ポータルサイト「くみちゃんの縁結び」利用規約
本規約は、一般社団法人東京信用組合協会（以下「当協会」という）が提供するポータルサイト
「くみちゃんの縁結び」
（以下「本サイト」という）を利用するすべての方（以下、
「利用者」とい
う。
）に適用される条件を定めるものです。
利用者は本サイトの利用にあたり、本規約の内容を理解し、了承するものとします。本規約に同意い
ただけない場合は、本サイトのご利用をご遠慮ください。
第1条 名 称
本サイトは「くみちゃんの縁結び」と称します。
第2条 目 的
本サイトは、本サイトの利用を通じて、利用者間のビジネスマッチングの場を提供することを
目的とします。
第3条 費 用
登録および利用は無料です。
第4条 登 録
1. 登録先
利用者のうち、都内信用組合の取引先で、本サイトに自社の情報を掲載することを希望し、
当協会所定の「くみちゃんの縁結び」マッチング申込書（以下「申込書」という）を都内信用
組合の窓口または担当者に提出し、当協会がこれを承認した方を、
「登録先」と言います。
2. 登録事項
都内信用組合は、登録先からご提出いただいた申込書に基づき、本サイトに申出事項を登録
します。
3. 掲載の可否
掲載できるのは、当協会が所定の手続きにより登録を承認した場合に限ります。
利用者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、当協会は、登録、掲載又は再登録
を拒否することがあり、また、その理由について一切開示義務を負いません。
①当協会に提供した登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場
合。
②実質的に雇用契約の斡旋・紹介を目的としていると当協会が判断した場合。
③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、または資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、
運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関
与を行っていると当協会が判断した場合。
④過去当協会との契約もしくは規約に違反した者またはその関係者であると当協会が判断し
た場合。
⑤本条第 7 項に定める措置を受けたことがある場合。
⑥その他、登録を適当でないと当協会が判断した場合。
4. 掲載の形式
本サイトへの掲載情報は、当協会が定める形式にて掲載いたします。
5. リンク
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本サイトに URL 情報を掲載する場合、登録されたウェブサイトへリンクするものとします。
6. 登録内容の変更
登録情報に変更が生じた場合には、その都度申込書を都内信用組合の取引店の窓口または担
当者に提出するものとし、都内信用組合は、ご提出いただいた申込書に基づき変更登録を行い
ます。
7. 登録の抹消
登録先が登録の抹消を希望する場合は、所定の届出書を都内信用組合の取引店の窓口または
担当者に提出するものとします。
また、次の各号のいずれかに該当する場合、当協会は、登録先への事前通知または承諾がな
くても登録情報を本サイトから抹消することができるものとし、登録抹消の理由を登録先に告
げないことができるものとします。
①登録先が廃業、倒産（破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特定調停手
続開始、特別清算手続開始の場合を含む）し又は支払停止もしくは支払不能となっている
ことが判明したとき。
②登録先が法令に違反する行為または公序良俗に反する行為を行ったことが判明したとき。
③登録先が申込書に虚偽の事項を記載したことが判明したとき。
④登録先が反社会的勢力等である場合、または反社会的勢力等と関係があるとき
⑤登録先が、当協会からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して 90 日間以上応答が
ない場合
⑥都内信用組合が必要と判断したとき
8. 個人情報
登録先は、本サイトへの登録に際して、都内信用組合に提供した情報（個人情報を含む）
が、当協会が定める形式で本サイトに掲載されることに同意するものとします。
当協会は、利用者が当協会に提供した情報、データ等を、個人を特定できない形での統計的
な情報として、当協会の裁量で、利用及び公開することができるものとし、登録先はこれに異
議を唱えないものとします。
第 5 条 利用先
マッチング申込等の登録先への連絡および問い合わせは、都内信用組合の担当者を通じて行う
ものとします。
第 6 条 秘密保持
利用者は、本サイトに関連して当協会が利用者に対して開示した非公知の情報について、当協会
の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取扱うものとします。
第 7 条 禁止事項
利用者は、本サイトの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為または該当すると当
協会が判断する行為をしてはなりません。
①登録事項について虚偽記載をする行為
②雇用契約の斡旋・紹介を目的として本サイトを利用すること
③本サイトに関するパスワード又は ID を第三者に利用させ、第三者と共有して利用し、貸与、
譲渡、名義変更、売買又は担保提供等する行為
④本サイトのネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける行為
⑤本サイトの運営を妨害するおそれのある行為
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⑥当協会のネットワークまたはシステム等への不正アクセス
⑦第三者に成りすます行為
⑧本サイトの他の利用者の ID またはパスワードを利用する行為
⑨本サイトの他の利用者に対して金銭の貸し借り、宗教の勧誘、政治活動をし、又はこれらの行
為を試みること
⑩当協会、本サイトの他の利用者またはその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為
⑪反社会的勢力等への利益供与
⑫利用者たる地位を第三者に譲渡、売却又は質入等の担保に供する行為
⑬前各号の行為を直接または間接に惹起し、または容易にする行為
⑭前各号の行為を試みること
⑮その他、当協会が不適切と判断する行為
第 8 条 免責事項
本サイトの利用に関して、登録先は以下のことを認識し、同意するものとします。
1. 本サイトに掲載される情報の内容（虚偽、不正、正確さ、適法性、脅迫、名誉毀損、プライ
バシー侵害、著作権侵害、その他第三者の財産権・人格権侵害等）については、登録先が責任
を負うものとし、当協会はいかなる場合においてもその責任を負わないものとします。
2. 登録先間で行われた行為やその結果について問題が生じた場合は、当事者間で協議の上、解
決するものとします。当協会は、利用者間の紛議について、損害賠償等の一切の責任を負わな
いものとします。
3. 天災、ネットワーク障害、紛争、その他当協会に故意又は重過失がない事由により、本サイ
トが一時的に中断または中止された場合、当協会はその損害を賠償する責任や義務を負わない
ものとします。
4. 本サイトは、登録先の情報を掲載または提供するものであり、本サイトの利用による契約
（取引）の成立、売上の増加等を保証するものではないことを、利用者は同意します。
5. 当協会は、利用者が本サイトを利用したことにより被った損害（国内外を問いません）につ
いて、一切の責任を負わないものとし、利用者は自己の責任において問題を処理・解決するも
のとします。
6. 利用者は、本サイトの利用または本規約の違反により、当協会、都内信用組合または他の利
用者に損害を与えた場合、その相当因果関係ある損害を賠償するものとします。
第 9 条 改定
当協会は、当協会が必要と認めた場合は、本規約を変更できるものとします。本規約を変更する場
合、変更後の本規約の施行時期及び内容を都信協ホームページでの掲示その他の適切な方法により周
知し、または利用者に通知します。但し、法令上利用者の同意が必要となるような内容の変更の場合
は、当協会所定の方法で利用者の同意を得るものとします。
第 10 条 連絡・通知
1.本サイトに関する問い合わせその他利用者から当協会に対する連絡または通知、及び本規約の変
更に関する通知その他当協会から利用者に対する連絡または通知は、当協会の定める方法で行う
ものとします。
2.当協会が登録事項に含まれるメールアドレスその他の連絡先に連絡または通知を行った場合、利
用者は当該連絡または通知を受領したものとみなします。
第 11 条 準拠法及び管轄裁判所
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1.本規約の準拠法は日本法とします。
2.本規約に起因し、また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 12 条 本サイトの停止等
当協会は、以下のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に通知することなく、本サイトの
全部または一部の提供を停止また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・システムの点検または保守作業を緊急に行う場合
②コンピューター及び通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス並びに
ハッキング等により本サイトの運営ができなくなった場合
③地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変、疫病の蔓延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、当協会が停止または中断を必要と判断した場合
第 13 条 本サービスの内容の変更、終了
1.当協会は、当協会の都合により、本サイトの内容又は機能を変更し、または提供を終了すること
ができます。
2.当協会が本サイトの提供を終了する場合、当協会は利用者に事前に通知するものとします。
第 14 条 権利帰属
1.本サイトに関する知的財産権は全て当協会または当協会にライセンスを許諾している者に帰属し
ています。
2.登録先は、登録事項の著作権に関し、当協会に対し、
「くみちゃんの縁結び」の利用目的の範囲
内で、世界的、非独占的、無償、派生著作物の作成、表示及び実行に関する利用許諾を付与しま
す。
3.登録先は、前項の範囲内で、当協会及び当協会から権利を承継しまたは許諾された者に対して著
作者人格権を行使しないことに同意するものとします。
第 15 条 その他
本規約に定めのない事項については、利用目的に応じて当協会が適宜決定するものとします。
以上
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「くみちゃんの縁結び」マッチング（ 新規 ・ 変更 ）申込書

令和

年

月

日

一般社団法人 東京都信用組合協会 御中
（取扱 〇〇信用組合）
申込者
(自署)

「くみちゃんの縁結び」への掲載申込にあたって「利用規約」を確認の上、申込書を提出します。

登録概要
事業者名

住所

〒

-

電話番号

-

ホームページＵＲＬ

-

発注したい商品

受注したい商品

農業・林業

建設業

卸売業

小売業

不動産業

運輸業

飲食業

医療・福祉

業
種
サービス業

製造業（紙・出版）

製造業（食料品）

製造業（その他）

生活関連サービス・娯楽業

ＰＲポイント

※1.本申込書上部の「新規」「変更」のどちらか当てはまる方に○をつけて下さい。
※2.「変更届出書」の場合は、変更事項のみご記載ください。

その他

「〇〇ビジネスマッチング掲示板」（ 新規 ・ 変更 ）
申込書
「くみちゃんの縁結び」マッチング（ 新規 ・ 変更 ）

年

月

自組合名およびサイト名称を記載ください

〇〇信用組合
御中
一般社団法人 東京都信用組合協会

申込者の自著のみでも可とします

申込者
(自署)

「〇〇ビジネスマッチング掲示板」への掲載申込にあたっては別途受領した「〇〇ビジネスマッチング掲示板利用規約」を、また、
「くみちゃんの縁結び」への掲載申込にあたっては別途受領した「くみちゃんの縁結び利用規約」に同意の上、申込書を提出します。

申込者本人に利用規約を必ずお渡しください

登録概要
事業者名

住所

〒

電話番号

-

-

メールアドレス

-

自組合サイトと同内容とする
場合等は、「〇〇と同じ」、ま
たは無記入でも可とします

ホームページURL

発注したい商品

受注したい商品

農業・林業

建設業

卸売業

小売業

不動産業

運輸業

飲食業

医療・福祉

業
種
サービス業

製造業（紙・出版）

製造業（食料品）

製造業（その他）

生活関連サービス・娯楽業

その他

ＰＲポイント

※1.本申込書上部の「新規」「変更」のどちらか当てはまる方に○をつけて下さい。
※2.「変更届出書」の場合は、変更事項のみご記載ください。

申込書原本は取扱信組にて保管い
ただきますようお願いいたします。
(都信協への報告は不要)

日

