
第１章　総則

第１条（本規約の適用）

1. 「LINE公式アカウントマーケティングサポート利用規約」（以下「本規約」といいます。）は、株式会社GREIGE（以下「当社」といい

ます。）が、「LINE公式アカウントマーケティングサポート」の名称で利用者（第２条第１号で定義されます。）に対し提供するサービ

スで、別紙に定める申込みプランごとに、利用者の店舗等（第２条第２号で定義されます。）のプロフィールページ等（第２条第３号

で定義されます。）の作成、更新、チャット配信・メールマガジン配信(LINE公式アカウント内含む)等の利用者が運営する店舗・企

業のプロモーションサービス（第２章に定めるサービスをいい、以下、総称して「本サービス」といいます。）を提供するため、当社と

利用者との間に適用される条件を定めるものです。

2. 利用者は、本規約等（第２条第５号で定義されます。以下同様とします。）をよく読み、理解し、同意した上で、本サービスの利用を

申込み、かつ利用するものとします。

第２条（定義）

本規約等において使用する用語は、以下の各号に定める意味を有するものとします。

1. 「利用者」とは、本規約に同意し、当社と本サービス利用契約（第６号で定義されます。）を締結した上で本サービスを利用する者

をいいます（なお、文理上明らかに不要な場合を除いて、利用を希望する者を含みます。）。

2. 「店舗等」とは、利用者が運営する店舗をいいます。

3. 「プロフィールページ等」とは、LINE公式アカウント（第４号で定義されます。）において、利用者の店舗のPRを目的とした情報掲

載ページをいいます。

4. 「LINE公式アカウント」とは、LINE株式会社が運営するLINE公式アカウントの名称で提供されるサービスをいいます。

5. 「Lステップ」とは、株式会社マネクルが運営するLステップの名称で提供されるサービスをいいます。

6. 「本規約等」とは、本規約並びに本サービスに関して当社が定める規則、ガイドライン、利用者への通知の内容等の総称をいいま

す。

7. 「本サービス利用契約」とは、利用者と当社との間に成立する本サービスの利用に関する契約をいいます。

第３条（本サービス利用契約の成立）

本サービスの利用を希望する者は、本規約の内容にすべて同意した上で、当社が指定する方法に従って本サービスの利用申込みを

行うものとし、当社が申込みを承諾し、当該利用者に対する申込みが完了した旨の通知が到達した時点で、本サービス利用契約が

成立するものとします。

第４条（サービス内容）

1. 本サービスにおいて提供されるサービスの内容は以下の各号に定めるとおりです。但し、申込みプランごとに本規約等に別段の

定めがある場合は、かかる定めに従うものとします。

⑴初期設定＋運用

1.LINE公式アカウントの開設代行サービス



　　2.LINE公式アカウント・Lステップ連携

3.プロフィールページの制作サービス

　4.友だち獲得のPR用POP制作サービス

　　5.月次レポート配信サービス

　　6.メール・チャットでのサポートサービス

7.配信代行サービス（4回まで/月）

2. 申込みプランごとの提供サービス、価格等については、別紙記載のとおりとします。

第５条（知的財産権等）

当社が本サービスを提供するために制作した成果物（プロフィールページ等のデザイン及びプロフィールページ等において使用され

るコピー・文章・イラスト・楽曲・写真、タグ等を含みますが、これらに限りません。）に関する著作権（著作権法第２７条及び第２８条に

定める権利を含み、以下、同様とします。）は、当社に帰属するものとします。ただし、成果物の制作若しくは本サービスの提供にあた

り、当社が利用者から提供を受けた素材（以下「利用者提供素材」といいます。）がある場合の当該利用者提供素材、及び撮影代行

サービスにより撮影された写真の著作権は利用者に留保されるものとします。

第６条（表明保証等）

1. 利用者は、プロフィールページ等、第４条に定めるサービスによって当社がその配信を代行する情報の掲載、配信についてその

内容の適法性等は自らの責任と負担において調査するものとし、かつ、本サービスの利用（かかる情報の掲載、配信、運用を含

むが、これらに限りません。）について第三者の承諾・同意等が必要とされる場合は承諾・同意等の取得その他必要となる一切の

措置を講じるものとします。

2. 利用者は、本サービスの利用申込みの時点において、以下の各号に定める事項が真実かつ正確であることを当社に対して表明

し、かつ保証するものとします。

　⑴利用者提供素材が、第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他いかなる権利も侵害しておらず、かつそのお　それもな

いこと

　⑵利用者による本サービスの申込み及び利用が、法令等に抵触又は違反せず、また、利用者が当事者となる、いか　なる契約

上の義務にも抵触又は違反するものでないこと

　⑶本サービス利用契約の締結によって、当社が、LINE公式アカウント・Lステップにおける利用者の各アカウント　ページを無制

限に更新・運用することができること、並びに利用者による本サービスの利用に起因して第三者から　当社に対してクレーム、訴

えの提起、補償請求等（以下併せて「請求等」といいます。）がなされるおそれがない　こと

　⑷利用者が、LINE公式アカウント・Lステップの利用に関して適用される、LINE公式アカウント・Lステップの各　運営者又はその

関係団体が規定する一切の利用規約及びそれに付随するその他のルール（以下「利用規約等」とい　い、以下に掲げるものを含

みますが、それらに限らないものとします。）に同意した上でLINE公式アカウント・L　ステップを利用し、かつそれらの利用　規約

等に反していないこと

　・LINE公式アカウントサービス利用規約（https://terms2.line.me/official_account_terms_jp）

　　・Lステップ利用規約（https://linestep.jp/lp/01/contract.html）

　　 　　

第７条（委託）

https://terms2.line.me/official_account_terms_jp


当社は、本サービスの提供に関する業務の一部を、当社が提携する他の事業者（以下「委託事業者」といいます。）に委託することが

できるものとします。

第２章　制作等代行サービス

第８条（プロフィールページ、情報配信）

1. 当社は、利用者の申込みプランに応じ、利用者のプロフィールページの作成、掲載、更新を代行します。

2. 当社は、利用者の申込みプランに応じ、かつ利用者からの依頼に基づき、LINE公式アカウント・Lステップにて利用者のプロフィー

ルページから、友達登録をされている一般ユーザーに対して、利用者の店舗等の情報を配信するサービスを代行します。

第９条（メルマガ配信）

当社は、利用者の申込みプランに応じ、当社から利用者に対し、利用者の店舗運営等に関するメールマガジン(LINE公式アカウント・

Lステップを含む)を配信します。

第１０条（仕様）

第８条のサービスにおける具体的仕様については、利用者との協議で決定するものとします。

第１１条（管理権限等の提供）

1. 利用者は、当社に対し、利用者のLINE公式アカウント・Lステップを利用してアクセスする権限を無制限に許諾しているものとしま

す。

2. 利用者は、当社に対し、利用者提供素材を必要に応じて提供するものとします。

第１２条（検収）

1. 利用者は、成果物（新規作成、ページ更新のいずれも含みます。）が利用者に引渡し又は掲載された後、成果物が利用者と当社

との協議に沿うものか否かについて速やかに判断するものとし、当社に対して、成果物の合格又は不合格の通知を行うものとし

ます。ただし、利用者は合理的な理由なく、成果物を不合格とすることはできないものとします。

2. 利用者が、成果物の引渡し又は掲載がなされた日のいずれか早い方の日から起算して5日以内に、当社に対して成果物が不合

格である旨の通知を行わない場合、当社は、当該期間の満了日をもって、当該成果物が合格したものとみなし、当該時点におい

て引渡しが完了したものとします。

3. 第１項の場合において、利用者が不合格の通知を行った場合には、当社は、成果物の補修を行い、補修後の成果物の引渡し又

は掲載については、第１項及び第２項の規定に従うものとします。

第３章　料金

第１３条（利用料金等の支払）



1. 利用者は、本サービスの利用にあたり、申込みプランに応じ、別紙に定める利用料金を支払うものとします。

2. 前項の利用料金の支払方法、支払期日等は、当社が利用者に対し通知するものとします。また、利用者は、当社に対し、利用料

金に加え、これに係る消費税及び地方消費税を加算した額（以下「利用料金等」といいます。）を支払うものとします。

第１４条（利用料金の支払期日）

利用者は、利用料金等として、各サービスに応じた初期費用及び月額費用等を、次条に定める支払方法に応じ、それぞれ定められ

た期日までに当社に対して支払うものとします。

第１５条（利用料金等の支払方法）

1. 利用料金等（但し初期費用を除く。）の支払方法は、以下の各号に定めるとおりとし、各利用者に適用される支払方法は、利用者

の希望を考慮しつつ当社が申込み時に指定するものとします。

⑴クレジットカード決済による支払

　 (2)銀行振込による支払

2. 利用料金等のうち初期費用の支払方法は、当社が指定する方法によるものとします。

第１６条（クレジットカード決済による支払）

1. 利用者は、利用料金等の支払方法として、クレジットカード決済による支払を指定された場合は、当社が指定する条件にしたがっ

て、クレジットカード情報を登録し、当社は決済代行会社より支払いを受けるものとします。

2. カード会社、その他金融機関からの引き落とし不可能の通知があった場合、当社は一旦当該利用者による本サービスの利用を

停止し、利用者は、引き落とし不能料金を当社の指定する支払期日までに当社の指定する支払方法によって支払うものとします。

第１７条（銀行振込による支払）

利用者は、利用料金等の支払方法として銀行振込による支払を指定された場合は、当社が指定する条件にしたがって、利用料金等

を、当社の銀行口座に振込送金する方法で支払うものとします。振込手数料は、利用者の負担とします。

第１８条（支払遅延の場合の取扱い）

1. 利用者は、支払期日を経過してもなお利用料金等を当社に対して支払わない場合には、支払期日の翌日から支払日までの日数

について、利用料金等の残額に対し年14.6％の割合の遅延損害金を支払うものとします。

2. 利用者が利用料金等の支払いを怠った場合、当社は、業務委託先の債権回収代行会社に債権回収を委託し、利用料金等の回

収を行う場合があります。

第１９条（返金）

当社は、利用者より支払を受けた利用料金等につき、一切返金しないものとします。



第４章　一般条項

第２０条（有効期間）

本サービス利用契約の有効期間は、本サービス利用契約申込日から12ヶ月間とします。利用者は、期間満了の1ヶ月前までに、当

社に対して、本サービス利用契約を終了する旨を通知することができます。この通知がない場合、本サービス利用契約の有効期間

は、期間満了日の翌日から同一条件でさらに12ヶ月間自動的に延長されるものとし、以降も同様とします。

第２１条（本サービスの廃止等）

1. 当社は、理由の如何を問わず（LINE公式アカウント・Lステップの終了による場合も含む。）、利用者の同意なく本サービスの内容

の全部又は一部の変更、追加並びに廃止を行うことができるものとします。

2. 当社は、本サービスの全部又は一部の変更・廃止等を行う場合には、３０日前までに、当社のウェブサイトに掲載する方法、利用

者に対する電子メールの送信その他当社が適当と判断する方法により、利用者に対して告知するものとします。

3. 当社は、第１項に掲げる本サービスの内容の変更等により、利用者に生じた損害、不利益、その他の結果について、一切責任を

負わないものとします。

第２２条（禁止事項）

利用者は、自ら又は第三者をして、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。また、当社は、利用者が以下の各号

に定める行為を行ったか又は行うおそれがあると判断した場合、第２９条の規定を準用し、本サービスの提供の停止を含む措置を講

じることができるものとします。

⑴当社又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権その他の正当な権利を侵害する行為

⑵当社又は第三者を誹謗・中傷する等して、その信用若しくは名誉を毀損する行為又はその他の不利益、損害を与える行為

⑶公序良俗に反する行為

⑷法令等に違反する行為

⑸本サービスの運営を妨害する行為

⑹本サービスの信用を失墜、毀損させる行為

⑺事実と異なる情報を届け出る行為

⑻前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為

⑼前各号の他、当社が不適切と判断する行為

第２３条（権利譲渡等の禁止）

利用者は、当社の事前の書面の承諾なく、本サービス利用契約上の地位並びに本規約等に基づく権利及び義務を、第三者に譲渡

し、承継させ、担保を提供し、その他一切の処分をしてはならないものとします。

第２４条（損害賠償等）



1. 当社の故意又は重大な過失により、利用者に損害等が生じた場合、当社は当該利用者に対し、直接かつ通常の範囲内での損害

賠償義務を負うものとします。

2. 利用者が本規約に違反した場合、第６条第２項に定める保証が不正確であったこと、又は本サービスの利用に関して、第三者か

ら当社に対し請求等がなされたことにより当社に損害等が発生した場合は、当社に生じた損害等を賠償するものとします。

第２５条（機密保持）

利用者は、本サービスの利用に当たって知り得た当社の営業上または技術上の一切の情報を、第三者に漏洩、提供又は開示しては

ならないものとし、かつ本サービスの利用に必要となる場合を除いて態様の如何を問わず利用してはならないものとします。

第２６条（反社会的勢力の排除）

1. 利用者は、当社に対して、利用申込日、本サービス利用契約成立日（本サービス利用契約が更新される場合は、更新日）におい

て、自己、自己の取締役、監査役、執行役員等の業務執行について重要な地位にある者（以下「役職員等」という。）並びに出資

者、子会社及び関連会社（それぞれ財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和３８年１１月２７日大蔵省令第５９

号）第８条第３項及び第５項に規定される意味を有するものとする。）並びにそれらの役職員、取引先及びその役職員等が以下の

各号に定める者（以下「暴力団等」という。）に該当していないことを表明し、保証するものとします。

　⑴暴力団

　⑵暴力団の構成員（準構成員を含む。以下、同様とします。）、若しくは暴力団の構成員でな　くなった日から５    　年を経過しな

い者

　⑶暴力団関係企業又は本条各号に定める者が出資者若しくは業務執行について重要な地位にあ　る団体若しくはこ　れらの団

体の構成員

　⑷総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団又はこれらの団体の構成　員

　⑸暴力団又は暴力団の構成員と密接な関係を有する者

　⑹前各号に準じるもの

2. 利用者は、当社に対して、利用申込日、本サービス利用契約成立日（本サービス利用契約が更新される場合は、更新日）におい

て、以下の各号のいずれにも該当していないことを表明し、保証するものとします。

　⑴暴力団等が経営を支配していると認められる関係を有すること

　⑵暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

　⑶自己もしく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加える目的をもってす　るなど、暴力団等　を利用して

いると認められる関係を有すること

　⑷暴力団等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

　⑸役職員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること

3. 利用者は自ら、または第三者をして以下の各号の何れかに該当する行為及び該当するおそれのある行為を行わないことを誓約

します。

　⑴暴力的な要求行為

　⑵法的な責任を超えた不当な要求行為

　⑶取引に関して、脅迫的な言動を行い、または暴力を用いる行為

　⑷風説の流布、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する　行為



　⑸暴力団等が役職員等となり、または前項各号に該当する行為

　⑹前各号に準じる行為

4. 当社は、本サービス利用契約成立後に、①利用者において第１項及び第２項に定める表明及び保証事項が虚偽若しくは不正確

となる事由が判明若しくは発生し、または発生すると合理的に見込まれる場合、また②利用者が前項に定める誓約に違反する事

由が判明若しくは発生した場合には、催告・通知その他の手続きを要することなく、直ちに本サービス利用契約を解除することが

できるものとします。

5. 第２７条第２項乃至第４項の規定は、本条による解除について準用します。

第２７条（利用者による解約）

利用者は、本サービス利用契約の解約を希望する場合、当社所定の方法による届出を行い、当社が指定する解約のための手続（第

３章に定める利用料金等の全額の支払を含みます。）を取ることにより、いつでも本サービス利用契約を解約することができるものと

します。ただし、利用者は、違約金として、残りの契約期間にかかる利用料を当社に支払わなければならないものとします。

第２８条（当社による解除等）

1. 当社は、利用者が以下の各号のいずれかに該当する場合は、利用者に対する通知・催告その他何らの手続を要せず、かつ当社

の債務を履行することなく、直ちに当該利用者に対する本サービスの提供の一時停止、または本サービス利用契約の解除等の

措置をとることができるものとします。

　⑴本規約等に違反し、または違反するおそれがあるとき

　⑵第３章に定める利用料金等を支払期日までに支払わない場合、または債権回収代行業者から　利用者に対する利　用料金

等債権を譲り受けることができない旨の通知を当社が受けたとき

　⑶差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売、若しくは公租公課の滞納処分を受けたとき、又は　営業免許取消等の　公権力によ

る処分を受けたとき

　⑷利用者自ら署名した手形若しくは小切手が１回でも不渡処分を受け、または手形交換所の取　引停止処分を受け　たとき

　⑸破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算の申立をし、または　第三者から申し立　てられたと

き

　⑹前第２号乃至第５号のほか、利用者の財政状態が悪化したと当社が判断したとき

　⑺利用者が実在しないとき

　⑻当社が提供するサービス（本サービスに限られません。）の全部または一部の運用に影響を　及ぼす行為があっ　た場合、ま

たはそのおそれがあると当社が判断したとき

　⑼利用者が販売する商品若しくは提供するサービスが、法令等に違反し、または第三者に不利　益若しくは損害を　もたらす可

能性があると当社が判断したとき

　⑽本サービスを含む当社のサービスの何れかのサービスにおける規約等に違反しており、また　は過去に違反して　いたことが

判明したとき

　(11)当社に届け出た情報に、虚偽のあったことが判明したとき

　(12)当社から利用者宛に発送した郵便物が理由の如何を問わず当社に返送され、または電話、　メール、ファクシ　ミリ等によっ

ても一定期間、利用者と連絡が取れないとき

　(13)利用者（利用者が法人その他の団体の場合は、その代表者）が、後見開始の審判を受けた　とき

　(14)前各号のほか本サービスを提供することが不適当であると当社が判断するとき



2. 利用者が、前項各号のいずれかに該当した場合には、本サービス利用契約の解除の有無にかかわらず、利用者が当社に対して

負担する債務（本サービス利用契約に基づく債務を含み、これに限られません。）について期限の利益を失い、当社に対し、債務

を直ちに履行しなければならないものとします。

3. 本条による解除は、当社の利用者に対する損害賠償請求を何ら妨げるものではありません。

4. 本条による解除によって、利用者に生じた損害等について、当社は一切責任を負わないものとします。

第２９条（本サービスの停止）

1. 当社は、以下の各号の事由に該当する場合には、当社の判断において、利用者に事前に通知することなく、本サービスの提供の

全部または一部を停止することができるものとします。

　⑴天災地変、事変、疫病の蔓延、放射能汚染その他の不可抗力による非常事態が発生し、または発生するおそれ　がある場合

　⑵電気通信設備の保守上または工事、障害その他やむをえない事由が生じた場合

　⑶法令等による規制が行われた場合

　⑷LINE公式アカウント・Lステップがその運営者により提供・配信を変更、中断、中止又は利用者に対する　利用制限がなされ　

た場合

2. 当社は、前項各号に基づき本サービスの提供の全部または一部が停止されたことによって利用者または第三者に生じた損害及

び結果については、一切責任を負わないものとします。

第３０条（免責事項）

1. 利用者が、本サービスの利用につき、LINE公式アカウント・Lステップの利用規約等に抵触する場合は、利用者の責任と費用に

おいてこれを解決していただきます。

2. 当社は、本サービスの内容、継続的な提供、LINE公式アカウント・Lステップへの掲載に関する審査への適合及びかかるLINE公

式アカウント・Lステップへの継続的な掲載、並びに利用者が本サービスを通じて得る情報等の完全性、正確性、確実性、有用性

等、いかなる事項も保証しないものとします。

3. 当社は、利用者の提供する商品・サービス、並びに本サービスを利用して配信する情報及び利用者提供素材及びプロフィール

ページ等の内容の正確性、適法性等については一切保証しないものとします。

4. 当社は、本サービスの利用による利用者の売上・利益の変動、販売数の増加その他の結果について、一切保証しないものとしま

す。

5. 当社は、利用者提供素材及びプロフィールページ等のバックアップの実施、利用者提供素材が滅失、毀損した場合にこれを復元

する義務を負わないものとし、当該滅失、毀損により利用者または第三者に生じた損害等について、一切の責任を負わないもの

とします。

6. 本サービスの利用に関して（ウェブ上のサイト内情報、投稿内容等を含みます。）、当社または利用者に対して、他の利用者、

LINE公式アカウント・Lステップ、プロフィールページ等を閲覧する一般ユーザーを含む第三者から何らかの請求等がなされた場

合、または、それらの間で紛争が生じたときは、利用者は自己の負担と責任において請求等に対応し、また当該紛争を解決する

ものとし、当社を一切免責するものとします。

7. 利用者は、LINE公式アカウント・Lステップにおけるクーポンの配信や引き換えに起因する不適切な換金、不正行為、争議、その

他の問題について、全責任を負うものとします。

8. LINE公式アカウントが、その運営者により提供・配信の変更、中断、中止、又は利用者に対する利用制限がなされた場合でも、

当社はそれによって利用者に生じた紛争、損害等及びその他の結果について、一切免責されるものとします。



第３１条（本規約等の変更等）

1. 当社は、利用者の同意を得ることなく、いつでも本規約等を変更することができるものとします。

2. 前項の場合において、当社は、変更後の本規約等を当社のウェブサイトに掲載する方法により利用者に告知するものとし、当社

が別途定める場合を除いて、かかる掲載の時点で、変更後の本規約等が有効になるものとします。本規約等の変更後に、利用

者が本サービス利用契約を更新した場合、変更後の本規約等が適用されるものとします。

3. 当社は、利用者の承諾無く利用料金等の改定または部分的変更を行うことができるものとします。利用者は、改定または変更後

に本サービス利用契約の更新がなされた場合には、当該改定または変更後の利用料金等を所定の方法で支払うものとします。

ただし、利用料金を改定又は変更する場合、当社は利用者に対して事前に通知するものとします。

第３２条（存続条項）

第５条、第１３条乃至第１９条、第２１条、第２３条、第２４条、第２５条、第２８条第２項乃至第４項、第２９条第２項、第３０条乃至第３３

条の各規定は、本サービス利用契約が理由の如何を問わず終了した場合でも有効に存続するものとします。

第３３条（準拠法及び合意管轄）

1. 本規約等の成立、効力、その履行、各条項の解釈及び本サービス利用契約に関しては、本規約等において別段の定めがある場

合を除き、日本法が適用されるものとします。

2. 本サービスの利用に関して当社及び利用者間において生じる一切の紛争の解決については福岡地方裁判所を第一審の専属的

合意管轄裁判所とします。

（附則）

２０２１年６月１日　発効


