
キーマンズネット会員規約 

 

1-1 会員規約の適用 

キーマンズネット会員規約（以下「本会員規約」といいます）は、アイティメディア株式会

社（以下「当社」といいます）及び当社とサービスの提供に関して提携をした企業・団体（以

下「情報提供会社」といいます）が IT 関連製品・サービスに関する様々な情報を、インタ

ーネットや郵送等で提供するサービス（以下「本サービス」といいます）を利用される会員

(「キーマンズネット会員登録ルール」に従って当社が運営を行う IT 製品情報サイト「キー

マンズネット」（以下「キーマンズネット」といいます。）に会員登録を行い、当社からの了

承を受けた個人をいいます)に対して適用されます。 

 

1-2 会員規約への同意 

キーマンズネットを利用（閲覧、返信を含む。ただし、これに限られません。以下同じ）さ

れる方は、会員登録した時点で、本会員規約の内容に同意したものとみなされます。キーマ

ンズネットの利用を希望される方は、本会員規約を熟読し、十分に理解し、これを承諾のう

えご利用ください。 

 

2 サービス 

会員は、求める情報に簡単にアクセス可能な下記の機能・サービスが利用できます。 

 (1)会員各自に作成される個人専用のトップページ（以下「専用トップページ」といいます） 

機能 

 (2)会員限定の製品・サービス情報の閲覧機能 

 (3)メールによる情報（特集企画・記事、製品・サービス情報等）提供サービス 

 (4)情報提供会社から提供される資料をキーマンズネットのウェブサイト上から PDF 形式 

でダウンロードできる資料ダウンロード機能 

 

3 キーマンズネット会員登録ルール 

3-1 登録行為の主体 

(1)会員登録項目への記入は、会員登録するご本人が登録してください。代理による登録は

一切認めません。 

(2)既に会員である個人が、重複して会員登録することはできません。 

 

3-2 基本情報 

3-2-1 利用目的 

ご登録いただいた登録情報の当社における利用目的は、プライバシーポリシーに定める通



りとなります。 

 

3-2-2 会員登録項目の入力について 

登録情報は正しくご登録ください。登録内容に不備がある場合、希望された資料が手元に届

かないことや、ご要望に添う情報提供が出来ない場合があります。 

 

3-2-3 アイティメディア ID の登録について 

(1)キーマンズネットのご利用登録には、当社の提供する ID 管理サービス「アイティメデ

ィア ID」の登録が必要です。 

(2)アイティメディア ID の利用に際しては、当社の規定する「アイティメディア ID 利用規

約」が適用されます。会員はこれを順守するものとします。なお、アイティメディア ID 利

用規約の定めと本会員規約の定めが異なる場合は、本会員規約の定めが優先して適用され

ます。 

(3)キーマンズネットは本会員規約に異議なく同意し、かつ「アイティメディア ID」の利用

登録を完了しなければ利用できません。また、キーマンズネットの利用登録時に送信した情

報に加えて、追加情報の登録が必要なサービスもあります。 

 

 

3-3 登録削除等について 

当社は、合理的に下記の場合に該当すると判断した場合、会員に事前に通知することなく、

キーマンズネットの利用を停止または登録を削除することがあります。 

(1)登録情報が虚偽もしくは最新のものでないことが判明した場合、その可能性を疑わせる

事実（会社名として存在しない可能性の高い名称の登録、メールの不到達などを含みます）

等、「キーマンズネット会員登録ルール」に違反する場合 

(2)本サービスの不使用もしくはその可能性を疑わせる事実（一定期間のログイン履歴の不

存在を含みます）が判明した場合 

(3)情報提供会社の製品・サービス情報の収集及び選定以外の目的で資料・情報の取得、ま

たはセミナー参加申し込み等を行ったと認められた場合 

(4)その他、本会員規約、アイティメディア ID 利用規約に違反した等の理由により、当社が

不適切と判断した場合 

 

3-4 メールによる情報提供サービス 

キーマンズネットはメールによる情報提供サービスが基本となっております。メールによ

る情報提供を希望しない会員は、退会手続きをすることによってのみ、同サービスを停止す

ることができます。ただし、メールによる情報提供を任意に選択できるサービスについては、

登録解除手続きをすることによって、メールの配信を停止することができます。 



 

 

4 個人情報の管理・管理方針・運用体制 

4-1 プライバシーポリシー 

キーマンズネットでお預かりした個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシー

をご確認ください。 

 

4-2 情報提供会社へ開示後の個人情報の取り扱い 

当社が、資料・情報の取得、セミナー参加申し込みなど、会員の指示に従い、情報提供会社

に対して個人情報を開示する場合は、会員の指示した内容の個人情報が、各情報提供会社に

開示されます。各情報提供会社に開示された個人情報は、その後、各情報提供会社の責任下

において管理されるものとし、当社は一切関与しません。 

 

4-3 本サービスにおけるアクセス経路、閲覧数の調査 

キーマンズネットでは会員がどのサイトを経由してキーマンズネットにアクセスしたか

（アクセス経路）、JavaScript・Cookie をご利用の会員が閲覧した数（閲覧数）を集計する

などの調査をしております。この調査結果は統計処理されるため、個人を特定できる情報は

含まれません。 

 

4-4 退会者の会員情報の取り扱い 

当社は、退会した会員（以下「退会者」といいます）の会員情報を退会後も一定期間保有し、

退会者からの問い合わせに対応する場合などキーマンズネットの運用上必要な場合におけ

る利用、及び 6-5 に記載する利用を行います。会員はあらかじめこれに同意するものとしま

す。 

 

5 キーマンズネット掲載情報 

5-1 自己責任原則・提供情報内容の不保証 

会員は、キーマンズネットにおいて提供される情報（資料・情報の取得機能を利用して提供

された情報を含み、以下「キーマンズネット掲載情報」といいます）やそのリンク先から得

られる情報、または会員が掲載する文章等には、個人の主観的な評価、時間の経過による変

化、伝聞情報が含まれることを十分理解して利用するものとし、当社は、その完全性、正確

性、安全性等について、いかなる保証も致しません。したがって、これらの情報に基づき、

IT 関連製品・サービス等の購入、選択、利用、知人等への情報提供を行い、会員ご本人ま

たは会員から情報を得た第三者が損害をこうむった場合においても、当社はいかなる責任

も負いません。また、キーマンズネットにて提供される IT 関連製品・サービス情報は、各

情報提供会社の責任において、広告として掲載するものであり、情報の掲載責任は各情報提



供会社にあります。 

 

5-2 掲載情報の権利帰属 

キーマンズネット掲載情報（画像、音声、映像、テキスト、投稿記事、情報、デザイン、レ

イアウト、ロゴマーク、キャラクター、商標等を含みますが、これに限りません）は、当社

または当社にその利用を認めた権利者が著作権等の知的財産権その他一切の権利を有して

います。当社の事前の許諾なく、これらを複製、転用等の利用・使用をすることを禁じます。 

 

 

6 会員による情報の提供 

6-1 提供情報の著作権 

会員がキーマンズネットに投稿または提供する情報または文章（以下「提供情報」といいま

す）の著作権、その他の権利（著作権法第 27 条、第 28 条の権利を含みます）は、当社に譲

渡され、当社に帰属します。ただし、当社が別途指定した提供情報についてはこの限りでは

ありません。 

 

6-2 提供情報の取り扱い 

当社は、提供情報について、本人に通知する事無く以下の処理をする事ができます。会員は、

当該処理について、著作者人格権を行使せず、異議を申し立てないことを了承します。 

(1)提供情報の内容について審査をすること 

(2)提供情報をキーマンズネットに掲載すること、または掲載しないこと 

(3)提供情報を修正、編集してキーマンズネットに掲載すること 

(4)一旦掲載した提供情報を修正、削除すること 

(5)提供情報を複製、改変、掲示、公衆送信、転載、その他利用すること、およびこれらを

第三者に利用許諾すること 

 

6-3 禁止行為 

会員は、提供情報の投稿または提供にあたっては、提供情報の内容に責任を負い、また以下

に掲げる行為を行わないものとします。 

(1)同一内容を意図的に多数投稿または提供すること 

(2)6-4 に該当するものを投稿または提供すること 

 

6-4 内容に関する制限 

会員は、以下に掲げる事項を含む提供情報を投稿または提供してはならないものとします。 

(1)特定の個人や企業、団体、製品・サービスへのクレームや苦情を含むもの 

(2)肖像権や著作権、プライバシー権、商標権、名誉等の他人の権利を侵害する恐れがある



もの 

(3)事実と反する内容・虚偽の内容 

(4)個人情報または個人が特定できるもの 

(5)商品の紹介、マルチ商法の勧誘等の営利・募集目的の内容 

(6)広告・宣伝・営業活動、公職選挙運動、特定の思想・宗教への勧誘、またはそれらに類

する内容を含むもの 

(7)ポルノ小説・写真、性的交渉の勧誘、その他猥褻な内容を含むもの 

(8)粗暴性、残虐性または犯罪を誘発助長し、また、児童や青少年の健全な育成を阻害する

内容を含むもの 

(9)誹謗中傷、差別的表現を含むもの 

(10)ナンセンス、グロテスクな内容を含むもの 

(11)法令、公序良俗に反する内容 

(12）情報提供会社または他の会員とのトラブルになるようなもの 

(13) 当社、情報提供会社、他の会員、その他の第三者を威圧・脅迫する旨が看取される内

容 

(14)以下に該当する表現（または近しい表現） 

 ・具体的な事象に基づかない記述 

 ・必要以上に感情的と判断される表現 

 ・会員の勘違いによる内容を含むもの 

(15)その他、キーマンズネットに不適切な内容、表現であると当社が判断したもの 

 

 

6-5 統計情報等の利用 

会員は、会員個人の識別ができない情報およびそのほかの情報を、一部加工したうえでキー

マンズネットにおけるサービスの提供実績等として活用すること、及び当社が提供情報及

び会員によるキーマンズネットの各サービスの利用状況（サイトの閲覧ログ等）を統計処理

し、当社のサービス提供のために利用することを予め了承するものとします。 

 

7 本会員規約の変更 

当社は、本会員規約を予告なく変更することができるものとします。本会員規約の変更があ

ったときは、その変更の概要を ITM が運営する Web サイト「キーマンズネット」（もしく

はその代替となる Web サイトを含む。以下同様）上に掲示します。会員はキーマンズネッ

トサービスの利用をもって、変更後の規約に承諾したものとみなされます。 

 

8 細則 

キーマンズネット内に掲載されている各注意書、ルール、細則などは、その名目の如何を問



わず、本会員規約の一部を構成するものとします。なお、かかる注意書等の内容が本会員規

約の条項と抵触する場合には、本会員規約が優先します。 

 

9 その他 

9-1 変更、中止 

当社は、キーマンズネットの提供を自己の判断により事前通知や猶予期間の設定等何らか

の手続きを経ることなく随時変更、停止または中止することができます。なお当社は、かか

る変更、停止または中止により発生するいかなる損害についてもその責任を負いません。 

 

9-2 免責 

9-2-1 キーマンズネットにご登録の個人情報の確認、変更、削除など、取り扱いの方法に

ついて、キーマンズネットのウェブサイト下部にある「FAQ」に記載の案内に従ってくださ

い。 

 

9-2-2 当社は、本サービスに関連して送信されるメール、キーマンズネット掲載情報、提

供情報、その他のいかなるコンテンツにおいて、コンピュータウィルスなどの有害なものが

ふくまれていないことを保証いたしません。 

 

9-2-3 当社は、本サービスに関して、当社の責任により、会員に発生した損害を、通常、

かつ、直接の範囲で賠償することとします。ただし、当社が相当の安全策を講じたにも関わ

らず、以下の事由により、損害が生じた場合には、当社は一切の責任を負いません。 

(1)通信回線やコンピュータなどに障害が生じて、本サービスのシステムの中断・遅滞・中

止などによって、発生した損害 

(2)本サービスのウェブページが改ざんされたことにより生じた損害 

(3)本サービスに関するデータへの不正アクセスにより生じた損害 

 

9-2-4 海外への資料、プレゼント等各種送付物は、通知なく送付されない場合があります。 

 

9-3 準拠法及び管轄 

キーマンズネット及び本会員規約に関して生じた全ての紛争については準拠法を日本法と

し、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。 

 

9-4 反社会的勢力の排除 

9-4-1 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない

者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴

力集団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」といいます）に該当しな



いこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当し

ないことを確約します。 

(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

(3)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的を

もってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 

(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認

められる関係を有すること 

(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係

を有すること 

 

9-4-2 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わない

ことを確約します。 

(1)暴力的な要求行為 

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務

を妨害する行為 

(4)法令、公序良俗に反する行為、またはそのおそれがある行為 

(5)その他前各号に準ずる行為 

 

 

本会員規約の制定 ： 2000 年 8 月 25 日 

本会員規約の改定 ： 2002 年 11 月 20 日 

本会員規約の改定 ： 2006 年 11 月 6 日 

本会員規約の改定 ： 2008 年 1 月 29 日 

本会員規約の改定 ： 2008 年 9 月 1 日 

本会員規約の改定 ： 2011 年 11 月 8 日 

本会員規約の改定 ： 2012 年 12 月 12 日 

本会員規約の改定 ： 2013 年 4 月 8 日 

本会員規約の改定 ： 2013 年 12 月 24 日 

本会員規約の改定 ： 2015 年 4 月 1 日 

本会員規約の改定 ： 2018 年 11 月 3 日 

 


