Facebook ページ運用ガイドライン
本規約は、Facebook 内に開設する見晴台学園 Facebook ページ(以下「本 FB ページ」
とする)を利用する際の規則を定めたものです。すべてのユーザーは、Facebook の利
用規約と本サービスのコミュニティ・ガイドラインを遵守する必要があります。利用
者がより楽しく、よりよいコミュニケーションを実現するため、ご利用する前に一読
し、ご理解いただけますようお願いいたします。
免責事項
・ 本 FB ページは、ユーザーから投稿されたコンテンツについて、一切の責任を負い
ません。
・ 本 FB ページはユーザー間、もしくはユーザーと第三者のトラブルは一切の責任を
負いません。
・ 利用者は、本 FB ページに投稿するテキスト、ソフトウェア、音楽、音声、写真、
グラフィックス、ビデオ、ページレイアウト、デザインやその他のコンテンツは、
それぞれ著作権、商標権、サービスマークに関する利権、特許権、又はその他の
所有権および法律によって保護されていることを確認したうえで投稿することと
します。
削除事項
本サービスは下記の項目に該当するコメントや写真、動画リンク、その他コンテンツ
の投稿を、投稿者に許可なく削除する場合があります。
1.

当ページに関係ない、自分や第三者のための営利目的の書き込みや URL の掲
載

2.

誹謗中傷、公序良俗に反するような書き込み

3.

他人の権利(著作権、商標権、肖像権等)を侵害するような書き込み

4.

卑猥、暴力的、残虐な表現、差別的な表現など他の利用者が不愉快になる表現

5.

個人の体験や感想、根拠のないうわさ話などで、万人に誤解を与えるような表
現

6.

プライベートな情報(ご自身や他の方のメールアドレス、電話番号、住所など)

7.

他人の名前、ハンドル名を使用しての「なりすまし」書き込み

8.

広告、アフィリエイト等、宣伝・勧誘目的のもの

9.

Facebook 利用規約に反していると判断された内容

10. その他本サービス運営にあたり、管理者が不適切と判断した発言、作品
投稿された内容
利用者が投稿したコメント、画像、動画などの情報は、見晴台学園 FB が本人の承諾

を得ることなく、見晴台学園 FB の広告、宣伝、利用促進の目的で、印刷物、会報誌、
ホームページ等に記載することもあります。この場合でも、見晴台学園 FB は元とな
った投稿のユーザー名を表示する義務は負いません。また投稿された内容と今後本サ
ービスが開発、発表、販売する商品が類似していても、投稿され た方には、報酬や開
発に伴う権利等は一切発生しません。
サービス・規約の変更
本サービスは利用者の承諾なしに、見晴台学園 FB および規約を変更することができ
るものとします。
個人情報の取り扱い
利用者から個人情報を取得する場合には、見晴台学園の個人情報保護方針および個人
情報の取り扱いに基づいて、適切に管理いたします。
記載する写真については、学園基準を基本とずる。
それ以外の場合は個別に対応する。
お問い合わせ
見晴台学園までメッセージにてお問い合わせください。

Facebook ページ運用ガイドライン
1.

利用規約の適用
本 規 約 は 見 晴 台 学 園 Facebook ペ ー ジ ( 以 下 「 本 FB 」 と す る ) が 運 営 す る
Facebook(以下 FB といいます)公式サイト内の利用に関して適用されます。
本 FB ページは見晴台学園の交流の場として開設されたページです。利用者は、
当社が本 FB ページ運営のため運営事務局に利用者情報(3.で定義します)を提
供することに、同意するものとします。

2.

本 FB ページの利用について
本 FB ページにおいて、利用者(国内及び世界各地からのすべての利用者を含む。
以下同じ)がコメントの書き込み、静止画・動画のアップロードをすることによ
り、コメント、静止画及び動画、またそのコメント、静止画及び動画について
の情報が、本 FB ページ、また FB(www.facebook.com)において視聴、および
閲覧可能な状態となることを利用者は同意すると同時に利用者が書き込み又は
アップロードした時点で本規約及び FB の利用規約に同意したものとみなしま
す。また、未成年者の方のご利用には、保護者の同意が必要です。利用された
時点で保護者の同意があったものとみなします。ただし、在学生の方はご利用
になれませんのでご了承ください。本 FB ページ利用に関する、インターネッ
ト接続のためのインターネットプロバイダーとの契約や、携帯電話を含む情報
通信機器等に必要な費用その他一切の費用は利用者が負担するものとします。

3.

運営事務局の対応
本 FB ページ内の書き込みコメント及び投稿された静止画及び動画について検
閲し、何らかの違反事項があり、「4.禁止事項」に該当すると認められる場合、
運営事務局は自己の判断により、利用者に対する事前の告知なく書き込み・ア
ップロードしたデータファイルの削除その他必要な措置を取ることができるも
のとします。
運営事務局が任意の理由により必要と判断した場合(次各号が該当)は、「4.禁止
事項」に該当することが明確でない場合でも、利用者に対する事前の告知なく
書き込み。アップロードしたデータファイルの削除を行うことがあります。利
用者はこれに同意するものとします。
① 法令に基づく場合
② 人の生命・身体又は財産の保護のために必要がある場合
③ 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために必要がある場合
④ 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事
務を遂行することに対して協力する必要があって本人の同意を得ることに
より当該事務の遂行に支障を来たすおそれがある場合

⑤ 第三者の管理を侵害している行為に対するクレームに対応するために必要
と運営事務局が判断した場合
⑥ その他本 FB ページの運営上必要であると運営事務局が判断した場合
上記に関して、運営事務局が本 FB ページにおけるコメントの書き込み、投稿
及びデータのアップロード、その他利用者が本 FB ページの利用に際して行っ
たすべての行為に関して、当該行為の記録並びに当該行為を行った利用者に関
する全ての情報(当該利用者の個人情報、アカウント登録に関連する全ての情報、
その他利用者による本 FB ページの利用に関する全ての情報、運営事務局が確
認した IP アドレス及びタイムスタンプ等ネットワーク上の全ての情報を含み、
以下「利用者情報」といいます)を保存し、第三者に開示・提供することができ
るものとし、利用者はこれに同意するものとします。
利用者は、運営事務局による書き込みコメントの削除、アップロードしたデー
タファイルの削除その他上記すべての対応について、運営事務局に対して異議
を唱えないことに同意します。
その他、運営事務局における個人情報の取り扱いについては、個人情報保護方
針をご覧ください。
4.

禁止事項
利用者による本 FB ページの利用、コメントの書き込み、投稿及びアップロー
ドするファイルに関して、以下の行為が禁止されています。
・ 本規約又は FB 利用規約に反する行為
・ 法令に違反する行為及び違反する行為を幇助・勧誘・強制・助長する行為
・ 本 FB ページのサーバーに過度の負担を及ぼす行為
・ 他の利用者の本 FB ページ利用を妨害する行為
・ 他人の名誉、社会的信用、プライバシー、肖像権、パブリシティ権、著作
権その他の知的財産権、その他の権利を侵害する行為(法令で定められたも
の及び判例上認められたものすべてを含む)
・ 他の利用者への中傷、脅迫、いやがらせに該当する行為
・ 差別につながる民族・宗教・人種・性別・年齢等に関する表現行為
・ 自殺、集団自殺、自傷、違法薬物使用、脱法薬物使用等を勧誘・ 誘発・助
長するような行為
・ 性的及びわいせつな行為を目的とした出会い等を誘導する行為
・ 性的、わいせつ的、暴力的な表現行為、動物虐待、その他、他人に過度の
不快感を及ぼすおそれのある行為
・ 露出度の高い卑猥な動画のアップロード行為、リンク掲載行為
・ 児童買春・ポルノ、無修正ビデオ動画のダウンロードサイト等のリンク掲
載

・ その他、公序良俗、一般常識に反するすべての行為
・ 運営事務局の許諾を得ない売買行為、オークション行為、金銭支払やその
他の類似行為
・ 運営事務局の許諾を得ない宣伝行為、商品やサービスの広告、その他スパ
ムメール、チェーンメール等の勧誘を目的とする行為
・ 他人の名義、その他会社等の組織名を名乗ること等による、なりすまし行
為
・ 虚偽、又は誤認する情報などにより意図しない動画再生を誘発する行為
・ その他本 FB ページの運営を妨害する行為、運営事務局が不適切であると
判断する行為
・ その他上記に類する行為
5.

本 FB ページの参加条件
以下の条件をすべて満たしていること。
<静止画及び動画での投稿など、キャンペーンエントリーに関して>
・ 静止画が指定ファイル形式、ファイル容量(最大 6MB)を満たしていること。
静止画の指定ファイル形式とは PC では JPG,JPEG,GIF,TIF,TIFF,PNG フ
ァイルです。
・ 動画が指定ファイル形式、ファイル容量(最大 20MB)を満たしていること
動画の指定ファイル形式とは PC では WMV,AVI,MOV,MPG ファイルです。
・ モバイル(携帯、iPhone、Android)においては、撮影した動画ファイルをそ
のままお送り下さい。ただし、添付できる容量はモバイルの各機種に準じ
ます。
・ 音楽の挿入は著作権、著作隣接権等を侵害するものは禁止といたします。
・ 「4.禁止事項」に反していないこと。
上記に 1 つでも反している場合は無効となります。また、運営事務局にはその
裁量により、利用者からの投稿された静止画、動画を削除する権利があること
を利用者は承認します。また、再生回数を不正な方法で増減させたと運営事務
局が判断した場合は、運営事務局は利用者に対する事前の告知なく書き込み・
アップロードしたデータファイルの削除を行うことで利用者の投稿、静止画又
は動画を無効にすることがあり、利用者はこれを承認します。

6.

コメントの書き込み、静止画及び動画に関する権利の帰属について
本 FB ページにおいて、利用者により書き込みされたコメント並びにアップロ
ードされた静止画及び動画に関する著作権は、本会に帰属するものとします。
本会及び運営事務局は自己の判断により、利用者により書き込みされたコメン
ト、利用者の氏名、愛称等、並びにアップロードされた静止画及び動画(肖像含
む)を広報・広告目的で利用する場合がございます。予めご了承ください。

コメントの書き込みに関して、利用者が予め運営事務局の規定した禁止用語を
テキスト入力した場合は、そのコメントが削除、及び予め設定された言葉に変
換される場合がございます。
また、静止画及び動画については、同一性の範囲を超えて改変等する場合があ
ります。利用者は、これらの削除、変換又は改変に対して、著作権人格権を行
使しないものとします。
7.

免責事項
利用者が本 FB ページを利用する場合、運営事務局及び当社は、本 FB ページ
に掲載される情報の正確性、合法性、道徳性、最新性、適切性などについて保
証することはできません。運営事務局及び当社は、本 FB ページを利用したこ
と、又は利用ができないこと、本 FB ページからのリンク先を利用したこと、
又は利用ができないことによって引き起こされた損害について、直接的又は間
接的な損害を問わず一切責任を負わないものとします。本 FB ページの利用(他
者からの投稿、コメントの書き込み、撮影を含む)に関する事故、怪我、第三者
との紛争、行政の定める規則への違反、その他一切について、運営事務局及び
当社は免責されるものとします。
本規約の条項のいずれかに利用者、又は他の利用者が違反した場合も、利用者
は運営事務局及び当社に対しての主張、訴訟その他全ての法的措置から運営事
務局及び当社を免責するものとします。本 FB ページ利用により発生した通信
料について利用者に争いが生じた場合も、運営事務局及び当社は免責されるも
のとします。
動画や画像が別の人にシェアをされたとしてもシェア先まで追って削除が出来
ない事、本会側で不適切な動画と判断して削除しても、削除する前に別の人へ
シェアされた場合、シェア先まで追って削除する事はできず、当社は一切の責
任を負わないものとします。

8.

アカウント情報の利用
利用者は、本 FB ページの利用におけるユーザー名として、本 FB ページにお
ける利用者情報(アカウント情報として登録されているすべての情報を含みま
す)が使用されることに同意するものとします。

9.

本 FB ページの運営、規約の変更について
本 FB ページの内容、本規約の内容は、運営事務局の判断により事前の予告な
く任意に変更できるものとします。利用者は変更された時点での内容に同意し
ているものとみなされます。本 FB ページは事前の予告なく任意の理由により
サービス提供を中断・停止する場合があります。

10. 準拠法・合意管轄裁判所
本規約は日本法を準拠法とします。

お問い合わせについて
本 FB ページについてのご意見・ご要望・ご質問につきましては見晴台学園
Facebook ページ運営事務局までメッセージにてお問い合わせください。
11. ユーザーの義務・責任について
ユーザーは、本 FB ページにおける投稿について、著作権、肖像権等の侵害を
含め、ユーザー自身が一切の法的な責任を負うものとします。またユーザーは、
自己の Facebook 利用規約の違反等から生じる一切の責任を負い、当該違反等
から発生する損害の賠償等一切の費用を負担するものとします。本会は、本 FB
ページにおけるユーザーの行為について、一切の責任を免除されるものとしま
す。
また、ユーザーは、本 FB ページを自らの責任のみにおいて利用し、本 FB ペ
ージを利用して得た情報を自らの判断と責任で使用するものとし、また当該情
報の使用から生じる一切の責任、損害等について自らが負担するものとします。

