
	

	

	

	

本利用規約は、スズキ株式会社（以下「当社」といいます。）が運営する又は当社のために運営

される、SUZUKI	MOTORCYCLE	GLOBAL	SALON のアプリケーション（アプリケーション内のソフト

ウェアを含みますがこれに限定されず、以下「本アプリ」と総称します。）にお客様がアクセス

及びご利用される場合に適用されます。	

	

お客様がユーザー（第 4 条において定義されます。）である場合に限り、本アプリを通じて入手

可能な情報、資料、製品、サービスにアクセスすることができます。本アプリ及び本アプリを通

じて利用可能な情報、資料、製品、サービスへのお客様のアクセス及びご利用は、本利用規約に

従うものとします。	

	

本アプリをご利用になる前に、本利用規約をよくお読みください。本利用規約をお読みになった

後、本アプリをご利用又は本アプリにアクセスすることを選択された場合、当社は本アプリを無

償で提供することとし、お客様は本利用規約に同意したものとします。	

	

お客様が本利用規約に同意されない場合は、本アプリへのアクセス及びご利用はできません。	

	

1. 解釈	

本利用規約における条項の表題は、参照の目的のみであり、各条項の内容の解釈に影響

を及ぼすものではありません。	

2. 本利用規約及び本アプリの変更	

2.1 当社は、いつでも本利用規約を変更することができるものとします（セキュリティ上

の理由、法律又は規制上の理由を含みますがこれに限られないものとします。）。か

かる変更は、当社がお客様に変更を通知した時点（例えば、お客様が本アプリにログ

インした時点に通知する場合、お客様にご提供いただいた連絡先情報を使用して通知

を送信する場合、又は当社が合理的に適切と判断するその他の手段を使用して通知を

送信する場合等）、又は当社が当該変更を本アプリ上に掲載した時点のいずれか早い

時点で効力を生じるものとします。お客様が本アプリを継続して使用することにより、

お客様は、更新された又は修正された利用規約又は更新を承諾したものとみなされま

す。	

2.2 本アプリの利用を継続していただく際に、お客様に本アプリの最新のバージョンをダ

ウンロードしていただく必要がある場合があります。	

3. 未成年者	

本アプリへのアクセス及びご利用は 18 才以上の方に限らせていただきます。	

4. 登録及びパスワード	

本アプリをご利用になるには、ユーザー（以下「ユーザー」といいます。）として登録

する必要があります。ユーザーとして登録する方法は以下のとおりです。	

ユーザー登録をする場合、本アプリ上の登録フォームに必要となる情報を登録し、パス

ワードを作成する必要があります。登録に際し、ログイン ID 及びパスワードを入力する

必要があります。お客様はお客様の責任においてログイン ID 及びパスワードの秘匿性を

保持し、お客様のログイン ID 及びパスワードが使用された場合、当該使用がお客様によ

って認められたものかどうかを問わず、お客様の責任となることに同意します。お客様

はお客様のログイン ID、パスワードの不正使用やお客様のログイン ID 及びパスワードを

介した本アプリへのアクセスに関わるその他のセキュリティ違反を認識された場合には、

直ちに当社に通知することに同意するものとします。お客様は、お客様がアカウント情

報を安全かつ秘密に保つための合理的な措置をとらなかった結果、第三者がお客様のロ

グイン ID 及びパスワードを使用したことにより、当社又はその他の第三者が被った損失

又は損害に対して責任を負うことに同意するものとします。	

5. 情報提供	

ユーザーとして登録する場合を含め、お客様がご自身に関する情報を当社に提供される

場合、お客様は次のことに同意するものとします。	

(a) ご自身に関する正確かつ最新の情報を提供し、他人になりすますような情報を提

供しないこと。	

(b) 提供した情報を正確かつ最新のものに保つために維持し、速やかに更新すること。

虚偽の、若しくは不正確な情報提供がなされていた場合、又は虚偽の、若しくは

不正確な情報であると当社が疑うに足りる合理的な根拠がある場合、当社はお客

様のユーザーとしての登録を停止又は解除する権利を有し、本アプリ上でのサー

ビスの提供を拒否し、本アプリの全部又はその一部について現在の、又は将来の

利用を拒否することができること。	

6. 個人情報	

お客様に提供していただく個人情報は、本アプリに関する当社のプライバシーポリシー

に従って使用されます。	

7. 著作権及び所有権	

7.1 本アプリ上に掲載されている全てのコンテンツ（文章、グラフィック、写真、画像、

動画、音楽、イラスト及びその他のリンクや資料を含みますがこれらに限られず、以

下「本コンテンツ」といいます。）は、当社又はそのライセンサー（他のユーザーを

含みます。）に独占的に帰属するものとします。当社又はそのライセンサーは本アプ

リ及び本コンテンツについての全ての権利を保有し、これを保持するものとします。	

7.2 当社は、本利用規約に従って本アプリ及び本コンテンツにアクセスして使用するため

の限定的、個人的、取消可能、譲渡不可、サブライセンス不可、非独占的な権利をお

客様に付与するものとします。本アプリ及び本コンテンツは、当社によりお客様にラ

イセンスを付与されており、販売されるものではありません。本アプリ内のソフトウ

ェアは、オブジェクトコード形式でのみライセンスが付与されるものとします。お客

様は本アプリ又は本コンテンツを本来の目的以外に使用してはいけません。本利用規

約に別段の定めがある場合を除き、お客様は、本アプリ又は本コンテンツの本来の目

的以外の利用については、お客様ご自身の責任において行われることを承諾するもの

とし、当社は、そのような不適切な利用の結果について何らの責任を負うものではあ

りません。	
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7.3 お客様はご自身で、又は第三者をして本アプリ又は本コンテンツについて、修正、複

写、配布、送信、公表、上演、複製、出版、ライセンスの付与、二次的著作物の作成、

譲渡、貸与、サービスビューロー若しくはタイムシェアリングサービスの提供、又は

販売をすることはできません。また、お客様はご自身で又は第三者をして、(i)本ア

プリ又は本コンテンツを構成するものに表示された当社又は第三者の所有権表示を削

除又は破壊したり、(ii)本アプリのソースコードの全部又は一部をリバースエンジニ

アリング、分解、デコンパイル、改造、デコード又はその他の方法で、アクセス、閲

覧、又は使用しようとしたり、実際にすることはできません。	

7.4 お客様は、お客様及びお客様による本アプリの使用について適用される全ての法律に

従う責任があります。	

8. 商標権	

登録されているか否かを問わず、本アプリの一部又は本アプリに関連して使用される全ての商

標、サービスマーク、及び当社の商号（当社の名称及び当社のコーポレートロゴを含みますが、

これらに限定されません。）（以下、総称して「本マーク」といいます。）は、当社、又は当社の関

連会社、パートナー、ベンダー、ライセンサーの商標又は登録商標です。	お客様は、当社の書

面による事前の承諾なしに、いかなる方法であれ、本マークを使用、複写、複製、再発行、アッ

プロード、投稿、送信、配布、又は変更することはできません。	他のモバイルアプリ、ウェブサイ

ト、又はオンラインサービスで本マークを使用することはできません。当社は、他のモバイルアプ

リ、ウェブサイト、又はオンラインサービス上で、ホットリンクとして本マークを使用することを、事

前に書面にて承認された場合を除いて禁止するものとします。	

9. 情報の正確性	

当社は、本アプリ上の情報が完全、正確、最新であることを保つために、合理的な努力を行いま

すが、必ずしもそれを保証するものではありません。当社は、かかる情報を維持又は更新するこ

とを要求されるものではなく、お客様が本アプリを通じて提供された情報に依拠し、当該情報が

後に不正確又は最新のものではなかったことが判明した場合でも、責任を負わないことにご留

意ください。	

10. ユーザー作成コンテンツ	

10.1 お客様はユーザーとして、本アプリにコンテンツを投稿する場合があります。ユーザ

ーが本アプリにコンテンツを投稿する場合、以下に同意するものとします。	

(a) お客様が当該コンテンツを所有しているか、又はその内容を使用する法的な権利

を有していること	

(b) お客様による当該コンテンツの使用は、他人の権利を侵害しないこと	

(c) 当該コンテンツ及び当該コンテンツを公表したことの結果についてはお客様が単

独で責任を負うこと	

10.2 お客様はコンテンツの投稿を含め、本アプリを以下の方法で使用しないことに同意す

るものとします。	

(a) 違法、脅迫、いじめ、暴力、虐待、憎悪、誹謗中傷、欺瞞、詐欺、不法行為、わ

いせつ、下品、その他当社がその判断において本アプリに不適切であると判断し

た方法	

(b) 宗教、性別、性的指向、人種、民族、年齢、障害を含むがこれらに限定されない、

あらゆる根拠に基づき、個人又はグループに被害を与える、嫌がらせとなる、つ

きまとう、品位を落とす、攻撃する、又は脅迫するような方法	

(c) 当社又は第三者になりすますこと、又は故意に虚偽の情報を広めること	

(d) 本アプリを販売、マーケティング、広告、宣伝、勧誘、その他の営利目的で利用

すること（当社が承認したものを除く）	

(e) 本アプリを性的な行為又はわいせつな行為のために利用すること、又は本アプリ

を見知らぬ第三者との性的な出会い目的で利用すること	

(f) 反社会的勢力への利益供与又は反社会的勢力との交流を行うこと	

(g) 他人の個人情報、登録情報、利用履歴等を不正又は不適当な方法で収集、開示、

又は提供する行為	

(h) 他人の特許、商標、企業秘密、著作権、その他の知的財産権又はその他の権利を

侵害する行為	

(i) 不法行為を助長したり、違法行為を助長、幇助する行為	

(j) (i)コンピューターウイルス、その他の破壊的若しくは有害なファイルやプログ

ラム、又は(ii)「迷惑メール」、「チェーンレター」、「スパム」、若しくはそ

の他の宣伝を含むが、これらに限定されない広告又は宣伝資料を、送信又は共有

すること	

(k) 本利用規約、その他当社のガイドラインやポリシーに違反する行為、又は本アプ

リに掲載された事項に違反する行為	

(l) 10.2(a)から(k)までのいずれかに該当する行為を援助又は助長する行為	

10.3 お客様は、本アプリにコンテンツを投稿することにより、当社のサービスに関連して、

当社があらゆる目的、方法（広告、宣伝に関連して使用する場合を含むがこれに限ら

れないものとする。）で当該コンテンツを利用できることに同意するものとします。

ただし、お客様のコンテンツに含まれる個人情報は、当社のプライバシーポリシーに

従って取り扱われるものとします。お客様は当社がお客様の投稿したコンテンツを使

用し又は利用することによりプライバシー権、パブリシティ権、著作権、商標権、そ

の他の知的財産権を含むがこれらに限定されない第三者の権利を侵害又は不正流用し

ないことを表明し、保証するものとします。	

10.4 当社は、適用される法令や本利用規約に定められた事項が遵守されていることを確認

する必要がある場合など、法令上許容される範囲で、利用者が追加した内容を確認す

ることがありますが、その義務を負うものではありません。	

10.5 当社が攻撃的、有害、不正確、違法、不適切であると合理的に判断したコンテンツをお客様

がアップロードした場合、又は上記第 10.1 条若しくは第 10.2 条の規定に違反した場合、当

社は、当該コンテンツを削除若しくは変更するか、又は当社が適切と判断したその他の合理

的な措置を取ることができます（ユーザーとしての登録の抹消を含みます。）。もっとも、お

客様は、当社はお客様が投稿したいかなる内容についても責任を負わず、またその内

容を支持するものではないこと、及び当社はお客様が投稿した内容を、事前にスクリ

ーニング、監視、編集又は削除する義務を負わないことに同意するものとします。	



10.6 お客様は、本アプリを使用して、当社のスタッフとコミュニケーションをとり、質問

をしたり、当社がお客様に提供するサービスに関するフィードバックや提案をしたり

することができます。お客様は、本アプリへのコンテンツの投稿を含み、本アプリ又

は本コンテンツに関してお客様が当社に提供する全てのフィードバック、提案、改善

要求、コメント及びアイデア（以下、総称して「フィードバック」といいます。）は、

当社が独占的に保有することに同意するものとします。お客様は、フィードバックに

関する全ての権利及び権限を、当社に譲渡するものとします。適用される法令により

かかる譲渡が認められない場合、お客様は、いかなる目的での利用についても、無制

限、取消不能、永久、サブライセンス可能、譲渡可能、無償の利用権を当社に付与す

るものとし、当社は、お客様に対する債務又は補償なしに、かかるフィードバックを

利用することができます。	

11. お客様による行為	

お客様は、本アプリへのアクセス及び本アプリの利用に適用される全ての法律、規則及び規制

を遵守することに同意するものとします。また、お客様は以下の行為を行わないことに同意する

ものとします。	

(a) 一人で複数のユーザー登録を行うこと	

(b) 本アプリの正常な動作を妨害する行為、本アプリのセキュリティを損なう行為、

又は本アプリ若しくは本アプリを通じて利用可能な資料若しくは情報に損害を与

える行為を行うこと	

(c) 本アプリのいかなる部分若しくは機能、本アプリに接続されているシステム若し

くはネットワーク、当社若しくは当社のサービスプロバイダーのサーバー、又は

本アプリ上若しくは本アプリを通じて提供されるサービスへの不正アクセス（ハ

ッキング、パスワードのマイニングその他の不正な手段を含むがこれに限定され

ない。）を試みること	

(d) 本アプリ若しくは本アプリに接続されたネットワークの脆弱性を探り、若しくは

検査し、又は本アプリ若しくは本アプリに接続されたネットワークの認証手段を

回避すること	

(e) 当社の事前の許可なく、自動化された手段（ロボット、スパイダー、スクレーパ

ー等の技術的ツールの使用を含むがこれに限定されない。）を用いて本アプリか

ら情報若しくは本コンテンツを収集すること	

(f) 電子メールアドレスを含む、本アプリの他のユーザーに関する情報を収集し、保

存すること	

(g) 本アプリ若しくは本アプリに接続されたサーバーネットワークの運営を妨害する

こと、又は本アプリに接続されたネットワークの条件、手続、ポリシー若しくは

規制に従わないこと。	

12. 本アプリの運営及び本利用規約の終了	

12.1 当社及びその関連会社は、いずれも本アプリに含まれる機能が中断しないこと、エラ

ーが発生しないこと、及びそれらの不具合が是正されることを保証するものではあり

ません。	

12.2 当社は、通知の有無にかかわらず、いつでも、当社の単独の裁量で、以下の行為を行

う権利を有するものとします。	

(a) 本アプリ若しくは本アプリの一部へのアクセス、又は本利用規約に基づくお客様

と当社との間の契約について、修正、一時停止、若しくは終了すること（以下の

理由を含みますが、これらに限定されないものとします。）。	

(i) お客様による本利用規約の違反	

(ii) 法律、政府機関又はその他の当局による要求があった場合	

(iii) 予期せぬ技術上又はセキュリティ上の問題が生じた場合	

(iv) ユーザーとしての活動が長期間なされていない場合、及び/又は	

(v) 他のユーザーの権利利益又は当社の利益を保護する場合	

(b) 定期的若しくは非定期的なメンテナンス、エラーの是正、又は本アプリの変更を

行うために必要な場合に、本アプリ又は本アプリの一部の通常の運用を中断する

こと（本アプリの機能、コンポーネントの終了を含みます。）。	

12.3 何らかの理由で本利用規約に基づく当社とお客様との契約が解除された場合、以下の

とおり定めるものとします。	

(a) 本利用規約に基づきお客様が有していた権利は直ちに停止します。	

(b) お客様は、本アプリの使用を含め、本利用規約において認められた全ての活動を

直ちに停止しなければなりません。	

12.4 ユーザーは、本アプリをアンインストールするか、又はユーザー登録の解除を要求す

ることにより、予告なく、理由の如何を問わず、いつでも当社とお客様との契約を解

除することができます。アンインストール方法は、お使いの端末によって異なります。	

本アプリをアンインストールするには、お使いの端末に付属のアプリケーションマネ

ージャーをご利用いただくか、お使いの端末のマニュアルをご覧ください。ユーザー

登録を解約するには電子メール（宛先：support_smgs@hhq.suzuki.co.jp）でお問い

合わせください。	

12.5 本利用規約のうち、当社とお客様との間の契約終了後も明示的又は黙示的に効力を継

続する部分は、本利用規約に基づく当社とお客様との間の契約終了後も継続して適用

されるものとします。	

第 1条 解釈	

第 4条 登録及びパスワード	

第 6条 個人情報	

第 7.1、7.3、7.4条 著作権及び所有権	

第 8条 商標権	

第 9条 情報の正確性	

第 10条 ユーザー作成コンテンツ	



第 12.1、12.3、12.5条 本アプリの運営及び本利用規約の終了	

第 13条 当社の責任	

第 14条 商品説明	

第 15条 準拠法、裁判管轄	

第 16条 本利用規約と法令との関係	

第 17条 権利不放棄	

第 18条 本利用規約に基づく権利義務の譲渡	

第 19条 第三者の権利	

第 21条 電子通信 	

第 22条 連絡先	

13. 当社の責任	

13.1 当社は、本アプリを現状有姿で提供するものであり、お客様が本アプリをどのように

使用されるか、及び本アプリの機能について、保証するものではありません。当社は、

特定の目的に対する商品適格性又は適合性の黙示の保証及び非侵害性、権利、又は平

穏享有の保証を含め、明示又は黙示を問わず、一切の保証を行いません。	

13.2 当社は、本アプリが安全かつ安心であり、コンピューターウイルスやその他の有害な

ものを含んでいないことを確保すべく、セキュリティ機能を搭載するなどしておりま

すが、これが確実であること及びお客様のデバイスやその他のデジタルコンテンツに

何らの損害を与えないことを保証するものではありません。	

13.3 当社は、当社の故意又は重過失に起因する場合を除き、本アプリに起因してお客様に

生じたあらゆる損害について一切の責任を負いません。ただし、本アプリに関するお

客様と当社との間の契約が日本の消費者契約法に定める消費者契約（以下「消費者契

約」といいます。）となる場合、当社は、当社の過失（重過失を除きます。）による

債務不履行責任又は不法行為責任については、逸失利益その他の特別の事情によって

生じた損害を賠償する責任を負わず、通常生ずべき損害の範囲内で、損害賠償責任を

負うものとします。	

13.4 当社の重過失に起因してお客様に損害が生じた場合、当社は、逸失利益その他の特別

の事情によって生じた損害を賠償する責任を負わず、通常生ずべき損害の範囲内で、

損害賠償責任を負うものとします。ただし、本アプリに関するお客様と当社との間の

契約が消費者契約に該当する場合はこの限りではありません。	

13.5 本アプリは個人的・私的な利用のみを目的としています。お客様が本アプリを商業目

的、事業目的、又は転売目的でご利用された場合、当社は、逸失利益、事業の損失、

事業の中断、又は事業機会の損失について、お客様に対して一切の責任を負いません。	

英国に居住するお客様についての追加規定	

13.6 お客様が本利用規約に従って本アプリを使用した結果、損失若しくは損害を被った場

合、又は本アプリの一部若しくは本利用規約のいずれかに満足されない場合、お客様

の唯一かつ排他的な救済手段は、本アプリの使用を中止し、お客様のユーザーとして

の登録を取り消すことです。	

13.7 疑義を避けるために付言すると、本利用規約のいかなる条項も、以下の場合の当社の

責任を制限又は排除するものではありません。	

(a)	当社の過失に起因する死亡又は人身事故	

(b)	欺罔行為又は欺罔的な不実表示	

(c)	適用される法律によって除外又は制限することのできないその他の責任	

米国に居住するお客様についての追加規定	

13.8 法律で禁止されている最小限の範囲を除き、(A)当社は、当社がそのような損害の可能性に

ついて通知を受けていた場合でも、データの損失を含め、間接的損害、結果的損害、臨時損

害、偶発的損害、又は懲罰的損害について、お客様に対して責任を負わないものとします。

(B)本アプリ、本コンテンツ、又は本契約を通じて提供された全てのコンテンツを含

む、本アプリに起因又は関連して発生した全ての請求に対する当社の最大責任額は、

契約上、不法行為上、又はその他に基づくかを問わず、100 ドルまでに制限されるも

のとします。	

13.9 お客様は、当社、その関連会社、及びこれらの取締役、役員、従業員、代理人、請負業者、

承継者及び譲受人に対して、以下に起因又は間接的に発生するあらゆる請求、損害、損失、

費用（弁護士費用を含む）、及びその他の費用を補償し、これらから防御し、損害を与えない

ことに同意するものとします。	

(i)お客様による本利用規約の違反、(ii)お客様が当社に提出した資料が、第三者の著作

権、商標、企業秘密、その他の知的財産権、所有権、若しくはその他の権利を侵害している

又は侵害しているという申し立て、(iii)お客様による本アプリ又は本コンテンツの利用	

当社は、かかる訴訟又は請求の調査、和解、及び防御について、お客様の費用負担におい

て参加する権利を留保します。	

14. 商品説明	

14.1 当社は、本アプリにおける商品説明等について、できる限り正確性を保つように努め

ております。しかし、当社は、本アプリにおける商品説明等が、正確である、完全で

ある、信頼性がある、最新のものである、又は誤りがないことを保証するものではあ

りません。	

14.2 本アプリにおける当社の製品の仕様、外観、色（ボディカラーを含む）、機器、材質、

価格、及びその他の特徴は、当社による通知なくいつでも変更される場合があり、ま

た、地域の条件又は要件によって異なる場合があります。一部のモデルは、一部の地

域ではご利用いただけません。	各モデルは通知なく製造中止となる場合があります。	

このような変更の詳細については、お客様の地域の販売店にお問い合わせください。	

15. 準拠法、裁判管轄	

本利用規約の準拠法は日本法とします。本アプリに起因又は関連してお客様と当社との間に生

じた紛争については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。	

英国居住者についての例外規定	



本利用規約及びそれに起因又は関連して発生するあらゆる紛争又は権利主張（非契約上

の紛争又は権利主張を含みますが、これに限定されません。）は、イングランド及びウ

ェールズの法律に準拠するものとします。	お客様は、本アプリ又は本利用規約に関して、

イングランド及びウェールズの裁判所においてのみ法的手続きを起こす権利を有します。

ただし(i)お客様がスコットランドにお住まいの場合、本アプリ又は本利用規約に関する

法的手続をスコットランドの裁判所又は英国の裁判所のいずれかで行う権利を有し、

(ii)お客様が北アイルランドにお住まいの場合、お客様は、本アプリ又は本利用規約に

関する法的手続を北アイルランドの裁判所又は英国の裁判所のいずれかで行う権利を有

するものとします。	

米国居住者についての例外規定	

本利用規約はカリフォルニア州法に準拠するものとします。当事者は、本契約に関連す

る全ての訴訟や手続きは、カリフォルニア州内の裁判所の専属的管轄権に従うことに同

意します。各当事者は、裁判所の場所が適切でないこと又は都合が良くないことに基づ

いて、当該裁判所における訴訟又は手続の実施に異議を唱えないものとします。各当事

者は、本利用規約又は本契約により行われた取引に起因又は関連して発生した法的訴訟

に関して、陪審員による裁判を受ける権利を放棄するものとします。	

16. 分離可能性	

本利用規約の各条項は、個別に運用されるものとします。	管轄権のある裁判所又は関連

当局が、いずれかの条項又は条項の一部が違法又は執行不能であると判断した場合、当

該条項又は条項の一部は、必要な範囲で削除されたものとみなされます。その場合、残

りの条項又は条項の一部は、引き続き完全に有効なものとして存続するものとします。	

17. 権利不放棄	

本利用規約の執行の遅延は、当社による権利の放棄を意味するものではなく、当社は後

日、本利用規約を執行する権利を保持するものとします。	当社が、本利用規約に基づき

お客様に行っていただくべきことを直ちに要求しない場合、又はお客様が本利用規約に

違反したことに関して当社がお客様に対する措置を取ることが遅れた場合であっても、

お客様がこれらのことを行う必要がないことを意味するものではなく、後日当社がお客

様に対して必要な措置を取ることを妨げるものでもありません。	

18. 	本利用規約に基づく権利義務の譲渡	

18.1 当社は、本利用規約に基づく当社の権利及び義務を他の組織に譲渡することができる

ものとします。この場合、当社はお客様に通知するものとします（本アプリ上でお知

らせする方法を含みます。）。	

18.2 お客様は、本利用規約に基づくお客様の権利及び義務を他の個人又は組織に譲渡する

ことはできません。	

19. 第三者の権利	

お客様又は当社以外のいかなる者も、本利用規約を適用することはできないものとしま

す。	

20. 通知及び削除	

20.1 本コンテンツ又はユーザー作成コンテンツが中傷的、わいせつ、知的財産権を侵害す

る、又はその他違法であると判断される場合は、お客様は通知をすることにより、当

社に連絡するものとします（以下「本通知手続」といいます。）。	

20.2 上記通知については、本アプリ上での「通知」ボタンをクリックすることによること

により行うことができますが、この他、以下の電子メールアドレスの宛先に送付する

ことにより行うこともできます。	

宛先：	support_smgs@hhq.suzuki.co.jp	

20.3 上記電子メールアドレスの宛先に送付する場合は、以下のことにご留意ください。	

(a) 侵害された権利を特定すること	

(b) 当社が本アプリ上で当該データを発見できるよう、当該問題のあるデータを特定

すること	

(c) 当該データが中傷的、わいせつ、知的財産権を侵害する、又はその他違法なもの

であると判断した理由及び、お客様の通知により提供された情報が正確であると

考える旨を記載すること	

(d) 住所、電話番号、メールアドレス、及び署名（電磁的なものを含む）を記載する

こと	

20.4 当社は、合理的に可能な範囲で速やかに対応し、本通知手続に従って通知のなされた

データを削除又はアクセス不能にすることができるものとします。	

21. 電子通信	

お客様は、当社がお客様のアカウント、本アプリ、又は本利用規約に関する情報を、電

話、SMS メッセージ又はテキストメッセージ、電子メール、本アプリ内への掲載、又はそ

の他の書面による電子的な方法で提供する場合があることに同意するものとします。標

準的な携帯電話料金、メッセージ料金、又はデータ料金が適用される場合があり、発生

した料金はお客様が負担するものとします。お客様は、当社がお客様に電子的に提供す

る全ての合意、通知、開示、及びその他のコミュニケーションが、法律で許容される最

大限の範囲で、書面によるコミュニケーションであるという法的要件を満たすことに同

意するものとします。お客様は、本アプリへの変更又は追加をお客様に通知する目的で、

又は当社が適切と判断し、法律で許容されるその他の目的で、当社がお客様にメッセー

ジを送信する場合があることに同意するものとします。いかなる電子的通信も、当社が

お客様に送信した時点から 24 時間以内にお客様が受信したものとみなされます。当社は、

お客様に郵送された郵便について、当社が発送してから 3 営業日後にお客様が受領した

ものとみなすことができます。 

22. 連絡先	

22.1 本利用規約に関して、ご不明な点等ございましたら、電子メール（宛先：

support_smgs@hhq.suzuki.co.jp）でお問い合わせください。	

22.2 本利用規約は、2021 年 1 月 28 日に制定されたものです。	




