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“株式会社うおいち取引先会員ページ”のサービスをご利用いただく全てのお客様は、以下に
記載する会員規約にご同意頂くものとします。 
 
第１条（本規約の目的） 
1. 本規約は、株式会社うおいち（以下、当社という）が運営するサイト
（https://www.uoichi.co.jp/）(以下、本サイトという)上で提供する各種サービス（以
下、本サービスという）に関し、当社と会員との間の法律関係を規律します。 

2. 当社は、会員の承諾なくして、随時本規約を変更することができるものとします。この場
合、本サイトへの掲示によって会員に変更後の規約を通知するものとします。 

 
第２条（会員資格） 
1. 入会希望者は、本規約を承認の上、本サイト上で指定された方法により本サービスへの入
会を申込み、当社がこの申込みを承認した時点で会員資格を取得するものとします。  

2. 会員は、住所その他入会申込時の届出内容に変更があった場合、本サイト上で指定された
方法により速やかに変更の届出を行うものとします。  

3. 当社は、入会申込者が以下の何れかの項目に該当する場合、その者の入会を拒否すること
ができます。また、入会承認後であっても、会員が以下の何れかの項目に該当することが
わかった場合、承認を取り消すことができます。  

 （１）入会申込者が所定の方法に従って入会手続を行わなかった場合。  
 （２）入会申込者が実在しない場合。 
 （３）入会申込者が申込時に届け出た内容が事実に反する場合。 
 （４）入会申込者が過去に本サービスへの入会を拒否され又は本サービスの会員資格の取消

処分又は一時停止処分を受けたことがある場合。 
 （５）当社が会員として不適当と判断した場合。 
4. 当社は、会員が以下の何れかの項目に該当する場合、当該会員に事前に通知することなく、
会員資格の取消処分又は一時停止処分を行うことができます。  

 （１）会員が本規約第５条の禁止事項によって禁止されている行為を行った場合。 
 （２）会員が長期間本サービスを利用しない場合。 
 （３）会員が住所その他の届出内容に変更があったにもかかわらず、速やかに変更の手続を

行わなかった場合。 
 （４）当社からの連絡に対し，一定期間返答がない場合。 
（５）自らとその役員、重要な地位の使用人、主要な株主、主要な委託先もしくはこれらに

準ずる者等（以下あわせて「自己の経営関係者等」という。）が、暴力団、暴力団関係
企業、総会屋又はその関係者、その他反社会的勢力（以下あわせて「暴力団等」とい
う。）であることが判明したとき、自己の経営関係者等が暴力団等の維持運営に協力
もしくは関与していることが判明したとき、又は自己の経営に暴力団等が関与してい
ることが判明したとき。 

 （６）当社が会員として不適当と判断した場合。 
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5. 会員は、当社の定める退会手続きにより、本サービスから退会できるものとします。 
6. 当社は、会員が上記第３項乃至第５項の規定により会員資格を喪失または退会した場
合、すみやかに会員の届け出た個人情報を削除するものとします。 

 
第３条（サービスの提供と無保証責任） 
1. 当社は、本サイト上のコンテンツを通じた掲示や電子メールの送付等の方法により、会員
に対して無償で各種情報の提供等のサービスを行います。 

2. 当社は、その判断により、会員への事前の通知なくして、本サービスの内容を変更するこ
とができます。  

3. 当社は、一定期間経過後、会員への事前の通知なくして、会員が本サイトを通じてアップ
ロードしたデータ又は会員からの情報提供に基づいて当社がアップロードしたデータを
削除することができるものとします。本サイトの運営管理又はサーバー 等の設備の維持
管理上の必要がある場合、あるいはデータの内容が本規約第５条の禁止事項に該当する場
合にも同様とします。 

4. 当社は、本サイトの運営管理又はサーバー等の設備の維持管理上の必要がある場合、会員
への事前の通知なくして、本サービスの提供を中止し又は一時的に停止することができる
ものとします。  

5. 当社は、上記第２項乃至第４項に規定した場合を含め、いかなる場合にも、本サービスの
内容の変更、各種データの削除あるいは本サービスの提供の中止又は一時的停止により発
生した損害について一切責任を負いません。 

6. 当社は、当社又は会員が本サイトを通じて提供するサービスは日本国内でのみ適用される
ものとし、その内容や品質に関して、いかなる保証責任も負いません。  

 
第４条（会員の責務） 
1. 会員は、本サービスを利用するために必要なコンピュータ設備その他のハードウエア、ブ
ラウザその他のソフトウエア並びに通信回線の利用権等をすべて自らの費用と責任で準
備するものとします。  

2. 会員は、本サイトを通じてダウンロードしたプログラムやデータ等を自らの責任と判断で
利用するものとし、当社は、これらの利用によって生起するコンピュータシステムの破損
等のトラブルについて一切責任を負わないものとします。  

3. 会員は、本サービスの利用に関して第三者に損害を生ぜしめないよう十分に注意を払うも
のとし、もし、第三者との間でトラブルが生じた場合、自らの費用と責任でその解決処理
にあたるものとします。  

4. 会員は、自らのＩＤ及びパスワードの管理責任を負うものとし、第三者による不正使用等
によって自ら損害を被り又は第三者に損害が生じた場合、自らの費用と責任でその解決処
理にあたるものとします。 

 
第５条（禁止事項） 
 会員は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはなりません。 
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 （１）自らのＩＤやパスワードを第三者に使用させる行為又は他の会員のＩＤやパスワード
を使用する行為。 

 （２）当社、他の会員又は第三者の著作権その他の財産的権利を侵害する行為ないしそのお
それのある行為。 

 （３）当社、他の会員又は第三者の名誉又、プライバシーその他の人格的権利を侵害する行
為ないしそのおそれのある行為。 

 （４）当社、他の会員又は第三者を誹謗中傷する行為。 
 （５）当社、他の会員又は第三者を困惑させる行為。 
 （６）選挙運動その他政治的意味合いを有する一切の行為。 
 （７）宗教団体への入信勧誘その他宗教的意味合いを有する一切の行為。 
 （８）商品販売その他営利目的を有する一切の行為。 
 （９）当社、他の会員又は第三者にコンピュータウイルスその他有害なコンピュータプログ

ラムを送信又は書き込む行為。 
（10）当社、他の会員又は第三者のサーバー又はネットワークの機能を破壊したり，妨害し

たりする行為。 
 （11）犯罪行為、犯罪を惹起し又は犯罪を助長するおそれのある行為。 
 （12）公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為。 
 （13）その他、法令に違反する行為又はそのおそれのある行為。 
 
第 6 条（個人情報の利用目的） 
当社は、以下に示す利用目的のために、皆様から個人情報をご提供いただく場合があります。
下記以外の目的で個人情報を収集・利用する際は、前項に則り、利用目的をお知らせしたう
えで収集いたします。 
利用目的 
① ご登録いただいた会員様向けサービスの提供のため 
② アンケート、イベント等にご協力いただいた方へのご報告のため 
③ ダイレクトメールや電子メール等による、情報の提供のため 
④ 当社のウェブサイトや会員サイトのサービス向上・改善、新しいサービス開発のため 
⑤ 上記①～④の目的に関連する業務の遂行のため 
会員サイトにおいては、ご利用者様ご自身の判断により、当社に対して個人情報を提供する
か否かを選択できます。ただし、個人情報を当社に対してご提供いただけない場合は、会員
サイトにおけるサービスをご利用いただけないことがあります。 

 
第 7 条（会員の個人情報） 
1. 当社は，本サービスの利用によって取得する個人情報については，当社「プライバシーポ
リシー」及び「セキュリティポリシー」に従い適切に取り扱うものとします。 
本サイトを利用する際に取得した個人情報は、事前に会員の同意を得ることなく、第三者
に対して開示することはありません。ただし、次の各号の場合は、会員の同意なく開示で
きるものとします。 
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 （１）法令に基づき、開示を求められた場合 
 （２）当社、本サイト、他の会員、サービス提供者またはその他の第三者の権利、利益、名

誉、信用等を保護するために必要であると当社が判断した場合 
 （３）当社の協力会社と提携して業務を行う場合。この場合は、協力会社に対しても適切な

管理を要求します。 
2．当社はメールアドレス等の個人情報を本サイトに入力された会員に対して、メールマガジ
ン「うおいちからのメール便」、その他サイト上での会員制コンテンツによる情報提供を
行う事ができるものとします。また、会員の利用状況を把握し、サービスの改善や新サー
ビスの開発に役立てるための統計的情報分析、その他個人を特定しない形態での統計的分
析を行うために個人情報を利用できるものとします。 
利用目的を変更する際は、本規約を変更し本サイトへの掲示によって、会員に変更後の規
約を通知するものとします。 

3．会員が当社からの情報提供を希望されない場合は、当社指定の方法に従い、その旨を通知
していただければ、情報提供を停止いたします。また、当社にて管理している個人情報等
の開示をご希望の場合は、当社へその旨を通知していただければ、すみやかに対応いたし
ます。 

4．本サイトは、外部のサイトへのリンクを含んでいます。当社は、外部リンク先のサイトに
おける個人情報への取り組みや規定・活動に対していかなる保証責任も負いません。外部
リンク先サイトの内容等に関しては、外部リンク先の規定やプライバシーポリシーをご熟
読の上ご利用ください。 

5．当社は、プライバシー及び個人情報の保護に対し、厳重な安全管理措置を講じており、個
人情報の紛失、悪用、無断変更に対し、厳重な対策を講じています。個人情報を保存する
データベースは、ファイアウォールによって保護されています。 
また、当サイトでは、会員情報を送信する際のセキュリティ確保のため、※SSL 技術を利
用し、会員情報が傍受、妨害または改ざんされることを防いでいます。 
※SSL（Secure Socket Layer）とは情報を暗号化することで、データの盗聴や改ざん防止
送受信する機能のことです。 

6．当社における個人情報管理責任者は下記の者が担当しております。 
株式会社うおいち 総務部 部長 
〒553-8555 大阪市福島区野田 1丁目 1番 86 号 大阪市中央卸売市場内 

  電話：06-6469-2001 
7．本サイトの会員に関する個人情報のお問合せ等は、会員管理事務局までご連絡ください。 

株式会社うおいちホームページ会員管理事務局 
市場営業本部 販促営業広報課 
メールアドレス：kouhou@uoichi.co.jp 
電話：06-6469-2051 

 
第 8 条（著作権の帰属） 
1. 本サイトを通じた募集に応じて会員が提供した各種著作物に関する著作権は全て当社に

mailto:kouhou@uoichi.co.jp
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帰属するものとします。 
2. 会員は、前項の著作物が本サイトへの掲示又は新聞・雑誌・単行本などの各種出版物への
掲載等の方法により一般に公表されることを予め承諾します。その際、著作者である会員
の本名その他個人が特定されるような形態での名称の表示が行われることがあることを
予め承諾します。 

3. 会員は、第１項の著作物につき、編集の必要上その内容の全部又は一部が改変されること
を予め承諾します。 

4. 本条により発生した権利関係は、会員が会員資格を喪失した場合でも何ら影響を受けない
ものとします。 

 
第 9 条（反社会的勢力の排除） 
1. 会員は、自己が、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治運動標榜
ゴロ、特殊知能暴力集団に属する者、その他これらに準ずる者（以下総称して「反社会的
勢力」といいます）でないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、
将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 
（１）自己、または第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもっ

てするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められる関係を有すること。 
（２）反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしている

と認められる関係を有すること。 
（３）反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること。 
（４）反社会的勢力、または反社会的勢力の関係する企業、団体と取引等を行っていると認

められる関係を有すること。 
2. 会員は、自己、または第三者を利用して、相手方に対し、次の各号の一にでも該当する行
為を行わないことを確約するものとします。 
（１）暴力的な要求行為。 
（２）法的な責任を超えた不当な要求行為。 
（３）取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。 
（４）風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または相手

方の業務を妨害する行為。 
（５）その他、前各号に準ずる行為。 

3. 当社は、会員が前各項のいずれか一にでも違反した場合は、会員の有する期限の利益を喪
失させ、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに会員資格を抹消することがで
きるものとします。当社は、この場合に会員が被った損害について一切の義務および責任
を負わないものとします。 

 
第 10 条（準拠法及び管轄裁判所） 
本サービスに関する紛争については、日本法を準拠法とし、かつ大阪地方裁判所又は大阪簡
易裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 
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附 則 
 この会員規約は、2001 年 7月 2 日より施行します。 
 この会員規約は、2005 年 4月 1 日より施行します。 
 この会員規約は、2020年 4月 1 日より施行します。 
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