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第１章 総則 
第１条 規約の適用 
「文化通信.com 」規約（以下「本規約」といいます）は、株式会社文化通信社（以下「当

社」といいます）が提供する「文化通信.com 」（以下「本サービス」といいます）を購読

するために、当社に登録を申し込み、当社が登録を個人（以下「購読者」といいます）に

適用されます。 
  
本規約の内容をご承諾いただきませんと本サービスの購読者登録ができません。申し込み

前に必ず本規約をお読みになり、ご承諾くださいますようお願い申し上げます。  
本サービスの購読には、ユーザーID を取得し、その利用者となる必要があります。 
  
本サービスには、当社およびプレコグ株式会社が提供する別途オプションサービスがござ

います。本規約にご承諾いただくことによって、当社およびプレコグ株式会社が提供する

「文化通信.Pro」規約にも、ご承諾いただいたものと見なします。 
   
第２条 本規約の適用範囲 
本規約は、本サービスのコンテンツ、システムおよびその利用に関するすべての事項に適

用されます。 
 
第２章 購読者登録等 
第３条 購読者登録 
新たに購読者になろうとする者（以下「購読申込者」といい、当社が指定する別紙 1 記載

のいずれかの本人名義のクレジットカードをお持ちの方に限ります。）は、当社所定の手続

きをもって本サービスの購読を申し込むものとし、当社がこれを承諾した時に、当社との

本サービスに関する購読契約が成立するものとします。なお、申し込みにあたっての購読

条件等は基本規約および本規約が適用されます。  
 
当社は以下の場合に購読者登録を承諾しないことがありますが、承諾しなかった場合の判

断の理由については一切購読申込者に開示しません。また、購読申込者は判断の結果に対

して異議を述べることはできません。 
  
１．購読申込者が実在しない場合  
２．購読申込者が届け出ている住所、電話、電子メール等の連絡先に連絡が取れない場合

３．購読申込者が指定したクレジットカードまたはその他の決済手段について、クレジッ



トカード会社、金融機関等により利用停止処分等が行われている場合等、購読申込者の信

用が悪化していると当社が認める場合  
４．購読申込者が届け出ている情報に虚偽またはこれに類する不正確な内容の記載が含ま

れていると判明した場合  
５．購読申込者が規約違反等により当社またはプレコグが運営するその他サービス等の利

用を停止されたことがある場合等、当社が購読者登録を承諾すべきではないと判断した場

合  
６．当社の業務の遂行上、または技術上、支障がある場合  
７．その他当社が不適当と認めた場合  
 
第４条 購読料金および支払方法 
１．本サービスの購読料金（以下「購読料金」といいます）および支払方法は別紙 2 のと

おりとします。 
２．購読者が本サービスの購読に要した通信料金およびコンピューターや通信機器等の費

用は、購読者が負担するものとします。  
３．本サービスは、月単位のご購読になります。毎月 1 日の午前 0 時において、同日から

翌月 1 日の午前 0 時までを 1 カ月の期間として課金します。  
月の途中での購読契約内容の変更は、翌月からの適用となります。  
４．購読料金のうち基本料金は、原則として、申し込み当月分を無料とします。ただし、

申し込み当月に「文化通信.Pro」（別紙 2 にて定義します）をご利用の場合、「文化通信.Pro」
の追加料金は課金されます。  
５．購読料金の支払いは、クレジットカードを利用した決済により行います。なお、請求

の締め日については、ご利用のクレジットカード発行会社にご確認ください。  
６．購読者が当社に対して支払いを遅滞した場合、当社はその債権を第三者に自由に譲渡

できるものとします。  
７．購読料金の支払いはクレジットカードによる決済のため、領収証の発行はできません。  
８.購読料金の改定がある場合は、事前に画面上での告知またはメール等で連絡をしたうえ

で、当該改定が有効となる月から、改定された料金で決済するものとします。 
  
第５条 クレジット決済業務の委託 
１．当社は、本サービスに関するクレジットカードによる決済業務を株式会社 J ペイメン

トに委託します。当社は、購読者のクレジットカード番号と有効期限、およびそれだけで

は個人を特定できない内部的な識別コードを Jペイメントに開示・提供します。  
２．購読者は、Jペイメントが購読料金の決済を代行することおよびかかる決済のために必

要な情報を当社が Jペイメントに開示・提供することを了解するものとします。  
３．当社は、Jペイメントに第 1 項で示した必要事項を開示・提供した後、購読者のクレジ



ットカード番号と有効期限の情報を消去し、保持しません。  
 
第６条 個人情報 
１．本サービスの登録にあたり新たに当社が取得した購読者に関する情報、以下「個人情

報」といいます）は、当社の『個人情報保護方針とプライバシーポリシー』にしたがって

取り扱われます。  
２．当社は、購読者が当社ＩＤから退会した場合も、購読者への購読料金の請求履歴など、

法令上保管の必要のある情報を当該法令にしたがい保管し、必要がなくなり次第破棄する

ものとします。  
 
第３章 メールサービスおよびユーザーサポート 
第７条 メールサービス 
１．本サービスにおける購読者へのメール送信に際し、メールの未配信、遅延、文字化け、

同一メールの複数回配信が発生しても、当社はその責任を負わないものとします。  
２．購読者が登録しているメールアドレスを変更した場合、当該変更が有効となり、変更

後のメールアドレスに当社からのメールが届くまでには日数を要することを購読者はあら

かじめ承諾し、当社に対して再配信等の要求を行わないものとします。 
  
第８条 ユーザーサポート 
１．本サービスに関するお問い合わせは、サイト内の「お問い合わせ」のページより受け

付けます。 
２．個人認証情報（基本規約第 6 条第 1 項にて定義されています）の問い合わせ並びに変

更および解約の操作依頼には、個人情報保護の観点から一切対応いたしません。当社

はパスワードを暗号化して管理しているため、購読者ご自身からパスワードの問い合

わせがあってもお答えできません。 
  
第４章 購読契約の解約 
第９条 解約 
１．購読者は、本サービスの購読を終了する場合、当社が定める所定の方法により解約手

続きを取るものとします。  
２．月の途中での解約は、当月末日をもって効力を生じるものとします。解約手続きを取

った月末まで本サービスはご購読いただくことができ、当月分の購読料金は課金されます。  
３．申し込み当月に解約された場合、第 4 条第 5 項の定めにかかわらず、当月分の購読料

金は課金されます。 
４．購読者の資格は、本人のみ有効とします。当社は購読者の死亡を知り得た時点をもっ

て、第 1 項に定める解約手続きがあったものとして取り扱います。  



５．購読者によるユーザーID に関する個人認証情報の紛失、その他購読者に帰すべき原因

により解約ができない場合であっても、当社は解約のために対応する義務はないものとし

ます。  
６．当社は、本条に基づいた行為により購読者に生じた損害について一切責任を負わない

ものとします。 
  
第 10 条 購読契約の解除 
１．当社は、基本規約に定める場合のほか、購読者が次の各号のいずれかに該当すると判

断した場合、購読者への事前の通知もしくは催告を要することなく、購読契約を解除する

ことができるものとします。  
1)本規約に違反した場合  
2)本サービスの登録にあたり入力した情報について不正な利用または虚偽の申告を行った

場合  
3)購読料金などの支払債務の履行を遅滞し、または支払いを拒否した場合  
4)クレジットカード会社、代金収納代行会社、金融機関などにより、購読者の指定したクレ

ジットカードの利用が停止させられた場合、または理由のいかんを問わず購読者の指定し

たクレジットカードの利用が不能となった場合  
5)当社により、当社ＩＤの利用契約が解除された場合  
6)プレコグにより、「文化通信.Pro」の購読を停止された場合  
7)その他合理的な事由により購読者として不適切と当社が判断した場合  
 
２．当社による購読者に対する購読契約の解除に関する質問・苦情は一切受け付けません。  
３．購読契約が解除された場合、購読者は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している

当社に対して負担する債務（購読料金の未払いを含みます）の一切を一括して履行するも

のとします。  
４．購読者が基本規約第 8 条（禁止事項）に違反し、または本条第 1 項各号のいずれかに

該当することにより、当社が損害を被った場合、当社は購読契約の解除の有無にかかわら

ず、当該購読者に対して、被った損害の賠償を請求できるものとします。  
５．当社は、本サービスの申し込み受付後であっても、当社の定める料金体系の基準によ

り、購読者が当該料金体系の適用対象外であることが判明した場合、当該料金体系の適用

を取り消すことができるものとします。またこの場合、当社は、購読者に対し、当該料金

体系の適用対象外となった時期から適用取り消しまでの購読料金（別紙 2 にて定義します）

と当該料金体系にかかる料金との差額を請求できるものとします。  
当社が購読契約を解除したことにより購読者に損害が発生したとしても、当社は一切責任

を負いません。 
  



第５章 規約の変更 
第 11 条 本規約等の変更 
１．当社は、自らが必要と判断した場合、購読者の了承を得ることなく、随時本規約およ

び別紙に記載する規約・規定（以下、本条において「本規約等」といいます）を追加、変

更または削除（以下、本条において「変更」といいます）することがあり、購読者は、当

社が本規約等を随時変更することおよび本サービスの利用条件等が変更後の本規約等によ

ることを承諾します。  
２．本規約等の変更後の内容告知は、当社が別途定める場合を除いて、本サービス上に掲

載するものとし、当該告知が掲載された時点から変更の効力が生じるものとします。 
  
別紙 1 利用できるクレジットカード 
VISA、MasterCard、JCB、Diners、American Express のマークがついているカード  
 
別紙 2 購読料金および支払方法 
購読料金 
購読料金は、以下「日刊文化通信速報（日刊紙＋Ｗｅｂ）」、「文化通信.Pro」、および双方の

混合になります。  
 
購読料金の課金基準時点は当月 1 日の午前 0 時とします。 
  
１．文化通信.Pro 
単体サービス（新規契約） 月額：7,000円（税抜） 
日刊文化通信速報（日刊紙＋Ｗｅｂ）購読者 月額：5,000円（税抜） 
 
２．日刊文化通信速報（日刊紙＋Ｗｅｂ）月額：18,000円（税抜）＋文化通信.Pro 月額：
5,000円（税抜） 
(1)1 ジャンル（映画、放送、音楽から１つのジャンルを選択）月額：23,000円（税抜） 
(2)2 ジャンル（映画、放送、音楽から２つのジャンルを選択）月額：41,000円（税抜） 
(3)3 ジャンル（全てのジャンルを選択）月額：59,000円（税抜） 
 
支払方法 
当社は、購読者に対し、毎月 1 日午前 0 時を基準にして購読料金を課金するものとします。  
ご購読の有無にかかわらず、所定の手続きにより本サービスを解約しない限り、購読料金

は継続して発生します。  
いかなる場合でも、当社は、既に支払われた購読料金等の払い戻し義務を一切負わないも

のとします。  



 
登録月の取り扱い 
購読料金は、購読登録日の属する月（以下「登録月」といいます）は無料とし、登録月の

翌月から課金します。ただし、本サービスを登録月に解約した場合には、登録月から課金

するものとし、この場合の購読料金請求は全額となります（日割りの適用はありません）  
解約月の取り扱い 
解約手続き完了日にかかわらず、解約手続き完了日の属する月は本サービスを月末までご

購読いただけます。  
月の途中での解約は、当月末日をもって効力を生じるものとし、当月分の購読料金は課金

されます。  
申し込み当月に解約された場合は、当月分の購読料金は課金されます。 
 
別紙 3 クレジット決済による購読に関する規定 
第１条 クレジット決済による購読 
本規定（以下「本規定」といいます）は、本サービスにおいてクレジット決済による文化

通信.com の購読（以下「クレジット決済による購読」といいます）を申し込み、当社が本

規定に基づきその申し込みを承諾した個人に適用されます。 
  
クレジット決済による購読の利用には、ユーザーＩＤの取得が必要となります。  
クレジット決済による購読は、購読者本人のみが利用できます。  
 
  
別紙 4 「文化通信.Pro」規約 
第１章 総則 
第１条 目的 
「文化通信.Pro」規約（以下「本規約」といいます）は、「「文化通信.com 」規約」（以下

「規約」といいます）に承諾した個人（以下「購読者」といいます）が、株式会社文化通

信社（以下当社といいます）とプレコグ株式会社（以下「プレコグ」といいます）の提供

する「文化通信.Pro」（以下「本件サービス」といいます）を購読するにあたり、その必要

な事項を定めることを目的とします。 
 
第２条 適用範囲 
１．本規約は、購読者が規約に承諾することをもって、購読者と当社およびプレコグ間に

て成立する本件サービスの購読に関する契約（以下「本購読契約」といいます）に適用さ

れる規約であり、本件サービスのコンテンツ、システムおよびその利用に関するすべての

事項に適用されます。  



２．本規約に定めがない事項については、別段の定めがない限り、またはその性質に反し

ない限り、基本規約の各条項が直接または適切な読み替え（基本規約における「当社」を

「プレコグ」に読み替えることを含みますが、これに限りません。）を行ったうえで適用さ

れるものとし、本規約において基本規約と異なる事項を定めた時は、本規約の定めが優先

して適用されます。  
 
第２章 購読者の責務および個人情報等 
第３条 ID およびパスワード 
購読者は、本サービスにおいて取得したユーザーＩＤと同一の IDおよびパスワードにより、

本件本サービスを購読することができます。 
 
第４条 購読料金 
本件サービスの購読料金は、別紙 2「購読料金および支払い方法」に定めるものとします。

また購読者が本件本サービスの購読に要した通信料金およびコンピューターや通信機器等

の費用は、購読者が負担するものとします。 
 
第５条 購読者の責務 
購読者は、以下の点を承諾したうえで、本件サービスを購読するものとします。 
 
１.本規約および基本規約を遵守すること。  
２.購読者による本件本サービスのコンテンツ等（以下「コンテンツ等」といいます）の購

読状況を、当社およびプレコグが保存し、これをコンテンツ等の提供元（以下「情報源」

といいます）に開示する場合があること。 
  
第６条 禁止事項 
購読者は、本件本サービスの購読に関して、基本規約に定める禁止事項に加え、以下の行

為を行わないものとします。 
 
1)本件本サービスおよびコンテンツ等の第三者への提供、再配信を行う行為。  
2)コンテンツ等の複製、編集、加工等を行う行為、また、これらを行ったコンテンツ等を

3)第三者へ提供、再配信を行う行為。  
4)コンテンツ等を本件本サービスを表示している端末機以外の装置へ転載する行為。  
5)コンテンツ等を蓄積する行為（ただし、コンピューターの実行に不可避的にともなう一時

的蓄積を除きます）。  
6)本件本サービスへのアクセス権を有償、無償を問わず第三者に譲渡または転貸する行為。 
  



第７条 個人情報 
購読者の個人情報は、当社の『個人情報保護方針とプライバシーポリシー』に則り取り扱

われるものであり、プレコグが当該個人情報を利用することはありません。ただし、情報

源等の要請がある場合に限り、プレコグが当社から個人情報を入手し、これを当該情報源

等に開示することがあります。この場合、プレコグは、法令等に則り、個人情報を取り扱

います。 
 
第３章 知的財産権 
第８条 コンテンツ等の知的財産権 
コンテンツ等にかかる一切の知的財産権は、当社およびプレコグまたは情報源に帰属しま

す。 
 
第４章 メールサービスおよびユーザーサポート 
第９条 メールサービス 
１．本件本サービスにおける購読者へのメール送信に際し、メールの未配信、遅延、文字

化け、同一メールの複数回配信が発生しても、当社はその責任を負わないものとします。  
２．読者が登録しているメールアドレスを変更した場合、当該変更が有効となり、変更後

のメールアドレスに当社からのメールが届くまでには日数を要することを購読者はあらか

じめ承諾し、当社に対して再配信等の要求を行わないものとします。 
 
第 10 条 ユーザーサポート 
本件本サービスに関するお問い合わせは、規約に定めるサイト内の「お問い合わせ」のペ

ージより受け付けます。 
 
第５章 購読契約の解約等 
第 12 条 解約 
購読者は、所定の解約手続き（電話、もしくは電子メールおよびサイト内のお問い合わせ

ページ）を取ることにより、本購読契約を解約することができます。 
 
第 13 条 購読契約の解除 
当社は、購読者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、購読者への事前の通知

もしくは催告を要することなく本件本サービスの購読契約を解除することができるものと

します。  
１．本規約に違反した場合。  
２．当社により本サービスの購読が停止された場合。  
その他合理的な事由により本件サービスの購読者として不適切と当社が判断した場合。 



  
当社による購読者に対する購読停止措置に関する質問・苦情は一切受け付けません。 
購読契約が解除された場合、購読者は期限の利益を喪失し、当該時点で発生している当社

に対して負担する債務の一切を一括して履行するものとします。  
購読者が第６条（禁止事項）に違反し、または本条第１項各号のいずれかに該当すること

により、当社が損害を被った場合、当社は本購読契約の解除の有無にかかわらず、当該購

読者に対して、被った損害の賠償を請求することができるものとします。  
当社が本購読契約を解除したことにより購読者に損害が発生したとしても、当社は一切責

任を負いません。  
 
第６章 一般条項 
第 14 条 免責および損害賠償 
当社、プレコグおよび情報源は、基本規約に則り、本件本サービスの購読により購読者が

被る損害については、一切責任を負わないものとします。 
 

以上 
 

（2014年 4 月 1 日改訂） 
（2010年 10 月 1 日制定） 


