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「コトレボ - 取材動画でWEB集客の第一歩を -」利用規約（掲載企業様向け） 

 

「コトレボ - 取材動画でWEB集客の第一歩を -」利用規約（掲載企業様向け）（以下、

「本規約」といいます。）は、第２制作株式会社（以下、「当社」といいます。）が「コト

レボ」「世界を変える、１５秒。」「社長のカンシンゴト。」を含む名称で運営するインタ

ーネット上のwebサイトにおいて提供するすべてのサービスを利用する企業・団体等（以

下、「掲載企業」といいます。）と当社との間の権利義務関係を定めるものです。 

 

第１条（定義） 

 本規約では、以下の用語を使用します。 

（１）「当サイト」とは、当社が「コトレボ」、「世界を変える、１５秒。」及び「社長の

カンシンゴト。」の文言を含む名称で運営するインターネット上のwebサイトのことをいい

ます。 

（２）「本サービス」とは、当社が当サイト及び当社が指定するサイトに掲載するための動

画を撮影、編集して制作し、プロモーション動画を当サイト及び当社が指定するサイトに掲

載し、その他当社が当サイト及び当社が指定するサイトを通じて提供するすべてのサービス

のことをいいます。 

（３）「プロモーション動画」とは、掲載企業が自社のプロモーションを行うことを目的と

して掲載企業の社長のメッセージなどを収録した動画であって、当社が制作し、または掲載

企業が当社に納品した動画のことをいいます。 

（４）「当社制作動画」とは、前号のプロモーション動画のうち当社が制作したものをいい

ます。 

（５）「納品動画」とは、第３号に定めるプロモーション動画のうち、掲載企業が自ら又は

第三者に依頼して制作し、当社に納品したものをいいます。 

（６）「掲載済み動画」とは、当サイト及び当社が指定するサイトに１回以上掲載されたプ

ロモーション動画のことをいいます。 

（７）「自社ページ」とは、掲載企業が自らの情報を掲載するために独自に運営、管理する

ホームページのことをいいます。 

（８）「求人ページ」とは、掲載企業が自社ページ内に設けた求人ページまたは当社が指定

する求人サイト内で割り当てられた当該企業の求人ページのことをいいます。   

（９）「個別利用条件」とは、本サービスに関して、本規約とは別に「規約」、「ガイドラ

イン」、「ポリシー」等の名称で当社が配布または掲示している条件のことをいいます。 

（10）「利用契約」とは、当社と掲載企業の間の本サービス利用にかかる契約のことをいい

ます。 

（11）「申込企業」とは、本サービスの利用を希望する企業・団体を当社に紹介する目的で

自らの名前で利用の申し込みを行う者のことをいいます。 

（12）「紹介企業」とは、申込企業から紹介されて当社と利用契約を締結する者のことをい

います。 

（13）「広告掲載企業」とは、掲載企業であって、別途定める出稿規定に基づき、当サイト内
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の広告枠に６０秒以内の動画を掲載するもののことをいいます。 

（14）「公開日」とは、プロモーション動画を当サイトに初めて掲載した日または当社が指

定するサイトに初めて掲載した日のいずれか早い日のことをいいます。 

    

 

第２条（規約への同意） 

１、掲載企業は、本規約の定めに従って本サービスを利用しなければなりません。掲載企業

は、本規約に同意をしない限り本サービスを利用できません。 

２、本サービスにおいて個別利用条件がある場合、掲載企業は、本規約のほか個別利用条件定

めに 従って本サービスを利用するものとします。なお、本規約と個別利用条件の定めが異な

る場合には、個別利用条件の定めを優先するものとします。 

 

第３条（本サービスの概要） 

１、当社は、掲載企業が自社のプロモーションを行うことを目的として、当サイト及び当社

が指定するサイトにプロモーション動画を原則無料で掲載します。 

２、当社は、掲載企業の発注に基づきプロモーション動画を原則として無料で制作します。た

だし、プロモーション動画の修正は有料になる場合があります。 

３、掲載企業は自社ページから求人ページにリンクを貼ることができます 

４、掲載企業は別途定める出稿規定に基づき、当サイト内の広告枠に６０秒以内の動画を掲載

することができます。 

５、掲載企業が掲載動画を更新する場合、別途定める更新手数料を当社にお支払いいただきま

す。 

 

第４条（当社制作動画） 

１、当社制作動画は、掲載企業の発注に基づき、当社が撮影、編集のいずれか一方また

は両方を行う場合の双方があります。 

２、当社制作動画の代金及び費用は、撮影及び編集作業各1回に限り無料です（掲載企業の都

合により再撮影又は再編集を行う場合は有料となります）。 

３、当社は、掲載企業のプロモーションの目的、当社があらかじめ設定し掲載企業に説明した

テーマ及び取材規定に基づく当社の判断により取材、撮影および編集を行います。 

 

第５条（納品動画） 

１、掲載企業は、スマートフォン、携帯電話、タブレット等で撮影した動画を当社に納品

することができます。ただし、当社環境で再生、掲載できない動画フォーマットの場合は再

納品をお願いする場合があります。 

２、基本となる納品動画のフォーマットは以下のとおりとし、エンコードが必要な場合

は都度掲載企業と当社の間で相談とします。 
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動画フォーマット：1920×1080(FHD) mp4 (200MB以内)※推奨 

1280×720 (HD) mp4 (200MB以内) 

３、当社は、納品動画に当サイトの名称、当社のロゴ及びその他必要なテロップ並びにBGM

等を適宜挿入し、尺調整等の改変を行い、掲載企業はこれをあらかじめ承諾するものとしま

す。納品動画が第三者によって作成されている場合、掲載企業の責任において当該第三者に

事前の承諾を得てください。 

 

第６条（掲載済み動画等の利用） 

１、当社制作動画、当サイト及び当社が指定するサイトに掲載済みの納品動画の著作権は当社

に帰属するものとし、掲載企業は当該動画を当サイト及び当社が指定するサイト以外で公

開しないものとします。ただし、当社が事前に書面により承諾した場合を除きます。 

２、掲載企業は、当社が当社制作動画及び納品動画並びに付随する掲載企業の情報を

YouTube、Twitter、Facebook、Instagram等のSNSサイトや動画投稿サイトにおいて当社の

成果物として公表することを承諾するものとします。納品動画が第三者によって作成されてい

る場合、掲載企業の責任において当該第三者の承諾を得てください。 

 

第７条（利用契約） 

１、利用契約は、掲載企業が当社所定のオンラインフォーム上での申し込みまたは当社所定

の申込書その他当社所定の方法によって本サービスの利用にかかる申し込みを行い、当社が

当該申込について審査を行い適格と判断し、承諾の意思表示を文書、E-mailまたはその他代

替しうる手段によって発信した時に成立するものとします。 

２、利用契約は、本規約を契約の内容とします。   

３、当社は、利用申込を行う者が以下に定める事由のいずれかに該当すると判断した場合、

利用申込を承諾せず、または承諾を取り消すことができるものとします。当社は不承諾また

は承諾の取り消しついて一切の責任を負わず、また承諾しない理由または承諾を取り消す理

由を当該利用申込者に説明する義務を負わないものとします。 

①本規約及び個別条件に違反する行為を行うおそれがある場合又は過去に違反した事実

が判明した場合 

②利用申込時に当社に提供された情報に虚偽や故意または重大な過失による脱漏があっ

た場合 

③利用申込をしようとする企業・団体等が実在しないか又は実体的な活動を行っていない

場合 

④当社に提供されたメールアドレスに当社が問い合わせを行ったにもかかわらず、問い合わ

せた日の翌日から起算して５営業日以内に返信がなかった場合 

⑤第２７条（反社会的勢力等）に違反又は違反するおそれがあると当社が判断した場合 

⑥その他当社が合理的な理由により不適切と判断した場合 
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第８条（お申し込みの種類） 

１、掲載企業が自社のプロモーションのために本サービスを申し込む場合、利用契約を締

結する正当な権限を有する者が申し込みを行うものとします。本契約を締結する正当な権限

を有しない掲載企業の役職員その他第三者の代理による申込は認められません。 

２、掲載企業が申し込み企業と異なる場合（申し込み企業が掲載を希望する企業を紹介

する場合）、当社は申込企業及び紹介企業の双方について前条第２項及び第３項の審査

を行い、両社が当社審査基準を満たしている場合にのみ掲載を行うものとします。 

３、紹介企業は、前項の審査終了後、別途所定の方法で申し込みをするものとします。

ただし、申し込み後に再度前条第2項及び第3項の審査を行うことはありません。 

 

第９条（利用契約締結前のサービスの利用） 

掲載企業は、本サービスの申し込みを行った後、利用契約の成立前に、当社が承諾した場合

に限り、本規約及び個別条件の定めを順守して掲載動画など本サービスの一部を利用する

ことができます。 

 

第１０条（料金が発生する場合の支払い） 

１、本サービスの利用は原則として無料ですが、第１６条に定める場合や、当社管轄のホー

ムページ等への掲載企業または第三者からの広告出稿・掲載、将来的に提供される新規サー

ビスなど、一部有料のサービスがあります。 

２、掲載企業は、当社からの請求書を受領した後、受領日を含む月の翌月１０日（１０日が

金融機関休業日である場合その前日）までに前項の金員を当社指定の口座に振り込むものと

します。なお、振込手数料は掲載企業の負担とします。 

３、掲載企業と第１項の金員の請求先が異なる場合、掲載企業は請求先の企業と連帯して支

払い義務を負うものとします。ただし、請求先は、本規約及び個別条件のうち利用料の支払

に関する各規定を誠実に遵守するものとします。その場合、当該規定における「掲載企業」

を「請求先」と読み替えるものとします。 

４、掲載企業は、利用契約に基づく金銭債務の弁済を怠った場合、当社に対し、支払期日の

翌日から完済日まで年１４.６％の割合による遅延損害金を支払うものとします。 

５、掲載企業は、解除等により利用契約の有効期間の満了前に本契約が終了した場合その

他のいかなる場合であっても、当社に対し利用契約に基づいて発生した料金全額の支払義務

を負うものとし、当社は受領済みの料金をいかなる場合にも返還しないものとします。 

 

第１１条（サイトデザイン及び当サイトの仕様変更） 

１、掲載企業は、本サービスのメンテナンス、当社のサービス環境の変化、その他当社が必

要と判断した場合、掲載企業への事前の通知なく本サービスの仕様及びデザインを変更す

る場合があることを予め承諾します。 
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２、掲載企業は、当サイトのプロモーション動画の表示方法、広告掲載企業の表示方法、そ

の他当サイト内における一切のデザイン及び仕様に関する決定、変更等の権限は当社が有し

ていることを承諾します。 

３、掲載企業は、当社が当サイトの広告（TVCM、WEBCM、街頭デジタルサイネージなど、

今     後発生しうる広告媒体も含みます）をリリースすることを承諾します。当社は当サイト

の広告に関する、デザイン、告知内容、表現方法、掲載媒体等一切を決定しますが、掲載企

業はこれを承諾するものとします。 

 

第１２条（プロモーション動画の掲載及び公開） 

１、新規のプロモーション動画は原則として毎週水曜日に当サイト上に公開されます。 

２、当社は、新規に当社制作動画を公開する場合、公開予定時間の１２時間前までに掲載企

業が申込時に当社に届け出た電子メールアドレス宛てに動画ファイル等を送信する方法によ

り確認を求めます。ただし、撮影が掲載予定日の直前に及ぶ場合等やむを得ない事情があ

る場合、掲載企業への動画ファイル等の提供が遅れることがあります。 

３、掲載企業は、前項の確認メールを受信後速やかにプロモーション動画の内容を確認

し、公開を承諾しない場合は公開予定時間の１０時間前までに当社に電子メールで連絡す

るものとします。当該連絡がない場合公開を承諾したものとみなします。 

４、納品動画の場合、掲載企業が申込時に届け出た電子メールアドレス宛に当社から公開

承認及び公開予定日を記載した電子メールを送信します。掲載企業は、当社が定めた公開

予定日の４営業日前までであれば、納品動画を再修正して納品することができます。 

５、掲載企業が第２項以外の方法（電話、FAX、SNS等）で公開承認の連絡を行った場

合、当社は、掲載企業に対し速やかに確認の電子メールを送信します。当社が当該電子メ

ールを送信した時点で、掲載企業が公開を承認したものとみなされます。 

 

第１３条（掲載企業の行為） 

１、当社は、掲載企業の担当者その他の役職員から当社へアクセスがあった場合、正当な

権限を有するものからのアクセスとみなし、掲載企業の行為と取り扱うことができるものと

します。 

２、掲載企業は、掲載企業の担当者その他の役職員に対して本規約及び個別条件を遵守さ

せるものとし、掲載企業の担当者その他の役職員が本規約及び個別条件の定めに違反した

場合は、掲載企業が本契約に違反したものとみなします。 

 

第１４条（公開の終了） 

１、プロモーション動画の公開期間は公開日当日から１年間とします。 

２、掲載企業が、公開終了予定日の１ヶ月前までに公開を継続しない旨の意思を郵送、

FAX、電子メールその他の代替しうる手段によって当社に表示した場合、公開日から１年を

経過した日をもってプロモーション動画の公開を終了します。上記期限までに公開を継続し



6  

ない旨の意思表示がない場合、公開日から１年を経過した時点で有効な規約及び個別条件に

従って更に1年間プロモーション動画の公開を継続します。   

 

第１５条（利用契約の有効期間） 

１、利用契約の有効期間は、掲載企業にかかる全てのプロモーション動画の公開が終了する

日までとします。 

２、利用契約の終了後であっても、第２３条、管轄裁判所に関する各条文は有効に存続す

るものとします。 

 

第１６条（公開後の修正） 

１、掲載企業は、掲載企業の都合により、当社制作動画の公開後にプロモーション動画を修

正する場合、当社が別途定める料金規定に基づく料金を支払うものとします。 

２、当社は、プロモーション動画の内容に虚偽が含まれる等内容が不適切であることが明ら

かになった場合その他合理的な理由がある場合、掲載企業からの申告または掲載企業の承諾

を得て、プロモーション動画を修正することができるものとします。 

 

第１７条（公開の中止） 

１、当社は、プロモーション動画に虚偽や第三者の権利を侵害する表現等不適切な内容

が含まれており、かつその程度が甚大である場合等公開または公開を継続することが不

適切であると判断した場合、当該プロモ―ション動画の公開を中止することがあります。 

２、前項によりプロモーション動画の公開を中止する場合、当社は掲載企業に対し速やかに

その旨を通知するものとします。なお、公開中止事由が掲載企業の責めに帰するものである

場合、当社は、掲載企業に対し、当該プロモーション動画の制作及び公開に要した費用のそ

の他の損害の賠償を請求することがあります。 

３、掲載企業がプロモーション動画の公開中止を求め、当社が当該請求に相当の理由があると

判断した場合、当社は当該請求にかかるプロモーション動画の公開を中止することができま

す。 

４、掲載企業が前項により公開中止になったプロモーション動画を再度当サイト及び当社が指

定するサイトに掲載することを希望する場合、本規約第７条及び第１２条の手続きによるも

のとします。 

 

第１８条（データの保存） 

 当社は、当サービスに関連して取得したデータを以下のとおり保存します。 

     プロモーション動画            公開終了日から１年 

     取材時に撮影した動画、画像、音声データ   取材日から６か月 

 

第１９条（知的財産権） 
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１、本サービスに関する一切の著作権（著作権法27 条及び28 条に規定する権利を含みま

す。）、特許権、商標権その他の知的財産権は、当社に帰属するものとします。ただし、掲

載企業又は掲載企業から委託を受けた第三者が作成した文章、写真、動画等については、こ

の限りではありません。 

２、掲載企業は、当社がウェブサイトの宣伝、プロモーション等の広報営業活動、又は本サ

ービスの円滑な提供、改良、メンテナンスを行うために必要な範囲内において、掲載企業が

当社に提供し又は本サービスに掲載した文章、写真、動画等の著作物、商標等を利用（二次

利用や当社が指定する第三者への利用許諾を含みます。）することを当サイトへの情報の掲

載時において、当社に対し、無償で、期間及び地域の限定なく、非独占的に許諾するものと

し、掲載企業は当社及び当社の指定する者に対して著作者人格権を行使しないものとし

ます。 

３、他社メディアに掲載された広告等の著作物等を本サービスにて利用する場合、掲載企業

は自らの責任で、当該著作物等を本サービスにて利用することの許諾を得ておくものとしま

す。掲載企業が許諾を得なかったことにより、第三者から当社に対して訴訟又はクレームが

提起された場合は、掲載企業は自らの責任と費用負担においてこれを解決し、または当社と

の合意に基づき当社がこれらに対応した場合にはその費用を負担するものとします。 

４、当社は、前項に定める許諾があることを確認できない場合、本サービスへのプロモーショ

ン動画の公開、当サイト内の広告等の出稿をお断りする場合があります。 

 

第２０条（当社の免責） 

１、当社は、天災地変その他不可抗力（回線の障害、サーバダウン等を含みますが、これら

に限られません。）により生じた損失につき、何らの責任も負わないものとします。 

２、当社は、掲載企業又は第三者の責めに帰すべき事由により生じた損失（①ウイルス又はハ

ッキングによるサーバダウン、サービス障害、データの流出、損壊及び誤った情報の掲載、②

掲載企業の操作ミスによるデータの流出、損壊、採用機会の喪失、及び③当社のサービス環境

の変化を含みます。）につき、何らの責任も負わないものとします。 

３、当社は、掲載企業がプロモーション動画の中で言及する情報の真実性、最新性、確実性等

につき一切保証しないものとします。 

４、当社は、掲載企業と当サイト閲覧者（以下「閲覧者」といいます。）並びに掲載企業と

他の掲載企業の間に生じた一切のトラブルについて、何らの責任も負わないものとします。万

一、掲載企業と閲覧者または掲載企業の間に紛争等が発生し、当社が直接これにやむを得ず対

応した場合、企業は、当社に発生した損害、費用等の一切を補償するものとします。 

 

第２１条（本サービスの廃止） 

当社は、次の場合、本サービスの全部または一部の提供を廃止するものとし、廃止日をもっ

て利用契約の全部または一部を解除することができるものとします。 

１、廃止日の１週間前までに掲載企業に通知した場合 
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２、天災地変等の不可抗力により、本サービスを提供できない場合 

 

第２２条（保守作業等による本サービス運営の一時的な停止） 

１、当社は、次の各号に該当する場合には掲載企業への事前の通知や承諾なしに、本サービ

スの一時的な運営の停止を行うことがあり、掲載企業は、これを予め承諾するものとし

ます。 

(1) 本サービスにかかるサーバの保守又は本サービスについて仕様変更もしくはサービスの

瑕疵の修補等を行う場合 

(２)天災地変その他非常事態が発生し、もしくは発生するおそれがあり、又は法令等の改正・

成立により本サービスの運営が困難又は不可能になった場合 

(3)その他当社がやむを得ない事由により本サービスの一時的な停止が必要と判断した場合  

２、前項に定める本サービスの一時的な運営の停止により、掲載企業に何らかの損害が発生

した場合でも、当社は何らの責任も負わないものとします。 

 

第２３条（取得情報等の不正利用） 

１、掲載企業は、本サービスの利用の検討又は本サービスの利用を行うにあたって知り得た

情報（本サービスに関する情報・しくみ・ノウハウ・プログラムソース等を含みますがこれ

らに限られません。以下同じ。）及び個人情報を、本サービスに係る企画実行を遂行する目

的にのみ使用するものとし、その他の目的（商業目的であるか否かは問いません。）に一切

使用してはなりません。 

２、掲載企業は当サイト及び当社が指定するサイトに記載されているプロモ―ション動画、

その他情報の一切を商業利用目的で他サイトへ転載したり、一部または全部を切り出して紙

媒体資料に記載したりすることはできません。ただし掲載企業が自らのプロモーション動画

を自社ページへリンクするなど、当社が事前に承諾した行為に関してはこの限りではあり

ません。 

３、掲載企業は、本サービスの利用の検討又は本サービスの利用を行うにあたって知り得た

情報のうち当社が事前または事後（ただし、情報提供の際、機密である旨を口頭で指定した

場合に限る）に書面で機密情報と指定した情報を機密として厳重かつ適正に取り扱うものと

し、第三者に開示又は漏洩しないものとします。 

４、当社が当サイト及び当社が指定するサイトの不正利用を認識し、掲載中止の警告をした

にもかかわらず、不正に転載サイトから削除されたり、一部または全部を切り出して作成さ

れた紙媒体資料が撤去または修正文を掲載せずに放置されたりした場合は、当社は不正利用

者に対して損害賠償を求めることができます。 

５、掲載企業は、当社から要求があった場合または利用契約が終了した場合、直ちに、本サ

ービスに関して知り得たすべての機密情報及び個人情報を当社に返却し、または情報漏洩に十

分に配慮した方法で廃棄するものとします。 

６、掲載企業が本条の規定に違反し、又は違反するおそれのある場合、当社は、当該違反行

為の停止又は予防を掲載企業に対して要請するものとし、掲載企業は当該要請に誠実に
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対応するものとします。 

７、当社は、本サービスの利用を通じて知り得た掲載企業の機密情報を、本サービスに係る

企画の実施及び求人の遂行の目的にのみ使用するものとし、その他の目的（商業目的である

か否かは問いません。）に一切使用しないものとします。 

 

第２４条（個人情報及び利用履歴情報データの利用） 

１、当社は、本サービスを掲載企業に提供するにあたり、掲載企業による本サービスの利用

記録及び個人情報を集計・分析し、個人を識別・特定できないように加工した上で統計デー

タ等を作成し、当該統計データ等につき何らの制限なく利用（掲載企業及び第三者への提

案、市場の調査、新サービスの開発を含みますがこれらに限られません。）することができる

ものとし、掲載企業はこれを予め承諾するものとします。 

２、当社は、別途当社が収集した閲覧者からのアンケート結果、利用履歴情報データ、掲載企

業の利用実績をもとにした集計結果など、本サービスの利用によって掲載企業に生じた効果等

に関する情報を本サービス上に公表できるものとし、掲載企業はこれを予め承諾するものと

します。 

 

第２５条（違約金及び損害賠償額） 

当社及び掲載企業は、故意または過失により本規約及び個別条件に違反し、これにより相手

方に損害が生じた場合、相手方に対し、直接かつ現実に生じた損害を賠償する義務を負いま

す。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社の掲載企業に対する賠償額

は金10,000円（税込）を上限とします。 

 

第２６条（禁止事項・解除） 

１、当社は、掲載企業による以下の行為を禁止します。これらに該当する、又は該当するおそ

れがあると当社が判断した場合、掲載企業への通知もしくは承諾なしに直ちに本サービスの

提供を停止し、また利用契約を解除することができるものとします。 

(１) 本規約及び個別条件等に違反する行為 

(２) 労働基準法、職業安定法、個人情報保護法その他法令又は公序良俗に違反する行為 

(３) 違法行為・犯罪行為・反社会的行為を暗示・誘発・助長・推奨等する行為 

(４) 虚偽、不完全、不正確な情報を当社に提供し、当サイトを通じて閲覧者に供する行為 

(５) コンピュータウイルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信又は掲載する行為 

(６) 当社のサービスの運営を妨害し、又は当社の信頼を毀損するような行為 

(７) 他人名義もしくは虚偽のアカウントで本サービスを利用する行為 

(８) その他当社が合理的な根拠に基づき本サービスの提供を継続することが不適切であると

判断する行為 

２、当社は、掲載企業が次の各号の一に該当するときには、何ら事前の通知、催告を要すること

なく、即時に本契約を解除することができます。 
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(１) 本規約及び個別条件等に違反したとき 

(２) 差押え、仮差押え、仮処分、租税滞納処分を受け、又は破産、民事再生、特別清算、会

社更生を自ら申し立てもしくは申し立てを受けたとき 

(３) 手形・小切手の不渡り処分を受け、又はその他支払い停止となったとき 

(４) 営業を廃止したとき、又は清算手続に入ったとき 

(５) その他本規約及び個別条件等に定める事項を遂行できる客観的見込みがないとき 

３、掲載企業は、利用契約を解除された場合には、期限の利益を喪失し、直ちに当社に対す

る料金等一切の債務を弁済するものとします。 

 

第２７条（反社会的勢力等） 

１、当社及び掲載企業は次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないこ

とを誓約します。 

(１) 暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団等

もしくはそれらの構成員等もしくはこれに準ずるもの(以下、｢反社会的勢力等｣といいます。)

または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者であること 

(２) 反社会的勢力等に資金提供、便宜の供給等を行っていること 

(３) 自ら又は第三者を利用して他者に対して暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いているこ

と 

２、当社及び掲載企業は、相手方が前項の規定に違反した場合、何ら事前の通知、催告を要

することなく、 即時に本契約を解除することができます。 

３、当社及び掲載企業が前項の規定により契約を解除した場合には、解除により相手方に生

じた損害の一切について賠償する義務を負わないものとします。 

 

第２８条（通知・連絡等） 

１、掲載企業は、本サービスの利用申込時に当社に提供した掲載企業の商号、連絡先、代表者、

責任者及び責任者のメールアドレスその他の情報（以下「登録情報」といいます。）に変更があ

った場合、速やかに当社に書面にて通知するものとします。 

２、掲載企業が前項に定める通知を怠ったために当社から掲載企業に対する通知・連絡等が

遅  延又は不着となった場合、当該通知・連絡等は、通常到達すべき時に到達したものとみ

なし、当社は遅延・不着に関し一切責任を負わないものとします。 

３、本サービスに関して当社から掲載企業に対してなされる通知・連絡等は掲載企業が申込時

に責任者として届け出た者に対する電子メールその他当社が定める方法によるものとしま

す。 

 

第２９条（権利義務等の譲渡） 

１、掲載企業は、利用契約上の地位に基づく一切の権利義務を、当社の事前の書面による承

諾なく、第三者に譲渡もしくは貸与し、又は担保に供してはならないものとします。 
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２、当社は、本サービスに関する事業を事業譲渡その他の事由により第三者に承継させる場

合には、当該事業の承継に伴い、利用契約上の地位、利用契約に基づく権利、義務及び掲載

企業の登録情報その他の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、掲載企

業は、かかる譲渡について本項において予め同意したものとします。 

 

第３０条（規約の変更） 

１、当社は、法令の改正、社会情勢の変化その他の事情により、本規約を変更する必要が生

じた場合には、民法（明治２９年法律第８９号）第５４８条の４（定型約款の変更）に基づ

き、本規約を変更することができるものとします。 

２、当社は、前項の規定により本規約を変更する場合、その効力発生日を定め、効力発生日

までに、当サイトへの掲載その他の方法により以下の事項を周知するものとします。 

① 本規約を変更する旨 

② 変更後の本規約の内容 

③ 効力発生日当社が変更を掲載企業に事前に通知（当サイト上に提示した場合を含みま

す。）  することで、本規約等を変更することができます。 

 

第３１条（準拠法と合意管轄）  

本規約等は日本法を準拠法とし、本サービスに関して生じる一切の紛争については、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。 

 

作成日 ２０１８年 ９月１８日 

更新日 ２０２１年  ４月１９日 

更新日 ２０２１年   ７月２７日（オンライン取材規約追加） 

以上 
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「コトレボ」オンライン取材に関する規約 

 

「コトレボ」オンライン取材に関する規約（以下「オンライン取材規約」という）は、

「コトレボ - 取材動画でWEB集客の第一歩を -」利用規約（掲載企業向け）（以下「元規

約」という）に付随して、コトレボの取材サービス（以下「本サービス」という）をオン

ラインで受けられる企業様（以下「掲載企業」という）と第２制作株式会社（以下「当

社」という）の権利義務関係を定めるものです。 

 

第１条（規約への同意） 

掲載企業は、元規約を遵守することを同意した上で、さらに当社がオンライン取材を掲載

企業に対して行うことに同意した場合、当然にオンライン取材規約にも同意したものとみ

なします。 

 

第２条（オンライン取材の定義） 

オンライン取材とは、当社が掲載企業を取材する際に直接訪問する形式を取らず、インタ

ーネットテレビ会議システム（ZOOM、Microsoft Teams、などがこれにあたりますが、こ

れに限らず、また将来提供され得るサービスも含みます。）等を用いた手段により取材を行

うことを言います。 

 

第３条（オンライン取材の準備） 

掲載企業は当社が指定するインターネットテレビ会議システムを用いて取材に応じるもの

とします。掲載企業は、オンライン取材に必要なカメラ付きパソコンやタブレット、スマ

ートフォン、マイク付きイヤホン、高速インターネット回線（推奨速度：３０MB以上）

を取材日までに準備するものとします。 

 

第４条（オンライン取材のガイドラインの送付） 

当社はオンライン取材に際して、掲載企業に対してオンライン取材のガイドラインを送付

します。掲載企業はガイドラインに記載されてある注意事項を遵守し、取材を受けるもの

とします。 

 

第５条（当社からの機材送付） 

当社はオンライン取材に際して、取材動画の音声、映像クオリティ向上のため掲載企業に
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対して、オンライン取材用の機材（以下「貸与機材」と言います。）を送付することがあ

ります。掲載企業がオンライン取材の機材を当社から貸与される場合、掲載企業は貸与機

材を定められた手法により使用し取材を受けるものとします。 

 

第６条（貸与機材の到着後のご確認） 

①掲載企業は貸与機材が到達した際、速やかに内容物の確認を行なってください。万が一

貸与機材に不備・欠損があった場合は必ず取材時までに当社に、Eメール、S N S又はそ

れに代替できる手段により連絡をしてください。 

②貸与機材に不備・欠損があったにもかかわらずご連絡を頂戴できないまま、取材時刻に

なった場合、取材動画のクオリティが著しく低下する可能性があります。 

③なお、貸与機材の不備・欠損に関しては、取材時前までにご連絡を頂戴した場合は、弊

社側で代替措置をご提案いたします。 

 

第７条（貸与機材の返却方法） 

掲載企業は当社の取材が終了した日の翌日中に、定められた返却方法によって貸与機材を

当社に発送するものとします。掲載企業は取材終了日の翌日中の貸与機材発送が何らかの

事情により困難な場合は、必ずEメール、S N S又はそれに代替できる手段により当社に

連絡をしてください。 

 

第８条（貸与機材の返却遅延および損壊） 

掲載企業の故意または重大な過失により貸与機材の返却が取材終了日の翌日から起算し１

４日間を経過した場合、または貸与機材が損壊した場合は、元規約第２５条、第２６条が

当然に適用されます。 

 

第９条（貸与機材による収録データの取り扱い） 

オンラインテレビ会議システムを経由して収録された取材データ、並びに貸与機材で取材

収録を行った場合のデータは、当社が収録したデータとみなし、元規約第１８条、第１９

条が適用されるものとします。 

 

第１０条（取材データの損傷等） 

オンラインテレビ会議システムを経由して収録された取材データ、もしくは貸与機材で取

材収録を行った場合のデータ、もしくはその双方のデータに、公開できないと当社が認め

る程度の損傷が見られた場合、当社は当該データを編集上使用しない可能性があります。

また、再度取材の依頼を当社から掲載企業に対して行う場合があります。 
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第１１条（オンライン取材中のトラブルに関して） 

①オンライン取材中に、インターネット回線トラブル、機材トラブルなどが生じ、止むを

得ず当社もしくは掲載企業が取材を中断した場合、後日改めて取材日を当社並びに掲載企

業の双方合意の上設定するものとします。 

②取材が中断した場合に生じた如何なる損害も、当社は負わないものとします。 

 

第１２条（オンライン取材の中止） 

①オンライン取材に際して、掲載企業側の恒常的なインターネット回線の不安定性が見受

けられたり、著しい画質もしくは音質の不明瞭性が連続して生じたり、もしくはオンライ

ン取材に際して当社から送付したガイドラインから著しい逸脱行為を掲載企業側が行なっ

ていると当社が判断し、尚且つ短期間での改善が困難な状況と判断した場合、止むを得ず

取材を中止する場合があります。 

②なお掲載企業は、貸与機材の返却をオンライン取材の中止を当社が掲載企業に発信（電

話、Eメール、S N S、F A Xを含みますがこれに限りません）した翌日中に当社に発送す

るものとします。 

③また取材が中止された場合に生じた如何なる損害も、当社は負わないものとします。 

 

作成日：2021年7月28日 


