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株式会社 EventHub   

EventHub サービス利⽤規約  

  

本利⽤規約（以下「本規約」といいます。）には、株式会社 EventHub（以下「当社」といいます。）の提供する 

EventHub サービスのご利⽤にあたり、登録ユーザーの皆様に遵守していただかなければならない事項及び当社と登録ユー

ザーの皆様との間の権利義務関係が定められております。当該サービスを登録ユーザーとしてご利⽤になる⽅は、本規約に

同意する前に、必ず全⽂お読み下さいますようお願い致します。   

*ENGLISH BELOW*  

  

第 1 条 適 ⽤  

1. 本規約は、本サービス（第 2 条に定義）の利⽤に関する当社と登録ユーザー（第 2 条に定義）との間の権利義務

関係を定めることを⽬的とし、登録ユーザーと当社の間の本サービスの利⽤に関わる⼀切の関係に適⽤されます。  

2. 当社が当社ウェブサイト（第 2 条に定義）上で随時掲載する本サービスに関するルール、諸規定等は本規約の⼀部

を構成するものとします。  

第 2 条 定 義  

本規約において使⽤する以下の⽤語は各々以下に定める意味を有するものとします。  

(1) 「イベント主催者」とは、登録ユーザーが参加する特定のイベントの主催者を意味します。  

(2) 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実⽤新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権（それらの権利を

取得し、⼜はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。）を意味します。  

(3) 「当社ウェブサイト」とは、そのドメインが「eventhub.jp」または「EventHub.jp」である当社が運営するウェブサイト

（理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメイン⼜は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイト

を含みます。）を意味します。  

(4) 「登録希望者」とは、第 3 条において定義された「登録希望者」を意味します。  

(5) 「登録情報」とは、第 3 条において定義された「登録情報」を意味します。  

(6) 「登録ユーザー」とは、第 3 条に基づき本サービスの利⽤者としての登録がなされた個⼈⼜は法⼈を意味します。  

(7) 「本サービス」とは、当社が提供する EventHub という名称の当社が提供する、イベントの管理、イベント参加者

間のネットワーキング、商談等のためのマッチングツール、イベント主催者の開催するイベントのチケット販売プラット
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フォームサービス（理由の如何を問わず名称⼜は内容が変更された場合は、当該変更後のものを含みます。）

を意味します。  

(8) 「利⽤契約」とは、第 3 条第 4 項に定義される「利⽤契約」を意味します。  

(9) 「チケット」とは、本サービスで作成されたイベントに参加することを可能にする電⼦媒体、もしくはそれを印刷した媒

体をいいます。 

第 3 条 登 録  

1. イベント主催者が、⾃らの主催する特定のイベントの参加者が本サービスを利⽤できるようになることを希望し、当社の

別途定めるイベント主催者向けの利⽤規約に同意した上で当社に対し登録申請し、その結果、当社が当該参加者に

対し本サービスを提供することとなった場合において、当該参加者のうち本サービスの利⽤を希望する者（以下「登録希

望者」といいます。）は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める⼀定の情報（以下「登録情報」といいま

す。）を当社の定める⽅法で当社に提供することにより、当社に対し、本サービスの利⽤の登録を申請することができま

す。  

2. 登録の申請は必ず本サービスを利⽤する個⼈⼜は法⼈⾃⾝が⾏わなければならず、原則として代理⼈による登録申

請は認められません。また、登録希望者は、登録の申請にあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供しなけれ

ばなりません。  

3. 当社は、第 1 項に基づき登録を申請した者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、登録を拒否するこ

とがあります。  

(1) 本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合  

(2) 当社に提供された登録情報の全部⼜は⼀部につき虚偽、誤記⼜は記載漏れがあった場合  

(3) 過去に本サービスの利⽤の登録を取り消された者である場合  

(4) 未成年者、成年被後⾒⼈、被保佐⼈⼜は被補助⼈のいずれかであり、法定代理⼈、後⾒⼈､保佐⼈

⼜は補助⼈の同意等を得ていなかった場合  

(5) 反社会的勢⼒等（暴⼒団、暴⼒団員、右翼団体、反社会的勢⼒、その他これに準ずる者を意味します。

以下同じ。）である、⼜は資⾦提供その他を通じて反社会的勢⼒等の維持、運営若しくは経営に協⼒

若しくは関与する等反社会的勢⼒等との何らかの交流若しくは関与を⾏っていると当社が判断した場合  

(6) その他、当社が登録を適当でないと判断した場合  
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4. 当社は、前項その他当社の基準に従って、登録希望者の登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合にはその旨

を登録希望者に通知します。かかる通知により登録希望者の登録ユーザーとしての登録は完了し、本規約の諸規定に

従った本サービスの利⽤にかかる契約（以下「利⽤契約」といいます。）が登録ユーザーと当社の間に成⽴します。  

5. 登録ユーザーは、登録情報に変更があった場合は、当社から本サービスの利⽤案内を受理した後、本サービスの（プロフ

ィール）登録情報変更画⾯から直接変更することとします。  

第 4 条 本サービスの利⽤  

登録ユーザーは、利⽤契約の有効期間中、本規約に従って、当社の定める⽅法に従い、本サービスを利⽤することができ

ます。  

第 5 条 チケットの販売及びイベントの中⽌の際の返⾦ 

1. 本サービスでは、イベント主催者がその主催するイベントに係るチケットを販売しています。チケットの購⼊を希望する

場合は、本サービス所定の⽅法で申込⼿続を⾏うものとし、チケットの申込⼿続完了後、当社から注⽂完了メール

が送信された段階で取引が成⽴するものとします。チケットの売買契約は登録ユーザーとイベント主催者の間で成⽴

するものであり、イベントの内容並びにチケットの販売枚数及び販売価格はイベント主催者が決定します。また、イベ

ント主催者と登録ユーザーとの間で紛争が⽣じた場合(イベントが中⽌された場合の返⾦を含みます)でも、当該紛

争については当事者で解決するものとし、当社は⼀切の責任を負わないものとします。 

2. 登録ユーザーは、当社及びイベント主催者との間で別途合意のない限り、イベント及びチケットの売買契約を解約

及びキャンセルできないものとします。 

3. 前項の規定にかかわらず、イベント主催者は当社所定の⽅法でイベントのキャンセル⼿続を⾏うことができるものとし

ます。この場合、当社所定の⽅法により、登録ユーザーに対しチケット販売代⾦の全額の払戻しがなされるものとしま

す。 

4. 登録ユーザーは、本サービスにて購⼊したチケットを第三者に転売することはできず、また、転売を⽬的として第三者に

提供することはできないものとします。 

5. 前項に反して登録ユーザーがチケットを第三者に転売しまたは提供したと当社が判断した場合、当該チケットを無効

とする場合があることを登録ユーザーは承諾するものとします。当社は、本項に基づき当社が⾏った措置に基づき登

録ユーザーに⽣じた損害について⼀切の責任を負いません。 

 

第 6 条 料⾦及び⽀払⽅法  
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1. 本規約に別途定めのない限り、本サービスの利⽤は無償とします。登録ユーザーが当社に対して⽀払うべき利⽤料⾦

が発⽣する場合で、登録ユーザーが当該利⽤料⾦の⽀払を遅滞した場合、登録ユーザーは年14.6%の割合による

遅延損害⾦を当社に⽀払うものとします。 

2.  登録ユーザーは、イベント主催者が販売するイベントのチケットを購⼊した場合、当該チケットの対価として、イベント

主催者が定め各イベントページに掲載された料⾦を負担するものとします。 

3. 登録ユーザーは、前項のチケットの料⾦を当社が認めるクレジットカードを利⽤した決済の⽅法により、当該クレジット

カード決済所定の⽀払時期に⽀払うものとします。登録ユーザーが本サービスを利⽤してクレジットカード決済によりイ

ベント主催者からチケットを購⼊する際、イベント主催者を代理して売上代⾦の収納を⾏うものとし、登録ユーザーは

当社が売上代⾦の収納を⾏うことにつき予め承諾するものとします。 

 

第 7 条 ユーザーID等の管理  

1. 登録ユーザーは、⾃⼰の責任において、本サービスにかかるユーザーID 及びパスワード（以下「ID 等」といいます。）を

管理及び保管するものとし、これを第三者に利⽤させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものと

します。  

2. ID 等の管理不⼗分、使⽤上の過誤、第三者の使⽤等による損害の責任は登録ユーザーが負うものとし、当社は⼀

切の責任を負いません。  

3. 登録ユーザーは、 ID 等が盗まれ、⼜は第三者に使⽤されていることが判明した場合には、直ちにその旨を当社に通

知するとともに、当社からの指⽰に従うものとします。  

第 8 条 禁⽌⾏為  

1. 登録ユーザーは、本サービスの利⽤にあたり、以下の各号のいずれかに該当する⾏為をしてはなりません。  

(1) 当社、イベント主催者⼜は他の登録ユーザー、その他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権

利、名誉、その他の権利⼜は利益を侵害する⾏為（かかる侵害を直接⼜は間接に惹起する⾏為を含み

ます。）  

(2) 犯罪⾏為に関連する⾏為⼜は公序良俗に反する⾏為  

(3) 猥褻な情報⼜は⻘少年に有害な情報を送信する⾏為  

(4) 異性交際に関する情報を送信する⾏為  

(5) 法令⼜は当社若しくは登録ユーザーが所属する業界団体の内部規則に違反する⾏為  

(6) コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する⾏為  
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(7) 本サービスに関し利⽤しうる情報を改ざんする⾏為  

(8) 当社が定める⼀定のデータ容量以上のデータを本サービスを通じて送信する⾏為  

(9) 当社による本サービスの運営⼜はイベント主催者によるイベントの運営を妨害するおそれのある⾏為  

(10) その他、当社が不適切と判断する⾏為  

2. 本サービスは異性交際を⽬的とするものではなく、登録ユーザーは、前項第 4 号に定めるほか異性交際を⽬的として

本サービスを利⽤してはなりません。  

3. 当社は、本サービスにおける登録ユーザーによる情報の送信⾏為が前項各号のいずれかに該当し、⼜は該当するおそ

れがあると当社が判断した場合には、登録ユーザーに事前に通知することなく、当該情報の全部⼜は⼀部を削除す

ることができるものとします。当社は、本項に基づき当社が⾏った措置に基づき登録ユーザーに⽣じた損害について⼀

切の責任を負いません。  

第 9 条 本サービスの停⽌等  

1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、登録ユーザーに事前に通知することなく、本サービスの利⽤の全部⼜

は⼀部を停⽌⼜は中断することができるものとします。  

(1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検⼜は保守作業を定期的⼜は緊急に⾏う場合  

(2) コンピューター、通信回線等が事故により停⽌した場合  

(3) ⽕災、停電、天災地変などの不可抗⼒により本サービスの運営ができなくなった場合  

(4) その他、当社が停⽌⼜は中断を必要と判断した場合  

2. 当社は、当社の都合により、本サービスの提供を終了することができます。この場合、当社は登録ユーザーに事前に通

知するものとします。  

3. 当社は、本条に基づき当社が⾏った措置に基づき登録ユーザーに⽣じた損害について⼀切の責任を負いません。  

第 10条 設備の負担等  

1. 本サービスの提供を受けるために必要な、コンピューター、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の

準備及び維持は、登録ユーザーの費⽤と責任において⾏うものとします。  

2. 登録ユーザーは⾃⼰の本サービスの利⽤環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染の防⽌、不正アクセス及び情報

漏洩の防⽌等のセキュリティ対策を⾃らの費⽤と責任において講じるものとします。  
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3. 当社は、登録ユーザーが送受信したメッセージその他の情報を運営上⼀定期間保存していた場合であっても、かかる情

報を保存する義務を負うものではなく、当社はいつでもこれらの情報を削除できるものとします。なお、当社はかかる情

報の削除に基づき登録ユーザーに⽣じた損害について⼀切の責任を負いません。  

4. 登録ユーザーは、本サービスの利⽤開始に際し⼜は本サービスの利⽤中に、当社ウェブサイトからのダウンロードその他の

⽅法によりソフトウェア等を登録ユーザーのコンピューター等にインストールする場合には、登録ユーザーが保有する情報の

消滅若しくは改変⼜は機器の故障、損傷等が⽣じないよう⼗分な注意を払うものとし、当社は登録ユーザーに発⽣し

たかかる損害について⼀切責任を負わないものとします。  

第 11 条 権利帰属  

1. 当社ウェブサイト及び本サービスに関する所有権及び知的財産権は全て当社⼜は当社にライセンスを許諾している者に

帰属しており、本規約に定める登録に基づく本サービスの利⽤許諾は、本規約において明⽰されているものを除き、当

社ウェブサイト⼜は本サービスに関する当社⼜は当社にライセンスを許諾している者の知的財産権の譲渡⼜は使⽤許

諾を意味するものではありません。登録ユーザーは、いかなる理由によっても当社⼜は当社にライセンスを許諾している者

の知的財産権を侵害するおそれのある⾏為（逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングを含みますが、これ

に限定されません。）をしないものとします。  

2. 登録ユーザーによる本サービスの利⽤を介して当社が取得した、商談予約履歴、商談予約時のリクエストメッセージ、商

談成⽴後の連絡回数、プロフィール閲覧、お気に⼊り履歴その他の⼀切の情報（以下「当社取得情報」といいま

す。）及びこれにかかる権利は当社に帰属するものの、当社に加えイベント主催者も当該情報を無償で⾃由に利⽤

（複製、複写、改変、第三者への再許諾その他のあらゆる利⽤を含みます。）することができるものとします。当社は、

かかる利⽤のほか、統計的な分析、サービスを改良するため及び広告に利⽤する⽬的で、当社取得情報を含む本サー

ビスの利⽤に関し当社が取得した⼀切の情報をデータ化することができ、データ化した情報をイベント主催者に提供でき

るものとします。当社は、データ化した情報を当社の裁量で特定の個⼈を特定しない⽅法で利⽤でき、当社が⽬的達

成のため必要と判断した第三者と共有することができるものとします。  

3. 当社がかかる情報を運営上⼀定期間保存していた場合であっても、当社はかかる情報を保存する義務を負うものでは

なく、いつでもこれらの情報を削除できるものとします。なお、当社はかかる情報の削除に基づき登録ユーザーに⽣じた損

害について⼀切の責任を負いません。  

第 12 条 登録取消等  
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1. 当社は、登録ユーザーが、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知⼜は催告することなく、当

該登録ユーザーについて本サービスの利⽤を⼀時的に停⽌し、⼜は登録ユーザーとしての登録を取り消すことができま

す。  

(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合  

(2) 登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合  

(3) 当社、他の登録ユーザー、イベント主催者、その他の第三者に損害を⽣じさせるおそれのある⽬的⼜は⽅

法で本サービスを利⽤した、⼜は利⽤しようとした場合  

(4) ⼿段の如何を問わず、本サービスの運営⼜はイベント主催者によるイベントの運営を妨害した場合  

(6) ⽀払停⽌若しくは⽀払不能となり、⼜は破産⼿続開始、⺠事再⽣⼿続開始、会社更⽣⼿続開始、特

別清算開始若しくはこれらに類する⼿続の開始の申⽴てがあった場合  

(7) ⾃ら振出し、若しくは引受けた⼿形若しくは⼩切⼿につき、不渡りの処分を受けた場合、⼜は⼿形交換

所の取引停⽌処分その他これに類する措置を受けたとき  

(8) 差押、仮差押、仮処分、強制執⾏⼜は競売の申⽴てがあった場合  

(9) 租税公課の滞納処分を受けた場合  

(10) 死亡した場合⼜は後⾒開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合  

(11) 6 ヶ⽉以上本サービスの利⽤がなく、当社からの連絡に対して応答がない場合  

(12) 第 3 条第 3 項各号に該当する場合  

(13) その他、当社が登録ユーザーとしての登録の継続を適当でないと判断した場合  

2. 前項各号のいずれかの事由に該当した場合、登録ユーザーは、当社に対して負っている債務の⼀切に 

ついて当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の⽀払を⾏わなければなりません。  

3. 当社、30 ⽇前までに当社所定の⽅法で相⼿⽅に通知することにより、登録ユーザーの登録を取り消すことができま

す。  

4. 当社は、本条に基づき当社が⾏った⾏為により登録ユーザーに⽣じた損害について⼀切の責任を負いません。  

5. 本条に基づき登録ユーザーの登録が取り消された場合、登録ユーザーは、当社の指⽰に基づき、当社から提供を受

けた本サービスに関連するソフトウェア、マニュアルその他の物につき、返還、廃棄その他の処分を⾏うものとします。  

第 13 条 保証の否認及び免責  
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1. 当社は、EventHub につき如何なる保証も⾏うものではありません。本サービスは現状有姿で提供されるものであり、当

社は本サービスについて、特定の⽬的への適合性、商業的有⽤性、完全性、継続性等を含め、⼀切保証を致しませ

ん。  

2. 登録ユーザーが当社⼜はイベント主催者から直接⼜は間接に、本サービス、当社ウェブサイト、本サービスの他の登録ユ

ーザーその他の事項に関する何らかの情報を得た場合であっても、当社は登録ユ 

ーザーに対し本規約において規定されている内容を超えて如何なる保証も⾏うものではありません。  

3. 登録ユーザーは、本サービスを利⽤することが、登録ユーザーに適⽤のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか

否かを⾃⼰の責任と費⽤に基づいて調査するものとし、当社は、登録ユーザーによる本サービスの利⽤が、登録ユーザー

に適⽤のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。  

4. 本サービス⼜は当社ウェブサイトに関連して登録ユーザーと他の登録ユーザー、イベント主催者、その他の第三者との間に

おいて⽣じた取引、連絡、紛争等については、登録ユーザーの責任において処理及び解決するものとし、当社はかかる

事項について⼀切責任を負いません。  

5. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停⽌、終了、利⽤不能⼜は変更、登録ユーザーのメッセージ⼜は情報

の削除⼜は消失､登録ユーザーの登録の取消、本サービスの利⽤によるデータの消失⼜は機器の故障若しくは損傷、そ

の他本サービスに関連して登録ユーザーが被った損害につき、賠償する責任を⼀切負わないものとします。  

6. 当社ウェブサイトから他のウェブサイトへのリンク⼜は他のウェブサイトから当社ウェブサイトへのリンクが提供されている場

合でも、当社は、当社ウェブサイト以外のウェブサイト及びそこから得られる情報に関して如何なる理由に基づいても⼀

切の責任を負わないものとします。  

7. 当社は、本サービスに関連して登録ユーザーが被った損害について、⼀切賠償の責任を負いません。消費者契約法の

適⽤その他の理由により当社が登録ユーザーに対して損害賠償責任を負う場合においても、当社の賠償責任は、

1,000 円を上限とします。  

第 14 条 ユーザーの賠償等の責任  

1. 登録ユーザーは、本規約に違反することにより、⼜は本サービスの利⽤に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対

しその損害を賠償しなければなりません。  

2. 登録ユーザーが、本サービスに関連して他の登録ユーザー、イベント主催者、その他の第三者からクレームを受け⼜はそれ

らの者との間で紛争を⽣じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、登録ユーザーの費⽤と責任において

当該クレーム⼜は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。  
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3. 登録ユーザーによる本サービスの利⽤に関連して、当社が、他の登録ユーザー、イベント主催者、その他の第三者から権

利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、登録ユーザーは当該請求に基づき当社が当該第三者に⽀

払を余儀なくされた⾦額を賠償しなければなりません。  

第 15 条 秘密保持  

1. 本規約において「秘密情報」とは、利⽤契約⼜は本サービスに関連して、登録ユーザーが、当社より書⾯、⼝頭若しくは

記録媒体等により提供若しくは開⽰されたか、⼜は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項

に関する全ての情報を意味します。但し、(1)当社から提供若しくは開⽰がなされたとき⼜は知得したときに、既に⼀般

に公知となっていた、⼜は既に知得していたもの、(2)当社から提供若しくは開⽰⼜は知得した後、⾃⼰の責めに帰せざ

る事由により刊⾏物その他により公知となったもの、(3)提供⼜は開⽰の権限のある第三者から秘密保持義務を負わ

されることなく適法に取得したもの、(4)秘密情報によることなく単独で開発したもの、(5)当社から秘密保持の必要なき

旨書⾯で確認されたものについては、秘密情報から除外するものとします。  

2. 登録ユーザーは、秘密情報を本サービスの利⽤の⽬的のみに利⽤するとともに、当社の書⾯による承諾なしに第三者に

当社の秘密情報を提供、開⽰⼜は漏洩しないものとします。  

3. 第 2 項の定めに拘わらず、登録ユーザーは、法律、裁判所⼜は政府機関の命令、要求⼜は要請に基づき、秘密情報

を開⽰することができます。但し、当該命令、要求⼜は要請があった場合、速やかにその旨を当社に通知しなければな

りません。  

4. 登録ユーザーは、秘密情報を記載した⽂書⼜は磁気記録媒体等を複製する場合には、事前に当社の書⾯による承

諾を得ることとし、複製物の管理については第 2 項に準じて厳重に⾏うものとします。  

5. 登録ユーザーは、当社から求められた場合にはいつでも、遅滞なく、当社の指⽰に従い、秘密情報並びに秘密情報を

記載⼜は包含した書⾯その他の記録媒体物及びその全ての複製物を返却⼜は廃棄しなければなりません。  

第 16 条 公 開  

当社は、本サービスの利⽤実績の公表、広告宣伝及び利⽤促進等の⽬的に必要な範囲で、当社ウェブサイト、ソーシャル・

ネットワーキング・サービス、放送、出版その他の媒体において、特定の個⼈が特定されない⽅法により、利⽤事例その他の

登録ユーザー⼜はイベント参加者等の利⽤状況の全部もしくは⼀部を公表することができ、登録ユーザーは当該公表にあら

かじめ同意するものとします。  

第 17 条 有効期間  
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利⽤契約は、登録ユーザーについて第 3 条に基づく登録が完了した⽇に効⼒を⽣じ、当該登録ユーザーの登録が取り消さ

れた⽇⼜は本サービスの提供が終了した⽇のいずれか早い⽇まで、当社と登録ユーザーとの間で有効に存続するものとしま

す。  

第 18 条 本規約等の変更  

1. 当社は、本サービスの内容を⾃由に変更できるものとします。  

2. 当社は、本規約（当社ウェブサイトに掲載する本サービスに関するルール、諸規定等を含みます。以下本項において

同じ。）を変更できるものとします。当社は、本規約を変更した場合には、登録ユーザーに当該変更内容を通知する

ものとし、当該変更内容の通知後、登録ユーザーが本サービスを利⽤した場合⼜は当社の定める期間内に登録取消

の⼿続をとらなかった場合には、登録ユーザーは、本規約の変更に同意したものとみなします。  

第 19 条 連絡/通知  

本サービスに関する問い合わせその他登録ユーザーから当社に対する連絡⼜は通知、及び本規約の変更に関する通知その

他当社から登録ユーザーに対する連絡⼜は通知は、当社の定める⽅法で⾏うものとします。  

第 20条 本規約の譲渡等  

1. 登録ユーザーは、当社の書⾯による事前の承諾なく、利⽤契約上の地位⼜は本規約に基づく権利若しくは義務につ

き、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。  

2. 当社は本サービスにかかる事業を第三者に譲渡（事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとしま

す。）した場合には、当該譲渡に伴い利⽤契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに登録ユーザーの登

録情報その他の顧客情報を当該譲渡の譲受⼈に譲渡することができるものとし、登録ユーザーは、かかる譲渡につき

本項において予め同意したものとします。  

第 21 条 完全合意  

本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの完全な合意を構成し、⼝頭⼜は書⾯を問わず、本規

約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの事前の合意、表明及び了解に優先します。  

第 22 条 分離可能性  

本規約のいずれかの条項⼜はその⼀部が、消費者契約法その他の法令等により無効⼜は執⾏不能と判断された場合で

あっても、本規約の残りの規定及び⼀部が無効⼜は執⾏不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効⼒を

有し、当社及び登録ユーザーは、当該無効若しくは執⾏不能の条項⼜は部分を適法とし、執⾏⼒を持たせるために必要な
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範囲で修正し、当該無効若しくは執⾏不能な条項⼜は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保でき

るように努めるものとします。  

第 23 条 存続規定  

第 6 条（未払がある場合に限ります。）、第 7 条第 2 項、第 8 条第 3 項、第 9 条第 3 項、第 10 条、第 11 条、第 

12 条第 2 項、第 4 項及び第 5 項、第 13 条から第 14 条まで、並びに第 20 条から第 24 条までの規定は利⽤契約の

終了後も有効に存続するものとします。但し、第 14 条については、利⽤契約終了後 5 年間に限り存続するものとします。  

第 24 条 準拠法及び管轄裁判所  

本規約の準拠法は⽇本法とし、本規約に起因し⼜は関連す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。  

第 25 条 協議解決  

当社及び登録ユーザーは、本規約に定めのない事項⼜は本規約の解釈に疑義が⽣じた場合には、互いに信義誠実の

原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。  

【2020 年 7 ⽉ 26 ⽇変更】 

   株式会社 EventHub 

  

EventHub Terms of Use  

 

Please note that since EventHub Co., Ltd. is a Japanese entity, the original Terms is in Japanese. Since 

legal disputes will be based on the Japanese original, we have attached the original at the end. The 

English version is a literal translation of the Japanese original.   

  
This agreement lays out the terms of use and the rules of the relationship between EventHub Co., Ltd. and 

registered users upon using EventHub.  Please read all articles below before agreeing to purchase and use 

EventHub.  In this document, “We”, refers to EventHub Co., Ltd. and “You” refers to the registered user using 

our service.  EventHub is an event management service provided by EventHub Co., Ltd.  
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Article 1: Application  

1. This agreement applies to the terms of use of EventHub (or “service”, as defined in article 2) and the 

legal and business relationship between you (the “Registered user”, defined in article 2) and us 

(EventHub Co., Ltd. or “EventHub”) regarding use of this service.  

2. Any rules and terms of use that we post on our website (defined in article 2) are considered portions 

of this agreement.   

  

Article 2: Definitions  

Key terms mentioned throughout this agreement will be defined as follows.   

1) “Event organizer” refers to the organizer of the event that the registered user is participating in.  

2) “Intellectual Property” is refers to any publication rights, patents, utility model rights, design rights, 

trademark rights and other intellectual property rights as well as the right to apply for and obtain 

such rights.   

3) “Our website” refers to our website or pages that we operate with the domain “eventhub.jp” or 

“EventHub.jp”. If EventHub changes its domain name or website content, this still applies regardless 

of the reason behind such changes.   

4) “Prospective users” follows the definition of the same term defined in article 3.  

5) ”Registered information” follows the definition of the same term defined in article 3.   

6) “Registered user” refers to the institution or the individual who registered to use our service based 

on the registration process laid out in Article 3.  

7) “This service” refers to EventHub, an event management system (including event registration, 

business matching, and online event platform) operated by EventHub Co., Ltd. This applies even after 

product name changes regardless of reasons behind such changes.  

8) Terms of Use follows the definition of the same term defined in article 3 item 4.   

9) “Ticket” refers to an electronic (or a printed version of the electronic) ticket and form that allows one 

to participate in an event. 
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Article 3: Registration  

1) Event organizer wishing to use this service at their event must agree to the separately defined Terms 

of Use (for event organizers), register to use the service, and we must approve the registration. 

Attendees (of a registered event) who wish to become registered users of EventHub (hereby referred 

to as “prospective users”) must agree with this Terms of Use and provide information (hereby 

referred to as “Registration information”) as we instruct.  

2) Prospective users must register for this service on his or her own behalf and cannot ask a proxy to 

register for the service on his or her behalf. Prospective users must submit authentic, true 

information upon registration.   

3) We have the right to deny Registered user’s registration under circumstances below.  

a. When we consider it likely that you will act against our Terms of Use.   

b. If part of all of the information you provided upon registration is false or lacking.  

c. If you were denied registration or if your registration was deleted in the past.   

d. If you are a minor, an adult ward of the state, a person under assistance, and have not 

received consent from a legal representative or guardian.  

e. If we believe that you belong to, have any involvement with, or provide financially to anti-

social forces (e.g., gangsters, gang members, right wing organizations, anti-social forces, or 

any person pursuant to this).  

f. Any other cases where we deem your registration inappropriate.  

4) We determine whether we accept the prospective registered user’s registration according to the 

above terms and other guidelines, and will let the prospective registered user know if accepted. The 

prospective registered user’s registration is deemed complete the moment we notify the registered 

user that we have accepted their registration, and the Terms of Use defined by this agreement 

becomes effective.   

5) Registered users who wish to change their profile information may do so by editing their profiles 

directly after receiving login information to the service.   
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Article 4: Use of our service   

Registered users can use this service during the effective period of the contract by agreeing to this Terms 

of Use and following our instructions.   
 
Article 5: Ticket purchases and refund cancellations 

1) This service sells tickets of the event the event organizer.  Those that wish to purchase a ticket for 
the event will register according to instructions given on the serivce’s registration page.  Ticket is 
deemed successfully purchased when that user receives an email from our service confirming the 
purchase.  The ticket purchase contract is established between the registered individual and the 
event organizer, and the event organizer is solely responsible for the number of tickets to be sold 
and the prices that they are sold at.  The event organizer is responsible for all discussions, conflicts, 
and complaints from and with individuals participating in the event, and we at EventHub hold no 
responsibility in resolving these conflicts.  

2) Registered user, unless otherwise agreed with the event organizer, may not cancel the purchased 
ticket. 

3) Event organizer may cancel a ticket following the procedure laid out by our event management 
service.  When the event organizer cancels a ticket, he / she is responsible for repaying the 
registered user for the canceled ticket.  

4) Registered user may not resell a ticket purchased on our platform  
5) Registered user agrees to deem the ticket ineffective and void the moment when the event 

organizer or EventHub deems that the registered user has resold a ticket to a third party.  EventHub 
does not hold responsible for any damages caused to the registered user as a result of this 
procedure.  

 

Article 6 Pricing and payment 

1) Unless otherwise mentioned, registered users may use EventHub for free.  In cases when the 
registered user does have to pay to use this service, and if the user ignored his or her obligation to 
pay for the service, he / she is responsible for paying an accrued interest of 14.6% per year.  

2) When the registered user has purchased the event organizer’s ticket, the user is responsible for 
paying for the price written on the registration form or ticket page.  

3) Registered user must pay for the ticket by using one of the credit card payment methods provided 
by EventHub by the deadline provided.  When the user pays by credit card on EventHub in order 
to purchase a ticket from the event organizer, EventHub collects the payment on behalf of the 
organizer.  The registered user must approve the fact that EventHub is collecting payments on 
behalf of the organizer.   
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Article 7 Management of user information   

1) Registered user is responsible for maintaining and protecting user IDs and passwords for event 

attendees using EventHub and are not permitted to lend, transfer, change names of, or 

commercially use such information with or for third parties.   

2) Registered user is solely responsible for any damages incurred from mismanagement of user IDs 

and passwords and we will not take responsibility for such mismanagement or damages caused 

from use of above information by third parties as a result.  

3) Registered user must promptly notify us and follow our instructions after Registered user finds out 

that a third party has accessed user IDs and/or passwords.   

  

Article 8 Prohibitions   

1) Registered user is not allowed to conduct any of the following actions:    

a. Any acts undermining or damaging intellectual property rights, portrait rights, privacy 

rights, honor, and other rights of EventHub, users of the service, or any third parties.  

b. Criminal (or associated) acts and acts against public order and morality  

c. Sending obscene and inappropriate information to other users, especially minors  

d. Using the service for dating and sexual purposes  

e. Any violations of laws or internal regulations of industry organizations that registered user 

or EventHub belongs to   

f. Sending information that includes computer viruses and other harmful computer malware  

g. Falsifying of information used in relation to this service   

h. Sending data of sizes that are greater than the size that we have defined   

i. Acts that could hinder our operation or the event organizer’s event operation   

j. Other inappropriate acts  

2) EventHub is not intended for, hence users must not use EventHub for, dating purposes.  

3) In cases where we suspect or discover that registered user’s behavior matches any of the items 

above, we have the right to delete parts or all of relevant information without notifying the user. 

We do not bear responsibility over any damages caused to the registered user as a result of such 

deletion.   
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Article 9 Termination of Service  

1) We can terminate your complete or partial use of our service without notification in these 

circumstances:   

a. Emergency inspection or maintenance work of our computer system   

b. When our computers or communication lines have stopped due to accidents   

c. When earthquakes, lightning, fire, wind and flood damage, power outages and other 

natural disasters have made normal operations of the service difficult   

d. Other instances where we have deem it necessary  

2) We have the right to stop the provision of this service for our own reasons. In such cases, we will 

notify the Registered user beforehand.  

3) We are not responsible for damages caused from a halt in our service operations.   

  

Article 10: Associated infrastructure   

1) Registered user is responsible for preparing and maintaining computers, software, devices, internet 

communication and communication infrastructure needed to use our service at their own cost.   

2) Registered user is responsible for protecting themselves against computer viruses and providing 

necessary security measures to prevent loss and leakage of information upon using the service at 

their own cost.   

3) Even in cases where we save messages and other information exchanged between registered users 

for a period of time for operational purposes, we are not obliged to save these information and can 

delete them at any time. We do not hold any responsibility over any damages caused to registered 

users as a result of such deletion.   

4) In cases when registered user downloads software onto their computers from our website or 

through other means while using EventHub, registered user is responsible for making sure to not 

harm their devices or their existing files. We are not responsible for any damages caused in such 

instances.   
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Article 11: Rights  

1) All general property and intellectual property rights related to our web site and EventHub belong 

to us or those under formal license agreements. Your rights to use our service under Terms of Use 

does not equate to a license to or use right of our intellectual property. Registered users may not 

violate (including but not limited to disassembling, decompiling, reverse engineering) the 

intellectual property rights of ours or those under formal license agreements for any reason.   

2) Information acquired as a result of registered users using EventHub, such as meeting requests, 

message sent when sending meeting requests, number of chats sent between two users, profile 

views, favorite history, etc., (hereinafter referred to as " Acquired information ") and the rights over 

this information belong to EventHub. We and the event organizer can freely use this information 

free of charge (including copying, copying, alteration, re-licensing to third parties and any other 

use). In addition, we can also make analytical data out of such acquired information for statistical 

and product improvement purposes and can share such information with the event organizer. We 

can also use this data at our own discretion as long as the data is not identifiable, and can share 

such information with third parties if judged necessary for our service goals.   

3) While we may save acquired information for a period, we are not legally responsible for 

maintenance of information and have the right to delete this information at any time. We are not 

responsible for any damages caused to the registered user because of us deleting the acquired 

information.   

  

Article 12: Termination of Registered user Registration   

1) We have the right to pause your account or delete your registration without prior notification under 

below circumstances.   

a. When you have violated any of the terms under this agreement   

b. If there is false information in your registered information  

c. If you have used, or are planning on using, our service in a manner that causes damages to 

us, event attendees, other registered users, and or third parties   

d. If you hindered or damaged our service operations in whatever manner   
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e. When you have become incapable of paying the price, or have initiated Bankruptcy, civil 

rehabilitation, corporate reorganization, or special liquidation proceedings   

f. In case of receiving a disposition of dishonored bills or checks handed down or 

underwritten by themselves or when receiving a disposition of suspension of transactions 

at the clearing house or similar measures  

g. In case of seizure, provisional seizure, provisional disposition, compulsory execution or a 

petition for auction of the company  

h. Delinquency in taxation    

i. Death or when receiving a judgment on necessity of guardianship and assistance  

j. When we do not hear from you and when you have stopped using the service for more 

than half a year   

k. In situations described in article 3 item 3  

l. And any other cases where we judge that we need to halt your membership   

2) In all cases listed in the preceding paragraph, you are responsible for paying all of your debt and 

fees to us promptly regardless of the initial payment deadlines.   

3) We have the right to terminate your registration if we notify you thirty days ahead of time.  

4) We bear no responsibility over damages caused to the registered user as a result of terminating 

your registration according to this article.  

5) When your registration is terminated in accordance with this article, the registered user is 

responsible for following our instructions and deleting or returning any software, manuals and other 

materials related to our service.   

  

Article 13: Disclaimer  

1) We do not formally guarantee any result as a result of using this service.  We provide EventHub and 

affiliated services but do not bear any responsibility over its suitability for your business purposes.  

2) Even if the registered user indirectly or directly obtains any information about EventHub, our service, 

our website, or other registered users, we do not guarantee anything beyond what we have defined 

in these terms of use.   
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3) The registered user is responsible for researching on whether EventHub complies regulations and 

guidelines of its industry organization at its own cost.  We do not guarantee that our service is in 

accordance with regulations and guidelines of the registered user’s industry organizations.   

4) We are not responsible for any disputes or complaints regarding our service or our website that 

occurs between you and other registered users, event organizer, or other third parties.  

Registered user is responsible for solving such disputes on their own.   

5) We are not responsible for compensating for any of the following caused due to any interruption, 

termination, or alteration to our services: Deletion of data that you have sent; any influences that to 

your business as a result of implementing this service.   

6) We are not responsible for anything regarding information that registered user or users can obtain 

through external websites whose links exist on our EventHub platform, or external sites that contain 

our website’s link.   

7) We do not bear any financial responsibility over any damages caused to the registered user as a 

result of using this service. Even in cases where we are held accountable for damages caused to the 

Registered user under the Consumer Contract Law or for other reasons, the liability of the Company 

shall be limited to 1000 Japanese yen.  

  

Article 14: Financial obligations  

1) Registered user is responsible for paying for damages caused to EventHub as a result of violating 

this contract.   

2) In cases of complaints from or disputes with other registered users, event organizer or third parties 

in relation to EventHub, registered user is responsible for notifying us promptly and dealing with 

the dispute at its own cost. Registered user is responsible for notifying EventHub regarding the 

progress and result of such disputes when asked.  

3) In cases where EventHub receives request for financial reimbursement for rights damages or other 

reasons from other registered users, event organizer or other third parties as a result of the 

registered user using EventHub, registered user is responsible for reimbursing EventHub the price 

that EventHub had paid for such damages.   
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Article 15: Confidentiality   

1) “Confidential information” in this agreement refers to all information related to our technology, 

sales, operation, finance, organization, and other matters that the Registered user has accessed or 

obtained in through us verbally or in writing regarding the use of this service.   

However, this does not include the following 1) Information that the Registered user already knew 

or was public information at the time of provision of such information 2) Things that became 

publicly known through publications or other reasons due to reasons not attributable to their own 

responsibility after providing, disclosing or acquiring from our company 3) information legally 

obtained without nondisclosure terms from the provider of such information 4) information created 

by the Registered user 5) information provided by EventHub and mentioned as not confidential.   

2) Registered user can only use confidential information for the purpose of using our service and must 

not disclose or leak confidential information to third party without prior written approval.  3) 

Notwithstanding the provisions of item 2, Registered user may disclose Confidential Information 

based on the order, requests or requests of law, court or government agency but must notify 

EventHub promptly when doing so.  

4) Registered user must obtain prior written approval from EventHub when copying documents 

containing confidential information and must strictly follow item 2 regarding use of such copied 

information.   

5) Registered user must comply with our instructions and return or demolish all documents or copies 

containing confidential information promptly when asked to do so.    

  

Article 16: Information Disclosure   

By using our service you understand agree that we will be disclosing use cases and portions or all of user 

behavior (in a way that protects privacy and makes data anonymous) on our website, social networking 

accounts, publications or media for the purpose of promoting our brand and service.   
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Article 17: Effective period  

Terms of Use become effective the moment Registered user completes registration as defined in article 3, 

and lasts until the earlier of the following – the date that the registered user’s registration is terminated or 

the date that this service terminates.   

  

Article 18: Changes to the contract  

1) We reserve the right to change EventHub’s content at any time.   

2) We have the right to change these Terms of Use (Includes additional rules written on our website 

regarding this service) and will notify you in case of such changes. Your continued use of our services 

after changes have been shared constitutes your acceptance of the amended Terms of Use.  

  

Article 19: Notifications   

General notifications regarding this service, between our registered users and us (e.g., regarding changes 

to this contract) will all be done via communication means that we define.  

  

Article 20: Transfer of contract  

1) You are not allowed to transfer or provide the rights and responsibilities laid out in this document 

to third party individuals or corporations without written agreements with us.   

2) In cases where we transfer the rights to this service (e.g., acquisition or company splits) to another 

company, we will transfer our position and related rights to the new company, and will transfer all 

information and data that you have sent us to the new owner under legal means By signing this 

document you have agreed that such probability exists.    

  

Article 21: Complete agreement   

This agreement represents the entirety of agreements made between the Registered user and EventHub.   

  

Article 22: Severability  

In cases where a part of this agreement has been judged by the Japanese law and Court to be ineffective, 

the rest of the articles and items listed on this document will remain effective. Both EventHub and Registered 
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user will make best efforts to edit such portions of the agreement in order to retain the originally agreed 

legal and economic effects of the agreement.   

  

Article 23: Remaining rights and terms   

The following articles and items will remain effective even after the contract period ends: Article 5 (in case of 

remaining debt owed), article 6 item 2, article 7 item 3, article 8 item 3, article 9, article 10, article 11 item 2, 

article 4 item 5, article 12 item 15, article 19 to article 23.  Article 14 will remain effective for five years after 

the contract period ends.   

  

Article 24: Jurisdiction  

This document follows the Japanese law and any disputes regarding this agreement will be under the Tokyo 

District Court.   

  

Article 25: Resolving conflicts   

Both EventHub and Registered user make their best efforts to resolve any conflicts and disputes regarding 

the interpretation of this contract or matters not covered in this contract.   

  

Updated July 2020 

 EventHub Co., Ltd.  

   


