友ヶQ利用規約
この利用規約（以下、「本規約」といいます。）は、友ヶ島汽船株式会社（以下、「当社」といいます。）が提供するWEBサービス「友ヶQ」（以
下「本サービス」といいます。）の利用条件を定めるものです。登録ユーザーの皆さま（以下「ユーザー」といいます。）には、本規約に従って、
本サービスをご利用いただきます。
適用
本規約は、ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
禁止事項
ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。
（1）法令または公序良俗に違反する行為
（2）犯罪行為に関連する行為
（3）当社のサーバーまた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
（4）当社のサービスの運営を妨害するおそれのある行為
（5）他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為
（6）他のユーザーに成りすます行為
（7）当社のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与する行為
（8）当社、本サービスの他の利用者または第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉その他の権利または利益を侵害する行為
（9）過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行為、薬物乱
用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感を与える表現を、投稿または送信する行為
（10）営業、宣伝、広告、勧誘、その他営利を目的とする行為（当社の認めたものを除きます。）、性行為やわいせつな行為を目的とする行為、
面識のない異性との出会いや交際を目的とする行為、他のお客様に対する嫌がらせや誹謗中傷を目的とする行為、その他本サービスが予定してい
る利用目的と異なる目的で本サービスを利用する行為
（11）宗教活動または宗教団体への勧誘行為
（12）その他、当社が不適切と判断する行為
本サービスの提供の停止等
当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、ユーザーに事前に通知することなく本サービス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）本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
（2）地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困難となった場合
（3）コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
（4）その他、当社が本サービスの提供が困難と判断した場合
当社は、本サービスの提供の停止または中断により、ユーザーまたは第三者が被ったいかなる不利益または損害について、理由を問わず一切の責
任を負わないものとします。
ユーザー情報の取扱い
当社は、本サービスを利用するユーザーの利便性を向上させるため、本サービスではユーザーの以下の情報（以下「ユーザー情報」といいま
す。）を取得いたします。
（1）属性情報（メールアドレス/性別/年代/国名/居住地区/位置情報)
（2）本サービスへの訪問履歴やページ閲覧履歴などの各種アクセス情報（Cookieを含む)
当社は、ユーザー情報を法的に要求された場合を除き、第三者のユーザー個人を特定する情報を公開することはありません。
ユーザーよりお預かりした個人情報の安全管理は、本サービス運用保守会社によって合理的、組織的、物理的、人的、技術的施策を講じるととも
に、 関連法令に準じた適切な取扱いを行うことで個人データへの不正な侵入、個人情報の紛失、改ざん、漏えい等の危険防止に努めます。
著作権
本サービスおよび本サービスに関連する一切の情報についての著作権およびその他知的財産権はすべて当社または当社にその利用を許諾した権利
者に帰属し、ユーザーは無断で複製、譲渡、貸与、翻訳、改変、転載、公衆送信（送信可能化を含みます。）、伝送、配布、出版、営業使用等を
してはならないものとします。
利用制限および登録抹消
当社は、事前の通知なく、登録データを削除し、ユーザーに対して本サービスの全部もしくは一部の利用を制限しまたはユーザーとしての登録を
抹消することができるものとします。
保証の否認および免責事項
当社は、本サービスに事実上または法律上の瑕疵（安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関す
る欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。）がないことを明示的にも黙示的にも保証しておりません。
当社は、本サービスに起因してユーザーに生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。本サービスに関して、ユーザーと他のユーザー
または第三者との間において生じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負いません。
サービス内容の変更等
当社は、ユーザーに通知することなく、本サービスの内容を変更しまたは本サービスの提供を中止することができるものとし、これによってユー
ザーに生じた損害について一切の責任を負いません。
権利義務の譲渡の禁止
ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供す
ることはできません。
準拠法・裁判管轄
本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。本サービスに関して紛争が生じた場合には、当社の本店所在地を管轄する裁判所を専属的
合意管轄とします。
以上

TomogaQ Terms of Service
This Terms of Service (the "Terms of Service") is a web service "Tomoga Q" (hereinafter "Service") provided by Tomogashima Kisen Kabushiki Kaisha
(hereinafter referred to as " This is to specify the terms of use of). For registered users (hereinafter referred to as "users"), use this service in accordance with
these terms.
Application
These Terms shall apply to all relationships relating to the use of the Service between you and us.
Prohibited matter
In using this service, the user should not do the following actions.
(1) Acts that violate laws or public order and morals
(2) Acts related to criminal acts
(3) Acts of destroying or obstructing the function of our server or network
(4) Acts that may interfere with the management of our services
(5) Acts of collecting or accumulating personal information etc. concerning other users
(6) act of impersonating other users
(7) Actions that directly or indirectly provide benefits to antisocial forces in connection with our services
(8) Acts infringing on intellectual property rights, portrait rights, privacy, honor or other rights or interests of the Company, other users of this service or third
parties
(9) Attract or encourage suicide, self-harm, or substance abuse by excessively violent expression, blatant sexual expression, race, nationality, creed, gender,
social status, gender discrimination, etc. Acts of posting or sending expressions, including expressions and other antisocial contents, that give discomfort to
others
(10) Acts for the purpose of business, advertisement, advertisement, solicitation, other commercial purposes (excluding those approved by the Company), acts
aimed at sexual acts or obscene acts, encounters and relationships with unfamiliar opposite sex Acts aimed at harassing or slandering other customers, acts of
using this service for purposes other than the intended purpose for which this service is scheduled
(11) Religious activities or solicitation to religious organizations
(12) Other acts that we deem inappropriate
Stopping the provision of this service, etc.
We shall be able to suspend or suspend the provision of all or part of this service without notifying the user in advance if we judge that there is any of the
following reasons.
(1) When performing maintenance, inspection, or updating of the computer system related to this service
(2) When it is difficult to provide this service due to force majeure such as earthquake, lightning strike, fire, blackout or natural disaster
(3) When computer or communication line or the like is stopped due to an accident
(4) In the event that we determine that it is difficult to provide this service
We shall not bear any responsibility for any disadvantage or damage suffered by the user or a third party, due to suspension or interruption of the provision of
this service, regardless of the reason.
Handling of user information
In order to improve the convenience of users who use this service, we will acquire the following information of users (hereinafter referred to as "user
information"). (1) Attribute information (e-mail address / sex / age / country / residence district / location information)
(2) Various access information (including cookie) such as visit history and page browsing history to this service
We will never disclose information that identifies individuals of third-party users unless legally required by user information.
Safety management of personal information entrusted to you by users is rationally, systematically, physically, personally and technically taken by this service
operation and maintenance company, and by appropriate handling according to relevant laws and ordinances, individuals We will endeavor to prevent danger
such as unauthorized intrusion of data, loss of personal information, falsification, leakage.
Copyright
All copyright and other intellectual property rights concerning this service and all information related to this service belong to the Company or the owner of
whom the Company has authorized the use of it and the user permits reproduction, transfer, lending, translation, Modification, reprinting, public transmission
(including transmission enablement), transmission, distribution, publication, business use etc. shall not be performed.
Restrict usage and deregister
The Company shall be able to delete the registration data without prior notice and restrict the use of all or part of this service to the user or cancel the
registration as a user.
Disclaimer of Warranty and Disclaimer
We will inform you of any deficiencies in fact or in violation of the Service (such as safety, reliability, accuracy, completeness, effectiveness, compatibility with
a specific purpose, security, etc., errors and bugs, infringement of rights, etc. We do not guarantee that there is no explicit or implied warranty.
We assume no responsibility for any damage caused to the user due to this service. We are not responsible for any transactions, communications or disputes
arising between you and other users or third parties regarding this service.
Change of service contents etc.
The Company shall be able to change the contents of this service or cancel the provision of this service without notifying the user and will not bear any
responsibility for damage caused to the user by this.
Prohibition of assignment of rights and obligations
You may not transfer the status under the contract or the rights or obligations under this Agreement to a third party without prior consent of the Company in
writing or provide it as collateral.
Governing Law · Jurisdiction
In interpreting these Terms, the Japanese law shall be the governing law. In the event of a dispute with respect to this Service, the court having jurisdiction
over the head office location of the Company shall be subject to exclusive agreement.

