
サービス利用規約  

第 1条（目的） 

本規約は、お客様が、株式会社メフィスト RABBITSTYLE（以下「当社」といいます。）が企画、運営な

いし提供するサービス（以下「本サービス」といい、具体的には第 2条で定めるものとします。）を利用

するにあたっての条件を定めるものです。お客様は、本サービスをご利用頂くにあたって本規約に同

意するものとし、お客様が本サービスを利用したことをもって、お客様は本規約に同意したものとみな

します。 

第 2条（本サービスの内容） 

本サービスの内容は以下のとおりとします。 

(1) 撮影会におけるモデルの写真撮影の機会提供 (以下「本撮影会サービス」といいます。) 

(2) その他上記サービスに付随して、当社が提供する全てのサービス 

第 3条（契約の成立） 

1. 本撮影会サービスの利用を希望するお客様は、本規約を確認及び承認した上で、本撮影会サー

ビスの申し込みを行うものとします。 

 

2. 本撮影会サービスの申込みは、当社ウェブサイトにおける申し込みフォームの送信、よる参加の

申込みにより行うものとします。 

 

3. お客様と当社の間の利用契約は、当社ウェブサイトにおける申し込みフォーム、または、当社から

の確認メールの送信時点、ないし、本撮影会サービス当日における申込みの時点で、成立するものと

します。 



第 4条（参加費用） 

お客様は、本撮影会サービスに参加するに当たり、当社所定の銀行口座へ事前入金による参加費用

を当社に支払うものとします。参加費用のお支払いがない場合は、本撮影会サービスに参加すること

はできません。 

第 5条（会員登録） 

1. お客様は、会員登録を希望する場合は、当社ウェブサイト、またはメール返信により、当社の定め

る一定の情報（以下「登録事項」といいます）を登録する必要があります。 

 

2. 当社は、お客様が、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、またその理由について一切開示義務を負いません。 

(1) 当社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) 未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、

保佐人または補助人の同意等を得ていなかった場合 

(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社が判断

した場合 

(4) お客様が過去に当社との契約や約束事項に違反した者またはその関係者であると当社が判断

した場合 

(5) 登録抹消を受けたことがある場合 

(6) その他、当社が登録を適当でないと判断した場合 



 

3. お客様は、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当

社に通知するものとします。 

 

4. お客様は、自己の責任において、ＩＤ・パスワード及びメールアドレスを適切に管理及び保管するも

のとし、これを第三者に利用させ、または貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとしま

す。 

 

5. ＩＤ・パスワードまたはメールアドレスの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生

じた損害に関する責任はお客様が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。 

 

6. 当社は、お客様が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告す

ることなく、登録を抹消することができます。 

(1) 本規約のいずれかの条項に違反した場合 

(2) 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合 

(3) 支払停止もしくは支払不能となり、または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開

始、特別清算開始も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、任意整理を開始した場

合 

(4) 登録前後を問わず、本条第 2項各号に該当する事実があった場合 

(5) その他、当社が会員登録を適当でないと判断した場合 



 

7. 当社は、本条に基づき当社が行った行為によりお客様に生じた損害について一切の責任を負い

ません。 

 

8. お客様が登録抹消を自ら希望する場合、当社所定の手続きを行うものとし、これらの手続を履行

しなかった場合の不利益はお客様の負担とします。 

第 6条（お客様の遵守事項等） 

1. お客様は、本サービスの利用に関して、以下の行為をしてはならないものとします。 

(1) 法令若しくは公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為 

(2) 当社若しくは第三者に損害を与える行為、又はそのおそれのある行為 

(3) 本サービスないし当社の活動を妨げる行為、当社の信頼を毀損する行為、又は、そのおそれの

ある行為 

(4) 本サービスを妨げる目的をもってモデルの撮影枠を予約し、又は、そのおそれがあると当社が認

める行為 

(5) 本サービスを通じて提供される情報を改ざんする行為 

(6) 虚偽の情報を提供する行為、又はそのおそれのある行為 

(7) 当社の事前の承認なく、本サービスの目的に反して営利目的等のために本サービスを利用する

行為 

(8) 本サービスの利用に関連する権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡・貸与する行為又

はそれに準ずる行為 



(9) 当社又は第三者の著作権及びその他の知的財産権を侵害する行為 

(10) 侮辱又は名誉棄損行為、他人のプライバシー、肖像権、財産権を侵害する行為 

(11) 嫌がらせ、脅迫、中傷行為 

(12) 政治活動・宗教活動・犯罪的行為又はそれらにつながる行為 

(13) 前各号に準ずる行為 

(14) その他、当社が不適切と判断する行為 

 

2. お客様は、本撮影会サービスに参加するにあたり、以下の行為をしてはならないものとします。 

(1) 撮影方法等に関する禁止行為 

・ビデオカメラを持ち込む行為、動画撮影をする行為、携帯電話による撮影をする行為（動画に限らな

い。） 

・特に許可がされていない撮影会での、チェキ等インスタントカメラによる撮影行為 

・特定の場所へ座り込むなど撮影場所を占有する行為 

・参加者同士の譲り合いをしない行為（割り込みなどに限らない。） 

・他の参加者を無断で撮影する、又は誤解を招く行為 

・他の参加者に迷惑をかける行為、他の参加者の気分を害する行為(侮辱、威圧、大声を出す、暴力

行為など) 

・撮影会の雰囲気を壊す、乱す行為 

・撮影会の円滑な運営を妨げる行為 

・運営スタッフの指示に従わない行為 



・その他撮影会の運営を妨げ、他の参加者に迷惑をかけるおそれのある一切の行為 

 

(2) モデルに対する禁止行為 

・モデルに触れる行為、極端に接近する行為（ポージングの際も含む） 

・撮影時の暴言や侮辱、セクハラ的な発言、威圧的な言動及び SNSでの書き込み 

・モデルに対して嫌がるポーズを強要したり、直接目線の指導をする行為や衣装を強要する行為 

・極端な接写やローアングルからの撮影 

・部分撮影を行う行為 

・SNSでのフォローやリプライを強要する書き込み 

・プライベートにわたる事項に関して質問したり、モデルの電話番号やメールアドレス等個人情報を入

手する行為 

・本撮影会サービス等当社が運営するイベントでの出待ちや入り待ち行為 

・衣装の一方的な決定・指示（他のお客様もいらっしゃるので、必ずしもお受け出来ません） 

・モデルに付きまとったり、嫌がらせをする等のストーカー行為 

・モデルの休憩時間中に、モデルの休憩を妨げる行為、勝手に休憩時間を決める行為 

・モデルの引き抜き・撮影会を仲介しない撮影又は出演及びその交渉行為 

・モデルのプライベート・個人情報などに関する質問?・その他モデルが嫌がる一切の行為 

・立入禁止・撮影禁止区域での撮影及び、ネット・各種媒体への公開 

・法人でのご参加(本撮影会サービスは個人のフリーカメラマン様向けの撮影サービスとなります) 

 

(3) その他（営利行為、飲酒、ルール遵守） 



・当社と同種の事業（撮影会やフォトセッションの運営、企画を含むがこれらの限りではない。）を営む

会社、業者の関係者の参加、立ち入り 

・飲酒した状態での入場、アルコール類の持ち込み 

・本撮影会サービスを行う場所（スタジオ又は屋外撮影で利用する場所）の各管理者の定めに従わな

い行為 

 

3. お客様が前 2 項の規定のいずれかに反する行為を行い、又は行うおそれがあると判断した場合、

当社は、事前の通告なく、違反したお客様を退場させる等、本サービスの利用を停止等することがで

きるものとします。この場合において、当社は、お客様に対し参加費用全額を違約金として請求するこ

とができるものとし、お客様の当該行為により当社が損害等を被った場合には、当社は、その原因如

何にかかわらず、かかる損害等を、お客様に請求できるものとします。また、当社は、参加費用等の

返金やお客様からの異議には一切応じる義務はないものとし、本サービスの停止により、お客様が被

ったいかなる損害についても当社は一切責任を負いません。 

 

4. 屋外撮影又はリクエスト撮影をご希望するお客様は、撮影会に初めて参加するに際して、当社所

定の身分証明書を提示するものとします。お客様から身分証明書の提示がない場合、又はお客様の

申込み内容と提示を受けた身分証明書記載内容が一致しない場合には、当社は、お客様に対する本

撮影会サービスの全部又は一部を中止、又は、本撮影会サービスの途中で中断又は停止する措置

をとる場合があります。この場合、当社は、事務手数料、予約確保枠の賠償等として、お客様に対し

参加費用全額を請求することができるものとし、参加費用等の返金やお客様からの異議には一切応

じる義務はないものとします。また、本撮影会サービスの全部又は一部の中断又は停止によりお客様

に生じた損害等につき、当社は一切その責任を負わないものとします。 



第 7条（撮影した画像の取扱い：肖像権等） 

1. 撮影会で撮影した写真などの肖像権は、当社、モデル本人又は所属事務所に帰属するものとし、

お客様は、当社の承諾なく、本撮影会サービスで撮影した画像又は動画に関して、以下の行為（以下

「画像の公開等」という。）をしてはならないものとします。 

(1) 撮影した画像又は動画をインターネットその他メデイアに掲載、公開、投稿し、又は、各種コンテ

ストへの応募をする行為 

(2) 撮影した画像又は動画を商用利用する行為（販売、レンタル、有料閲覧に供する行為など一切

の商用利用行為を含む） 

(3) その他当社、所属芸能事務所、モデルの肖像権、財産権等を害する一切の行為 

 

2. お客様個人が保有する SNSアカウントを通じて SNSに画像をアップロードした場合又は当社の承

諾を得て画像の公開等をした場合であっても、当社の任意の判断により、画像の公開等の中止、削

除又は公開範囲・態様等の変更をお客様に対して要請する場合があるものとし、お客様はこの要請

に応じることをあらかじめ合意するものとします。 

 

3． お客様が前項の定めに違反して画像の公開等を行ったために、当社又は第三者（モデルを含

む）に損害等が生じた場合、お客様は自己の責任において当社又は第三者が被った損害等を賠償す

るものとします。この場合において、当社は、損害を被った第三者に対して一切責任を負わないものと

し、当社が第三者の損害等を賠償した場合には、当社はお客様に対し、当社が第三者に支払った賠

償額相当額の支払いを求めることができるものとします。 

第 8条（本撮影会サービスへの参加のキャンセル、開催の中止等） 



1. お客様は、申込みを行った撮影会への参加費を開催日の 3日前までに当社所定の銀行口座に

前金にて振り込みをするものとします。振り込み後、キャンセルする場合は、速やかに、その旨の連

絡を、当社宛てに、電話又はメールにて行わなければならないものとします。振り込み後のキャンセ

ルに対し、いかなる理由の場合にも返金は出来ないものとします。撮影会開催予定時刻から終了予

定時刻までとさせていただきまして。途中延長のオプションなどは一切受け付け出来ないものとしま

す。 

 

2. 本撮影会サービスにおけるお客様の貴重品、機材等に関する管理責任はお客様のみが負い、万

が一、盗難、紛失、損傷等の事故が生じた場合についても、当社に故意又は重過失がない限り、当

社は、一切の責任を負わないものとします。 

 

3. 当社は、モデルの体調不良その他の理由により、お客様に事前に通知することなく、お客様に対

する本撮影会サービスの全部又は一部を中止、又は、本撮影会サービスの途中で中断又は停止す

る措置をとる場合があります。この場合、当社は、理由の如何を問わず、本撮影会サービスの全部又

は一部の中断又は停止によりお客様に生じた損害等につき、一切その責任を負わないものとします。 

第 9条（責任の免除） 

1. 本サービスはお客様の責任において本規約の規定に基づき利用されるものとし、当社は、本サー

ビスの利用について責任を負わないものとします。また、当社は、お客様が本サービス利用中に損害

を被った場合であっても、当該損害に関して、一切責任を負わないものとします。万一、損害賠償が

生じる場合であっても、その範囲は、お客様に直接かつ現実に生じた通常損害に限られ、かつ、その

賠償額は、当該利用について当社がお客様より直接受領した参加費用の金額を超えないものとしま

す。 

 

2. お客様は、本サービスを利用するために必要な撮影機器その他これらに付随して必要となる機器、

必要なインターネット接続サービスへの加入等を、自己の費用と責任において行うものとし、当社はこ



れらに関して一切責任を負わないものとします。 

 

3. 本サービスの利用中、お客様のコンテンツが破壊、消失又は変更された場合、当社一切責任を

負わないものとします。 

 

4. 当社は、お客様が本サービスを通じて得た情報等につき、その正確性及び特定の目的への適合

性等について、いかなる保証もしません。また、これらの情報等によりお客様又は第三者が損害を被

った場合、当社は、当該損害に対して一切責任を負いません。 

 

5. 当社は、お客様が他のお客様又は第三者との間に本サービスを通じて提供される情報をめぐっ

て生じた権利侵害等の紛争に関して、一切責任を負いません。 

第 10条（著作権等の取り扱い） 

1. 当社が運営する本ホームページの画像、イラストを含めた全ての素材は、当社又は当社に対しそ

の素材の使用を許可する第三者が保有又は管理しており、また、著作権等知的財産権、肖像権によ

り保護されているものであり、本ホームページ上の素材につき、複製、販布、展示、貸与、送信、改変、

二次的著作物の作成その他一切の使用を行うことは禁止されています。 

 

2. 本利用規約又は個別の契約に明示的な別段の定めがある場合を除き、本サービスに関連してお

客様が取得した動画データ、写真データ、テキスト、その他一切の物、情報及びデータ（以下「本件デ

ータ等」といいます。）に関する知的財産権（著作権法２７条、２８条の権利を含む。）その他一切の権

利は、当社に帰属するものとします。お客様は、本件データ等にお客様の著作物がある場合、当社が



当該著作物を利用するにあたり、当該著作物についてお客様が著作者人格権を行使しないことを保

証します。また、お客様は、本件データ等について肖像権又はパブリシティ権等の人格権（肖像権及

びパブリシティ権を含みますがこれに限られません。）を有する場合であっても、これらの一切の人格

権を行使しないこと、又はその権利者に当該人格権を行使させないことを保証します。 

 

3. お客様が前２項の定めに違反したことにより、当社又は第三者（モデルを含む）に損害等が生じた

場合、お客様は自己の責任において当社又は第三者が被った損害等を賠償するものとします。この

場合において、当社は、損害を被った第三者に対して一切責任を負わないものとし、当社が第三者の

損害等を賠償した場合には、当社はお客様に対し、当社が第三者に支払った賠償額相当額の支払い

を求めることができるものとします。 

第 11条（地位の譲渡等の禁止） 

お客様は、本規約及び本サービス上の権利・義務の一部又は全部を第三者に譲渡し、承継させ、若

しくは担保に供することはできず、また、本規約上の地位の全部又は一部を第三者に移転することは

できません。 

第 12条（第三者に対する責任） 

本規約又は本サービスに関連して、お客様間又は第三者との間に生じた紛争・トラブル等については、

すべてお客様の責任において解決するものとし、当社は何らの責任（損害賠償責任を含むが、これに

限られません。）を負わず、介入、解決する義務を負わないものとします。この場合において、当社が

第三者に対して損害等を賠償した場合には、当社はお客様に対し、当社が第三者に支払った賠償額

相当額の支払いを求めることができるものとします。 

第 13条（秘密保持） 



お客様は、本サービスに関連して当社から開示され又は知り得た当社の営業上、技術上その他一切

の秘密情報を、本サービスの利用以外の目的で使用してはならず、また第三者に開示、漏洩しては

ならないものとします。 

第 14条（損害賠償） 

お客様が本規約に違反し、当社に対し損害を与えた場合、お客様は当社に対し直接・間接を問わず

一切の損害（弁護士費用を含む）の賠償義務を負うものとし、当社は、当該損害の賠償をお客様に請

求することができるものとします。 

第 15条（お客様情報の取扱い） 

1. 当社は、お客様の個人情報を当社プライバシーポリシーに従って適切に取り扱います。

https://rabbitstyle.co.jp/company/privacy/ 

 

2. お客様は、当社が以下の通り、お客様に関する情報（個人情報に該当する場合を含みます。以下

「お客様情報」といいます。）を取扱うことについて同意するものとします。 

 

＜利用目的＞ 

当社は、お客様情報につき、当社が本サービスを提供する目的で利用するほか、以下の目的で利用

することができるものとします。 

(1) 各種サービスの申込みの受付のため 

(2) 各種サービスの勧誘、販売、案内のため 

(3) 各種サービスの改善等に利用するため 

(4) 適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため 

https://rabbitstyle.co.jp/company/privacy/


(5) 適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に委託するため 

(6) 適切な業務の遂行に必要な範囲で共同利用を行うため 

(7) 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委

託された当該業務を適切に遂行するため 

(8) お客様との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため 

(9) 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による各種サービスの研究や開発のため 

(10) ダイレクトメールの発送等、各種サービスに関する各種ご提案のため 

(11) 提携会社等の商品やサービスの各種ご提案のため 

(12) 各種サービスの解約やサービス解約後の事後管理のため 

(13) その他、お客様とのお取引を適切かつ円滑に履行するため 

 

当社は、利用目的を変更することがあり、この場合、速やかに新たな利用目的を公表するものとしま

す。 

 

＜第三者提供＞ 

1. 当社は、本サービスの提供及び本規約で定められた権利の実行のため、協力会社・パートナー・

関係会社に対して個人情報を提供することがあります。 

 

2. 当社は、本サービスの提供にあたり、お客様から以下の情報を取得します。 

(1) 氏名 



(2) メールアドレス 

 

3. 当社は、前項に定める情報に加え、会員登録したお客様からは以下の情報も取得します。 

(1) 住所 

(2) 生年月日 

(3) 電話番号 

(4) 性別 

(5) 本人確認書類 

(6) 上記の他、その他当社が定める入力フォームにお客様が入力する情報 

 

4. その他、IPアドレス、クッキー情報、お客様の利用環境等の情報をお客様のブラウザから自動的

に受け取り、サーバーに蓄積する場合があります。 

 

5. 当社は、お客様が当社に提供した情報、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、当社の裁量で、利用及び公開することができるものとし、お客様はこれに異議を唱えないものと

します。 

第 16条（本規約の適用・変更） 

1. 当社は、必要と判断した場合には、お客様の承諾を得ることなく随時本規約を変更することがあり

ます。 

 



2. お客様は、当社が本規約を随時変更すること、及び、本サービスの利用条件等が、変更後の本

規約によることを予め承諾します。 

 

3. 本規約の変更後の内容については、当社が別途定める場合を除いて、当社ホームページ上に掲

示するものとし、当該掲示で指定された時点から変更の効力が生じるものとします。 

第 17条（準拠法） 

本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。 

第 18条（協議） 

本規約及び本サービスに関連する疑義が生じたときは、お客様及び当社の間で誠意をもって協議す

るものとします。 

第 19条（合意管轄） 

当社とお客様間の本規約及び本サービスに関する紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易

裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

MEPHISTO INC. RABBITSTYLE 

2021年 5月 17日 策定 

 


