
 

 

会員等ご利用規約 
 
株式会社エフマイナー(以下“Fm”)が運営するウェブサービス（http://clubfm.jp/）を中心とした会員向けサービス

「clubFm」（クラブエフマイナー、以下本サービス）をご利用頂く際には、本『会員等ご利用規約』が適用されます。 

当サービスを利用する上で会員の皆さまは、本『会員利用規約』の全ての記載内容について同意したものとみなされます。 

【総則】 

目的及び Fmの役割 
会員は、コンテンポラリーアートの持つ創造性や教養文化を積極的に身近な生活に取り入れることで、より人生の豊

かさを実現し、それをもって新たな文化教養の創造を促進する、もしくはコンテンポラリーアートを中心とした教養

文化を自ら創造します。 

Fmは、上記目的を実現する環境を整備するための 取組みの一つとして、オンラインシステムを中心にしたアート

レンタル及び販売サービスを提供します。具体的には、1）アーティスト及びコンテンポラリーアート作品の発掘と

選抜若しくは発掘と選抜に必要な専門知識を持つギャラリー等の参加に必要な環境及びシステム整備、2）それぞれ

の会員に合ったアート作品の推薦もしくは選択しやすいオンラインシステムを整備、３）作品の配送、設置の実施及

び関連する知識教養の提供、を担います。 

 

会員の居住地について 
会員の居住地は原則、日本国内のみとします。ただし、アート作品出品者 については適宜柔軟に対応していくの

で、国外に居住している方は、info@clubfm.jp までご連絡ください。 

 

用語の定義 
本条の下記条項の定義は、特段の定めがない限り、本会員利用規約、各種サービスに関する特約、お客様情報の取扱

規定（プライバシーポリシー）においても、適用されます。 

1. 「本サービス」とは、Fmが提供するウェブサイト（http://clubfm.jp/）において、Fmが提供するアート作品のレ

ンタル及び販売他、会員向けの各種サービス、情報提供、アート作品の配送及び設置等の付帯するサービスの総称を

いいます。 

2. 「本規約」とは、本会員利用規約および、本サービスに関する特約、お客様情報の取扱規定（以下「プライバシーポ

リシー」といいます）、及び各種サービスに関する「ご利用ガイド」の全てを含みます。 

3. 「会員」とは、本規約を承認し、本サービスを利用するために Fm所定の入会登録を行い、Fmがその入会登録を承認

した利用者を指します。有料会員及びアート作品出品者も含みます。また、利用者が会社もしくはその他の組織を代

表して本利用条件に合意された場合、当該会社や組織を本利用条件を以て拘束できる権限と責任を持つものとみなさ

れ、その場合、「会員」はかかる会社もしくはその他の組織を指し、本利用条件が適用されるものとします。 



 

 

4. 「会員等」とは、会員、会員登録の申込者、及び本サービスを提供している本ウェブサイトの閲覧者（以下「本ウェ

ブサイト閲覧者」といいます）を指します。また、特段の定めがない限り、第三者に本ウェブサイト閲覧者も含まれ

るものとします。 

5. 「本ウェブサイト」とは、本サービスの提供を目的として Fmが公開するウェブサイト及びウェブサイトに掲載・送

信する画像や映像、言葉、文章、CGI、プログラム等を指します。「コンテンツ」とは、会員等が本ウェブサイトに掲

載・送信した画像や映像、言葉、文章等を指します。 

6. 「出品申請」とは、会員が、本ウェブサイトにて必要な情報を提供、書き込む等により申請を Fmに行うことを言い

ます。Fmによる承認後、他の会員による閲覧、借りる事、購入ができる状態になります。 

7. 「アート作品」とは本サービス上の掲載作品をいいます。 

8. 「有料会員」とは、会員費を支払っている会員をいいます。 

9. 「アート作品出品者」とは、本サービスにおいてアート作品を出品する会員をいいます。 

本規約への同意 
本サービスを利用するには、本規約に同意し、会員となる必要があります。本規約に同意できない場合は、Fmが提

供する各種サービスは利用できないものとします。 

個人情報の取扱い 
Fm は、会員の個人情報を本ウェブサイトに記載されるお客様情報の取り扱い規定に基づき取り扱います。 

利用環境の整備 
会員等は、本サービスの利用に必要な機器、ソフトウェア、その他の設備及びインターネット接続費用など、本サー

ビスの利用に必要な一切の費用について自己の責任と負担において行うものとします。 

本規約の変更・追加 
Fm は、会員の登録 Eメールアドレス宛への連絡等適切な連絡手段により事前に周知した後、 本規約の全部又は一

部を任意に変更でき、また本規約を補充する規約・特約（同規約・特約も本規約の一部を構成します）を新たに定め

ることができるものとします。規約の変更・追加は、サービスを提供するウェブサイトに掲載した時点から効力を発

するものとします。 

本サービスの終了・変更 
Fm は、会員の登録 Eメールアドレス宛への連絡等適切な連絡手段により事前に周知した後、 Fmの任意の判断

で、サービスの全部又は一部を終了・一時停止・変更・追加できるものとします。当該事態に起因する一切の損害に

ついて、会員等及び第三者に対して一切責任を負わないものとします。 

【会員について】 

会員の資格 
1. 本規約は、会員の全てに適用されるものとし、会員登録手続時のみならず登録後においても遵守されない場

合は本サービスを利用できないものとします。 



 

 

2. 会員は、会員登録時及び会員登録後に、Fmが提供する本サービスを利用するにあたり、正確且つ真実の情報

を登録するものとします。 

3. 満 18 歳未満の方は、会員になることができません。満 18 歳以上であっても、未成年の方が会員登録をされ

るときは、会員となることおよび本規約に従って本サービスを利用することについて、事前に親権者の包括

的な同意を得なければなりません。 

ID とパスワードの管理・責任 
1. 会員は、登録した会員 ID とパスワードの管理を会員自身の責任の下で厳重に管理して下さい。会員は、会員

資格・会員 ID・パスワードを第三者に利用させたり、譲渡したり、売買したり、質入したり、貸与したり、

賃貸したり、その他形態を問わず処分することはできません。 

2. 会員 ID 及びパスワードを利用して行われたあらゆる行為の責任は、第三者が会員本人の同意なく行った場合

や不正に使用した場合であっても、会員 ID を保有している会員の責任とし、Fmは、その行為によって生じ

た一切の損害について、責任を負わないものとします。 但し、Fmの故意や過失により会員 ID 及びパスワー

ドが第三者に知られた場合はこの限りではありません。 

3. 会員が利用した機器・回線・ソフトウェア等により生じた責任及び損害、並びに、 会員がサービスを利用す

る上での過誤による責任及び損害は、会員が負うものとし、Fmは、一切責任を負わないものとします。 

4. 会員 ID 及びパスワードの情報が第三者に漏洩した場合、速やかに Fmまでご連絡下さい。 ただし、Fmは、

当該会員 ID とパスワードによるサービス利用の停止又は終了を行うことはできますが、 その情報漏洩によっ

て生じたあらゆる損害について一切の責任を負わないものとします。但し、 Fm の故意や過失により会員 ID

及びパスワードが第三者に知られた場合はこの限りではありません。 

5. 会員は、ログインしてサービスを利用した後、必ずログアウトするようにして下さい。ログインしている当

該 ID とパスワードによる第三者の不正なサービス利用を防止するためです。 

6. 会員は、登録内容の一部に変更が生じた場合には、会員ページおいて登録内容を変更することができます。

Fmは、利用者が適宜、変更登録を行わなかったことにより何らかの損害が生じたとしても、一切責任を負わ

ないものとします。 

7. 会員は、定期的にパスワードを会員ページより変更し、トラブル回避に務める義務を負うものとします。 

退会 
会員が退会を希望する場合は、info@clubfm.jp まで退会をご希望の旨をご連絡下さい。但し、退会の手続を行った

時点で、返却をしていないアート作品がある場合等には退会することができないことから、会員は、 必要な手続き

を本規約に従って遅滞なく円滑に進め完了させた後、退会手続きを行うものとします。 

 

【本サービスのご利用条件全般】 

本サービスのご利用プラン 



 

 

1.  有料会員は、以下の各種プラン内容に従い、該当する会員費の支払いをします。 

 １）全プラン共通事項 

  i) 設置方法など専門スタッフによる必要に応じた初期導入時の無料レクチャー提供、ii）設置に必要なフックなど

の器具と不明点に関する電話サポートの無料提供、 iii）定期的な会員にあった作品のオススメ連絡、iv）XS~XL サ

イズの規格内サイズの日時指定での無料配送及び返送、v）作品サイズが規格外（https://clubfm.jp/faq/#size を

参照）について都度 2500 円/作品の追加料金による梱包と配送及び返送 

２）作品数とサイズの組み合わせに応じた月々の料金及び弁償上限設定オプション 

弁償上限設定オプションはレンタル中に生じる作品の破損等の万が一に対応したオプションであり、このオプショ

ンの追加を強く勧めています。「貸出中の作品に対する扱い、責任と保証」もご参考ください。作品数とサイズの

組み合わせに応じたプランは以下です。 

 

i) XL サイズ以下 １作品  

 レンタル代 4,800 円/月 弁償上限設定オプション 500 円/月 

ii) XL サイズ以下 2 作品まで 若しくは Mサイズ以下を２つ以上含む場合は XL サイズ以下合計３作品まで 

 レンタル代 9,600 円/月 弁償上限設定オプション 1,000 円/月 

iii) XL サイズ以下 3 作品まで 若しくは Mサイズ以下を 3つ以上含む場合は XL サイズ以下合計 5 作品まで 

 レンタル代 13,600 円/月 弁償上限設定オプション 1,500 円/月 

iv) XL サイズ以下 4 作品まで 若しくは Mサイズ以下を 4つ以上含む場合は XL サイズ以下合計 6 作品まで 

 レンタル代 17,600 円/月 弁償上限設定オプション 2,000 円/月 

v) XL サイズ以下 5 作品まで 若しくは Mサイズ以下を 5つ以上含む場合は XL サイズ以下合計 8 作品まで 

 レンタル代 21,400 円/月 弁償上限設定オプション 2,500 円/月 

vi) XL サイズ以下 6 作品まで 若しくは Mサイズ以下を 6つ以上含む場合は XL サイズ以下合計 9 作品まで 

 レンタル代 25,200 円/月 弁償上限設定オプション 3,000 円/月 

vii) XL サイズ 7 作品以上については配送、搬入、搬出方法を含めて個別にカスタマイズしたプランを設定します 

 

2.  特別に大きい作品など作品によって通常のプラン内で借りる事ができない作品があります。 

3. 作品は最速で１ヶ月毎に交換ができ、最長で 6ヶ月保有することができます。  

4. 作品のレンタル期間について、後述するように、会員へ貸出中の作品の購入の受注が別途入った場合、もし

くはアート作品の出品者からの要請があった場合には、当該作品を 10 日以内に返却しなければなりませ

ん。それに伴い、Fmから新たな作品が補充されますが、当該交換は通常の 1月あたり一度の交換には含み

ません。返却の遅延により生じた如何なる紛争や損害は当該会員の責任となります。 

5. 会員のアート作品の受け渡し、代金の支払い、代金の受け取りは Fmを介して行われます。 

6. 著作権法に違反する行為を行った場合、他人の名誉または信用を毀損した場合、その他、本サービスの利用

に関わり他人の権利を侵害した場合には、 当該会員は自身の責任と費用において解決しなければならず、

Fmは一切の責任を負いません。 



 

 

7. 会員は本サービスに参加するにあたって、関連する法律、政令、省令、条例、規則および命令等を遵守しな

ければなりません。 

 

作品の搬入、設置、貸出 
1.         作品の搬入日時は、申請時に指定することとなります。申請日から 10 日以降、30 日以内で日時指定が可 

能です。ただし、規格外の作品については１～２日ずれる可能性があります。 

2.  作品は梱包され、専用ボックスに入った状態で配送されます。 

3.          搬入、設置は原則、初期導入時の無料レクチャーの後、Fmが電話サポートにより対応します。設置に必

要なフックは Fmから無料で提供されます。 

4.          設置が完了した時点で貸出が成立した時点とします。 

5.          設置に関しては、石膏壁や木壁への設置を原則 としています。石膏壁や木壁については、 壁に画鋲程度

の穴が空くこととなり、貸出申込をした時点で、このことについて同意頂いたものとし、これに伴ういかな

る紛争や損害に Fmは責任を負いません。また、コンクリートの壁面への設置は原則しません。ピクチャー

レールを使用する場合は、必要な導入費用は会員で負担します。 

 
作品の搬出、返却 

1.         新たな作品が配送された時に、前の作品を送られてきた状況と同じように梱包し、専用ボックスに入れ、

同封の送り状を使って返却します。 

2.         会員へ貸出中の作品の購入の受注が別途入った場合は、10 日以内に返却するものとし、その返却時、Fm

は新たな作品を搬入します。 

 
貸出中の作品に対する扱い、責任と保証 

1. 会員は、貸出中の作品について最新の注意を払って扱う必要があります。特に、以下のような環境下に作品

をおかないこととします。 

  ・作品に直射日光のあたる場所 

  ・タバコの煙が循環する空間 

  ・料理による煙など、臭いの強い空気が循環する空間 

  ・極度の湿気や乾燥状態が生じる空間 

  ・30 度以上の高温状態もしくは０度以下の低温状態が 24 時間以上続く空間 

2. 貸出中の作品に関して、適切な環境下に作品を置くこと、その他トラブルにより、作品が傷つく等劣化に関

しては当該会員が責任を負うものとします。 

3. 万が一、貸出し中に、盗難、災害等含む如何なる理由でも、作品が破損、紛失した場合には、最大で、貸出

時に設定されている作品の価格の支払い義務が当該会員には生じます。ただし、前述した「作品数とサイズ

の組み合わせに応じた月々の料金及び弁償上限設定オプション」に示す弁償上限設定オプションの月額を支

払う事で、この支払い額は最大で 1 万円/作品までとなります。利用者にはこのオプションへの加入を強く

勧めています。 



 

 

 
貸出中の作品の撮影 

作品の著作権はその作品を制作した会員に帰属しますが、貸出中の作品を撮影すること及びその画像をフェースブ

ック等各種メディアに投稿することは個人利用に限り行うことができます。商業利用について、作品に基づきその

他の印刷品等商品とすることはできません。ただし、プロモーション用に作品を含めた撮影等をする場合には、

Fmに連絡の上、Fmと作品制作者との協議を踏まえ、許可した限りにおいて利用することができます。 

 

出品作品の購入 
1. 会員は、出品アート作品の購入を希望する場合、オンライン上のプロセスもしくは所定のプロセスに従い購

入をすることができます。販売価格は出品アート作品個別のページに記載されています。ただし、作品出品

者との協議の上、事前の予告が無く販売価格は Fmが変更できるものとし、購入時点で記載されている価格

が販売価格となります。  

2. 会員が入力・登録若しくは伝達した配達先・注文内容等について、Fmで注文内容を会員に確認した時点

で、会員と Fmとの間に当該商品等に関する売買契約が成立するものとします。 

3. 本サービスによる商品の配送は、日本国内に限ります。 

 

表示される作品の色味 
Fm は、表示される作品の色味の正確性の精度をあげるために商業的に合理的な努力をします。ただ、個々のコンピ

ュータのモニタが異なる色味を表示することがあります。このため、利用者は、表示される作品の色味の精度が必ず

しも正確ではない事を理解し、この点に関連するいかなる責任も Fmは負わないものとします。 

 

【アート作品の出品者に関する事項】 
出品者であるアーティストとの関係 

出品者であるアーティストと Fmとの間で、別途結ばれる同意書により詳細は規定されます。本規約の事項と当該

同意書の間に齟齬がある場合は、同意書が優先されるものとします。 

出品可能なアート作品 
出品申請されたアート作品については、Fmにおいて出品可能かどうかを判断します。作品を直接確認する必要があ

る場合もあります。出品申請者は Fmにおける当該判断に必要となる情報を提供するものとします。 

出品アート作品の保管 
出品アート作品について、出品者が原則保管をすることとなります。ただし、Fmの責任のもと Fmで保管、管理を

することも作品によっては可能であり、出品者と Fmの間で協議をした上で決めるものとします。アート作品を会

員自ら保管している場合には、第三者への販売等により貸出ができなくなった場合は、Fmのウェブサービス上での

その状況を迅速に反映するために、Fmに速やかに連絡することとなります。 

保証額及び販売額の事前設定 
作品が貸出中にダメージを受けた 場合においては、最大で事前に設定する販売価格を貸出先の会員が支払うことと

なり、この額は、Fmと出品申請会員との間の協議により決まります。 



 

 

アート作品の受け渡しに係る日数 
Fm で保管をしていない場合、貸し出しもしくは購入の希望があった後、Fmからアート作品出品者へ連絡をし、そ

の日から原則５日以内に Fm受け渡すこととします。 

アート作品の貸し出し及び販売に伴う料金の受け取り 
出品者への貸出しや販売時に Fmと出品者が受け取る料金の配分や支払い方法は、別途 Fmとアーティストの合意

書の定めるところによります。 
アート作品の返却 

出品者 はアート作品について、新たに貸し出してから 1ヶ月以内に返却を希望することはできません。それ以降

は、原則返却希望をしてから、２週間以内に Fmが借りている会員からアート作品を受取り、出品者へ返却もしく

は Fmで保管します。 

 

貸出中の作品の撮影の扱い 
作品の著作権はその作品を創作した会員に帰属し、貸出中の作品が撮影されることは個人利用に限り可能とします。

ただし、 プロモーション用に作品を含めた撮影等をする場合には、Fmが事前に出品者と協議の上、利用の可否を

判断するものとします。 

 

【会員費の支払い、決済】 
本サービス会員費等 

1. 当規約に記載されている会員費とオプションの弁償上限額設定のための費用、規格外の作品に係る費用以外

に、有料会員が支払う費用はありません。なお、これからの価格は税抜きです。 

2. 前項の支払い・決済は、原則、クレジットカードにより本サービス上のオンラインシステムを通じて決済す

るものとします。有料会員が企業を代表する場合は、銀行振込も可能です。 

3. 本サービス利用に関し、会員によって支払われた代金決済についての領収書は、原則、eメールで代替されま

す。 

  

支払い・決済手段 
1. 原則、会員は本サービス利用に関して、決済の手段として、自分の管理に属する有効なクレジットカード番

号等の識別情報又は金融機関の口座情報を、 本サービス上のオンラインシステムにより登録するものとしま

す。ただし、銀行振込の場合はこの限りではありません。 

2. 原則、会員は本サービスに登録されているクレジットカード番号等の情報又は金融機関の口座情報が自己の

管理に属さなくなったとき又は変更されたときには、 自己の管理に属する使用可能な別の決済方法・金融機

関の口座情報を決済手段もしくは振込先として改めて登録しなければならないものとします。 

 

会員費及び作品販売額の変更 



 

 

将来的に Fmが必要と判断した場合には、当サービスの会員費を変更する可能性があります（会員費及び弁償額上

限設定のための料金を含む）。会員費の変更は、当サイト上に掲載した時点から効力を発するものとします。ただし

会員費が上がる場合は、事前に登録された eメール宛に、変更の 30 日前にその旨を告知し、告知をしてから 30 日

が経過した時点で、当該変更の効力が生じ、会員が当該変更を承諾したものとします。 

また、販売額については、出品アート作品のページにその時に記載されている価格となり、作品出品者との協議の

上、事前の予告が無く Fmは変更できるものとします。 

 
禁止行為 

Fm は、本サービスに接した会員等及び第三者が、下記各号に掲げる行為や表現（以下「禁止事項」といいます）を

行うことを禁止します。 

1. 本規約（プライバシーポリシーを含む）に違反する行為と表現。 

2. 法令に違反する行為、および違法な行為を勧誘または助長する行為と表現。 

3. サーバーに負担をかける行為 

4. 本サービスの運営またはネットワーク・システムを妨害する行為 

5. 他の会員等のアクセスまたは操作を妨害する行為。 

6. ポルノや反社会的なイメージ等と関連付け、アート作品のイメージを著しく損なう恐れのある環境での作品

の利用や、他人の名誉、信用、プライバシー権、パブリシティ権、著作権、その他の権利を侵害する行為。 

7. 他の会員等に対する中傷、脅迫、いやがらせ、その他経済的もしくは精神的損害または不利益を与える行

為。 

8. 出品する作品について虚偽の説明や画像を掲載すること。 

9. 本サービスの利用を通じて取得した情報（URL 等）に対して、個別に広告・宣伝等の営業行為を行うこと。 

10. その他公序良俗、一般常識に反する行為。 

会員等が前項に掲げる禁止事項を行った場合、故意過失を問わず、当該会員が、当該禁止事項により損害を受けた会員等及び

第三者に対する損害賠償責任を含む、一切の責任を負うこととします。 万一、会員等が前項に掲げる禁止事項を行ったこと

により、Fmが損害を被った場合は、当事者は連帯して当該損害を賠償するものとします。 

会員等が第三者の権利を侵害したことにより、権利者又は権利者から許諾を受けた者との間で紛争が生じた場合は、会員等の

責任と費用で解決するものとします。 万一、Fmが損害を被った場合は、会員等は Fmに当該損害を賠償する責任を負うも

のとします。Fmは、会員が第三者の知的財産権を侵害している恐れがあると判断した場合は、会員がウェブサイトに掲載し

たあらゆるコンテンツを、事前の通知なく、Fmの独自の判断で削除できるものとします。 

【免責事項】 

1. Fm は、本サービスの円滑な運営に最大限努力を致しますが、本サービスの内容の追加、変更、不具合、その他予期せ

ぬ要因により生じた、利用者もしくは第三者の損害に対し、一切責任を負わないものとします。 



 

 

2. 本規約に反する場合、法令に違反する場合、その他不正行為などが発覚した場合、Fmは当該利用者の本サービスの利

用を停止する権利を有します。それにより生じた損害について Fmは一切の責任を負いません。 

3. 会員は、本サービスにおける自らの行為において責任を負います。 

4. Fm は、会員によって投稿される文章、画像等の情報を管理・保存する義務を負いません。会員が投稿した情報はその

会員の責任において管理するものとします。それにより生じた紛争や損害について Fmは一切の責任を負わないもの

とします。 

5. 本サービスの内容、提供の状態、接続、利用環境、アート作品の搬入、搬出、設置等その他本サービスに関連する事

項に起因もしくは関連して生じた一切の損害に対して、それに関する特別な記載が無い限り Fmは一切の責任を負わ

ないものとします。 

【権利関連について】 

コンテンツに対する責任の所在・削除 
1. Fm は、サービスに関連したコンテンツ（本取引に関する事項、会員等が発信又は掲載した事項など）の内

容、品質、正確性、信憑性、適法性、最新性、有用性などについては、一切保証せず、一切責任を負わない

ものとします。 

2. Fm は、会員等及び第三者が本サービスのコンテンツを利用することにより生じる損害について、一切責任を

負いません。会員等が本サービスに関連して発信又は掲載したコンテンツに関する一切の責任は、当該会員

等が負うものとします。 

3. 会員等は、他の会員等が発信又は掲載するコンテンツに対して、その内容、品質、正確性、信憑性、適法

性、最新性、有用性などを、会員等自身で判断する必要があります。 

4. Fm は、会員等が本規約に違反したり、又は本規約の精神に照らして不適切な行為を行ったと判断した場合

は、会員が本ウェブサイトに掲載したあらゆるコンテンツを、事前の通知なく、Fm独自の判断で削除できる

ものとします。 

5. Fm はコンテンツが Fmのサービス内容として適切でないと判断した場合、自由に変更や削除できるものとし

ます。 

知的財産権 
1. 本サービスに含まれる工業所有権、ノウハウ、プログラム、著作権その他の知的財産権及びそれらに関連す

る全ての権利は Fmもしくは作品の創作者に帰属するものとし、あらかじめ Fmより書面による承諾を得た

場合を除いて、これらの複製、販売などはできないものとします。 

2. 会員から投稿されたアート作品等コンテンツの著作権はそのコンテンツの出品者に帰属します。ただし、Fm

が運営するメディア以外で Fm以外がこれらの情報を二次利用（表示・引用・転載等）する場合、出品者と

Fmで協議の上、利用者に当該利用を許諾するものとします。  



 

 

3. 会員は、投稿するコンテンツの著作権並びにその他の権利が会員に帰属しており、第三者の権利を侵害する

ものでないことを保証します。 

4. 会員が他人の名誉を毀損した場合、著作権法に違反する行為を行った場合そのほか他人の権利を侵害した場

合には、当該会員は自身の責任と費用においてこれを解決しなければならず、Fmは一切の責任を負わないも

のとします。 

【作品出品者との契約】 

作品出品者は、作品の販売等、当該利用規約に現時点で定めた内容に無い事項について、別途文書での契約をします。 

【準拠法・裁判管轄】 

本規約および会員登録者と Fmとの関係には、日本法が適用されます。 また、本規約および Fmと利用者との間の紛争につ

いては、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。 


