意するものとします。

法律の範囲内に、ストーリーパークはサービスの部分的または全体的な機能停止または

第三者のライセンサーやサービスプロバイダーが提供するソフトウェアやサービスに起因

する本サービスのエラーや欠陥、使用不能の結果引き起こされるいかなる損失、被害に

関しても責任を負いません。サービスに関連する全ての技術的問題に対して、営業時間

内で迅速に対処するよう措置をとります。

また、第三者のライセンサーやサービスプロバイダーが提供するソフトウェアやサービス

に起因する本サービスのエラーや欠陥についても同様です。

利用者は自己責任にてストーリーパークを使用するものとし、本サービスが利用者の特

定の要件を満たすとは限らず、サービスの利用が中断されないこと、常に安定しているこ

とが保証されるものではないことに同意するものとします。

7. 利用条件

サービスの利用者の責任として下記を義務とします。

1. サービスの登録・使用に関する情報が全て正しく、最新であることを保証し、その
情報に変更があった場合は速やかにストーリーパークに通知すること。

2. 子供のプライマリーアカウントホルダーの許可を得ずに、子プロフィールを作成ま
たは維持しないこと。

3. 許可したユーザー以外の人物に子どものプロフィールへのアクセスを許可しない
こと。

4. サービス及び子どものコンテンツの利用目的を、センターのマネージメント教育に
関連する事のみとし、その他の目的で利用（商業的な利用を含む）しないこと。

5. サービスやアプリケーション上に掲載されている、子どものコンテンツを含むコン
テンツ、子どもに関する情報を、掲載予定のコンテンツの作成者および著作権管

理者、又は該当する主要アカウント管理者の許可を得ずに（Facebookなどの
SNSを含む）いかなるシステム、フォーラム、メディア、またはそれらを通して投
稿、転載、複製しないこと。

6. サービスやサービスから得たコンテンツ（子どものコンテンツ含む）を違法、不道
徳、  猥褻または不適切な目的で利用しないこと。

7. 違法、名誉毀損、虐待、卑劣、有害、猥褻、傷つける、攻撃的、不快な、人種差別
的なコンテンツを投稿しないこと。
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8. ウィルスを含む有害なコンテンツ、第三者のプライバシーを侵害するコンテンツ、
又は第三者の知的財産権を侵害するコンテンツを投稿・アップロードしないこと。

9. 主要アカウント管理者から「許可を得ていないアカウントの子ども」に関するコンテ
ンツをサービスを通してアクセスしないこと。

10.アカウントの詳細及びパスワードを安全に運用し、他人と共有しないこと。
11. ストーリーパーク、または第三者のシステム・ネットワークのセキュリティを脅かす
ような投稿や削除を行わないこと。

12.利用者が代表者を指名してサービスを使う場合（すべての被雇用者、契約者を含
む）、その代表者が「７.利用条件 (1) 〜 (11)」に沿って行動すること。

利用者は、「７.利用条件」に記載された使用条件に違反する事態が生じた場合や、その
アカウントや子どものプロフィールにおける他のアクティビティや削除に関して、（実際に

投稿やその他のアクティビティや削除などを行った人物だけでなく）主要アカウント管理者

が責任を負い、ストーリーパークに責任を問わないことを承認します。

事業者及び幼児教育事業者の従業員が「７.利用条件」に記載された使用条件に違反す
る投稿を行った場合、事業者及び幼児教育事業者がその従業員のすべての投稿や削除

の責任を負い、ストーリーパークは一切の責任は負いません。

アカウント、子どものプロフィール及び教育者のプロフィール上のコンテンツに不適切なも

のがあったと判断した場合、それを削除する権限をストーリーパークは有します。

8. 年齢制限

利用者は18歳以上であるか（カナダ・ブリティッシュコロンビア州では19歳以上）、親又は
法的後見人からアプリケーションにアクセスする許可を得る必要があります。利用者が18
歳未満の人物にアプリケーションを使用する権限を与えた場合、その人物のオンライン

上での全ての行為とその結果に対して利用者は責任を負います。

9. 安全性

ストーリーパークは、システムのセキュリティの管理においてあらゆる合理的な措置をとり

ます。ストーリーパークの個人情報の扱いについては、プライバシーポリシーをご覧くださ

い。

利用者は、アカウントへのアクセスを得た人物の全ての行為について責任を負うもので

あり、未承認のアカウント利用や安全性侵害について早急にストーリーパークへ通知す

ることに同意するものとします。

10.利用料

利用者はアプリケーションの利用に基づいた利用料を支払います。現時点では、利用料

は事業者アカウントに対して請求され、又ストーリーパークのユーザーのためのサービス

を利用した際にも利用料が発生します（例：フォトブックの提供等）。利用料はアカウント

の事業者が置かれている国がニュージーランド・オーストラリア・カナダ・イギリスまたは

日本である場合その国の通貨で支払わなければならない。
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利用者が（本ウェブサイトで提示されている）アプリケーションの無料お試しをする場合、

無料お試しは利用者のアカウントが作られた日に始まり、30日後に終了します。利用者
はアプリケーションの指示にしたがって、その30日以内にアカウントを解除することもでき
ます。

利用者はストーリーパークのホームページに提示されている、又は別途我々の間で合意

している支払い方法でこれらの利用料を支払うことに同意するものとします。支払期日ま

でに合意された利用料が支払われなかった場合、ストーリーパークは利用者のアカウン

トを一時停止又は解除することがあります。手数料は払い戻しができず、予告により変更

される場合があります。利用料は日本の消費税の対象にはなりません。利用料の変更

や返金拒否に関して、ストーリーパークは責任を負いません。

11. 主要アカウント管理者の権利と責任

主要アカウント管理者には、この取り決めに提示されている権利と責任の他に、以下の

権利と責任を有します：

1. 主要アカウント管理者には、本利用規約によって制限されているもの以外は、ア
カウント内の子どものプロフィール（及びその中の全ての子どものコンテンツ）を

管理する権利、子どもに関するコンテンツを投稿する権利、そして他人が「許可済

みユーザー」となることを許可、拒否、中断する権限を有します。

2. 主要アカウント管理者は、幼児教育事業者を招待、又は幼児教育事業者からの
招待を承認することによって、上記の責任を委任あるいは共有することができま

す。その場合、主要アカウント管理者は、子どものプロフィールへのアクセス及び

その子どもに関連する投稿、編集、削除等を許可する権限は、その子どもが所属

する幼児教育事業者に帰することに同意するものとします。主要アカウント管理

者、幼児教育事業者がこれらの権限を有することを望まない場合は、幼児教育

事業者の招待を控えることができます。幼児教育事業者が子どものプロフィール

を既に作成済みの場合は、サービス上の子どものプロフィールを削除するよう要

求することができます（幼児教育事業者にはその要求に速やかに応じる責任が

あります）。

3. 主要アカウント管理者は、幼児教育事業者又は事業者に子どものプロフィールを
アクセス又は編集する権限を与えた場合、複数のスタッフがプロフィールをアクセ

ス又は編集することがあり、プロフィールへのアクセスが特定のスタッフに限らな

いことに同意するものとします。

利用者の承諾なく子どものコンテンツへのアクセス又は管理している事が疑われる場合、

利用者は速やかにストーリーパークへ連絡するものとします。子どものコンテンツへのア

クセスをある人物に許可した後にその人物のアクセス権の取り消しを希望する場合に

は、アプリケーション内の指示に従って取り消すことが可能です。

12.幼児教育事業者の権利と責任

幼児教育事業者にはこの取り決めに提示されている権利と責任の他に、それらの権利と

責任に害を及ぼさない範囲で、以下の権利と責任があります：
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1. 子どものプロフィールを作成、及び子どものコンテンツを投稿する際には、その子
どもの実際の主要アカウント管理者（もしくは主要アカウント管理者になるであろ

う人物）から事前に許可を得る責任があります。主要アカウント管理者が（幼児教

育事業者である）利用者に許可を与えることは、その子どものプロフィールにコン

テンツを追加又は削除する権限を委任することを意味します。主要アカウント管

理者が許可を与えている間は子どものプロフィール及びコンテンツにアクセスす

ることができます。

2. 子どものプロフィールに投稿するコンテンツに、プロフィールの子ども以外の子ど
もでその子どもの保護者の許可無く、その子どもの個人情報や特徴が含まれる

情報、画像又は映像がないことを、確認する責任があるものとします。

3. 「７.利用条件」に提示された利用条件に従う責任があるものとします。教育者の
プロフィールに関しても同様の責任があるものとします。

4. 主要アカウント管理者から要望があった場合、子どものプロフィールとコンテンツ
を速やかに削除する責任があるものとします。

5. サービスを利用することによってストーリーパークが要求するサイバーセーフ
ティ、プライバシー及びその他倫理規定に関するポリシーに従う責任があるもの

とします（本利用規約又は法律の範囲内を逸脱する場合を除く）。

6. 主要アカウント管理者は、いかなるときでも子どものプロフィールへのアクセス
権、管理権を撤回する権利があることに同意するものとします。

7. 事業者がアカウントを登録し管理する際に、教育者のプロファイル（すべて又は
一部）とそれに関連するコンテンツは、（ストーリーパーク上で）そのアカウントを

登録または管理する事業者によってアクセス可能になることに同意するものとし

ます。

また、幼児教育事業者の教員は、個人特定につながらないもの及び上記の規約に反しな

いものあれば、学びの記録のために子どものコンテンツの一部を複製し保管する権利を

有します。教師はこれらのコンテンツを教員のプロフィールの一部とすることもできます。

教員は、その幼児教育事業者での勤務期間又は退職後でも、教師としての発展を目的と

して、教師プロフィールにそれらのコンテンツを加える権利があるものとします。

13.守秘義務

ストーリーパークは、個人情報や機密情報の機密性及び安全性を保持するためのあら

ゆる努力をします。我々はこれらの情報を以下の場合を除いて開示しません。

● 主要アカウント管理者または該当する場合、幼児教育事業者から子どものアカウ

ントへのアクセスが許可された利用者に対して

● ストーリーパークの職員及びサービスの提供を可能にするためにストーリーパー

クと共に働くサービスプロバイダーに対して（そのような人物は、守秘義務に関す

る同等の義務を負うことに同意しなければなりません。）

● 情報が匿名化あるいは非個人化された状態で、カリキュラム的使用や学習実践

のための情報の一部に含まれ、その情報が業界の利益となり得る場合

● 主要アカウント管理者がストーリーパークにコンテンツ開示を許可した場合

● プライバシーポリシー関連で必要と認められる場合

● 法律の下に開示が求められる場合、あるいは許される場合
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上記の規約に関わらず、インターネット通信において全分野で安全性が１００％保たれる

保証はないため（不正な使用や個人情報の漏えいなどの事由も含め）、利用者は自身の

責任のもと本サービスを利用するものとします。この条件に同意できる場合のみ、本アプ

リケーションを利用できるものとします。

利用者は、他の利用者による明確な許可なしにその利用の個人情報を他者と共有して

はなりません。また、子どもの保護者による明確な許可なしにその子どもの個人情報を

共有してはなりません。利用者は、ストーリーパークのプライバシーポリシーに定められ

る規約に同意するものとします。

14.その他の情報

一部の利用者は（例、新機能の試験的利用に関わる利用者など）、慎重に取り扱うべき

情報・コンテンツ又は利用者のフィードバックにアクセスできる場合があります。そのよう

な利用者は、ストーリーパークの事前の書面による承諾なしに第三者へこれらの情報を

開示しないことに同意するものとします。

ストーリーパークによる事前の書面での承諾のもと、利用者がマーケティングや教育的な

目的でストーリーパークのアプリケーションやウェブサイトのスクリーンショットやスクリー

ンキャストを撮ることを許可することがあります。これらのスクリーンショットやスクリーン

キャストは、事前の利用者の書面での許可なしに、あるいは子どもの場合はそのプライ

マリーアカウント保持者の明確な許可なしに、子どもに関するコンテンツや他の利用者の

データを含んではなりません。

15.知的財産

ストーリーパークは、教育者やその他の利用者が創作したコンテンツを含め、本サービス

をとおして投稿されたコンテンツの著作権、商標権、特許権、その他の独占権、及びいか

なる知的財産権をも取得しません。それらのコンテンツの知的財産権は常にそのコンテ

ンツの創作者又は元の知的財産権管理者に帰属し、利用者へのサービス提供のみを目

的に、ストーリーパークに対して独占しない形式を基本としてコンテンツの使用を許可す

るものとします。

ストーリーパークのサービスで使用する資料の一部（CCL資料）は、クリエイティブ・コモン
ズ・ライセンス（CCライセンス）に従って許可されています。ストーリーパークはCCライセ
ンスの著作権ルールに基づいて、CCL資料を下記の通り提供します。

● 原作者の情報に関するCCライセンスはストーリーパークによって識別、表示されます。
（一般的にCCL資料に関連して、ウェブサイトかつ／又はメタデータ（もしくはドキュメン
テーションに関連している）で検索できます。）

● CCL資料はストーリーパーク保有のものではなく、原作者にクレジットを認めま
す。ストーリーパークは、CCL資料を使って原作者によるスポンサーやエンドース
メントとのつながりを主張もしくは暗示しません。ストーリーパークで使用すること

で、ユーザーと他の人にセカンドライセンスを暗示する権利はありません。

● ストーリーパークは、CCL資料を変更、制限、又はその権利を利用者に対して課
しません。（これはCCL資料に、デジタル権利管理技術、CCL資料の適応、又は
別の作品に使われたCCL資料を含みます。）
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CCL資料に関して、上記のものを除き、ストーリーパークは本サービスのために作成した
資料、又はストーリーパーク上で作成された資料（画像、写真、アニメーション、動画、音

声、テキスト、ソフトウェアコード、機能、インターフェース、ユーザーフィードバック、印刷

資料、マーケティング資料を含む。ただしこれらに制限されない。）の全ての知的財産権

を保有します。

ストーリーパークは子どものコンテンツの知的財産権は保有しません。

利用者は、本アプリケーションの利用において、アプリケーションに投稿するいかなるコン

テンツも、他者の知的財産権や法律の範囲内を逸脱しないことに同意するものとします。

ストーリーパークは、利用者が許可した場合、又は利用者がこれらの取り決めに違反し

ているとの疑念がある場合、あるいは本利用規約のその他の条項に基づく場合を除い

て、ストーリーパークが利用者のコンテンツをアクセス又は削除することはありません。

16.共有されるコンテンツ

「パブリックラーニングセット(Public learning sets)」機能は、カリキュラムや学習に関する
リンクを教育者が公共の場で共有できるようにするものです。

これらのリンクは、各地域の学習理論と実践を反映するものであり、個人情報を含んでは

いけません。これらのリンクを共有することによって、教育者はお互いに学び合うことがで

きます。ストーリーパークは、公的なコンテンツを（個人情報を含まないものに限る）教育

的研究のため、また幼児教育業界の利益のために使用する権利を有します。

17.免責と法的責任

利用者は、ストーリーパークおよびその重役、役員、従業員、代理店、代表者、委託業

者、実施権者、及び後任者に対して、本サービスの利用にあたり下記に起因する全ての

責任、費用（裁判費用含む）、請求、要求、損害に関して免責することに同意するものとし

ます。

● 本利用規約の不履行（疑義の回避のため、プライバシーポリシーを含む）

1. 本サービスへのアクセス、利用、及び利用者によって又は利用者の代わりに投
稿されたコンテンツ

2. 利用者、又は利用者のアカウントやユーザーネーム、パスワードを使用した人物
による（利用者の許諾の有無に関係なく）第三者の知的財産権、及びその他の権

利の侵害

18.法的責任の制限

ストーリーパークは、いかなる「契約、不法行為、厳格責任、過失」による訴訟において

も、「利用者、ストーリーパーク、ストーリーパークの従業員、代理店、代表者、その他ス

トーリーパークを代表して活動する人物」によって引き起こされた特別損害・間接的損害・

付随的損害・懲罰的損害又は結果的損害、又は利益、使用権、コンテンツ、データ、機

会、収益、事業のいかなる損失に対してもライセンサー、サービス・プロバイダー、一切責

任を負いません。法律の範囲内、本利用規約や本サービスの利用によって、又はそれに

関連して発生する損失に対するストーリーパークの総責任額は、いかなる場合でも100ド
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ルを超えないものとします。この限度額は、上記の免責事項が本来の意図を達成できな

かった場合にも適応されるものとします。

19.利用者による解除

主要アカウント管理者は、利用者はアカウント内の子どものプロフィールをいつでも解除

することができます。またアプリケーション内の指示に従い、いつでもアカウント及び契約

を解除することができます。解除された場合でも法律の範囲内においては、ストーリー

パークに支払った利用料の返金は一切ありません。解除の前にアカウントに投稿された

全てのコンテンツを削除する事は、利用者の責任です。アカウントが一度解除されれば、

これらの情報を元に戻すことはできません。

20.ストーリーパークによる解除

ストーリーパークは、利用者が本利用規約（疑義の回避のため、プライバシーポリシーを

含む）に違反していると疑う合理的な理由があるとみなした場合、いつでも利用者のアカ

ウントを一時停止又は解除することができます。停止又は解除に伴い、ストーリーパーク

はそのアカウントに投稿された全てのコンテンツを自動的に削除する可能性があります。

21. コンテンツのバックアップ

解除、停止の後でも、利用者である幼児教育事業者がアカウント又は子どものプロフィー

ルを管理（キャッシュされた状態やオフラインの状態で保存）する可能性があることに利

用者は同意するものとします。

22.下請け

利用者は、ストーリーパークがサービスの運営と情報の管理に必要なハードウェア、ソフ

トウェア、ネットワーク、ストレージやその他関連するテクノロジーを提供するために、第三

販売者やホスティング・パートナーを利用する場合があることに同意するものとします。

23.法域

本利用規約はニュージーランドの法律に準拠するものとし、本利用規約に起因または関

連するいかなる事柄に関しても、当事者はニュージーランド裁判所の独占的裁判権に従

うものとします。

24.譲渡

ストーリーパークは、本利用規約及びその権利と義務を承諾なく譲渡、委託、又はその二

次ライセンスを与える可能性があります。

25.有効性

本利用規約の全ての内容は、本利用規約又はその履行に関するいかなる法的な義務も
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排除・無効化するものではありません。

本利用規約の中の条項が、法的強制力がない、又は無効であるとみなされた場合、その

条項は必要最低限度で制限または削除されるものとし、それを除いた状態で本利用規約

は効力を維持するものとします。

26.本利用規約の修正

本利用規約は利用者への事前通知の有無にかかわらず、ウェブサイトに最新版の取り

決めを掲載することにより、更新、又は差し替えられることがあります。いかなる最新の

取り決めも、掲載された時点で有効となります。最新の取り決めが本利用規約に対して

重大な変更を含む場合、ストーリーパークはウェブサイト上にて告知するよう努めます。

利用者による修正後の利用継続は、取り決めの更新に対する全面的な承諾を意味しま

す。いかなる最新の取り決めにも同意できない場合は、サービスの利用停止とアカウント

の削除をお願いします。

以上
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