HORSMART 利⽤規約
本利⽤規約は、株式会社 EQUINVEST が運営する HORSMART の利⽤条件を定めるもの
とする。HORSMART の利⽤者は本利⽤規約の内容に同意したうえで HORSMART を利
⽤するものとする。

第1章

総則

第1条 （定義）
本利⽤規約における⽤語は以下の定義による。
(1) 運営者：株式会社 EQUINVEST
(2) HORSMART：運営者が運営する、⾺に関するインターネットオークション、イ
ンターネット通信販売その他のサービスを提供するウェブサイト
(3) HORSMART オークション：HORSMART において提供される⾺のインターネッ
トオークションサービス
(4) HORSMART ショップ：HORSMART において提供される HORSMART オーク
ション関連商品のインターネット通信販売サービス
(5) 本サービス：HORSMART において提供されるサービスの総称
(6) 利⽤者：HORSMART において本サービスの提供を受ける者
(7) ログイン情報：運営者から利⽤者に対して付与されるログインＩＤおよびパスワ
ードその他本サービスの提供を受けるために必要となる情報
(8) 知的財産権：特許、実⽤新案登録、意匠登録を受ける権利その他登録を受ける権
利および特許権、実⽤新案権、意匠権、著作権、商標権その他の法律上保護され
る権利ならびに秘匿可能な財産的価値のある技術情報（ノウハウ等）。
第2条 （連絡⽅法）
１

運営者から利⽤者全体に対する本サービスに関する連絡は、HORSMART における表
⽰その他適切な⽅法により周知する。

２

運営者から個別の利⽤者に対する本サービスに関する連絡は、利⽤者が HORSMART
において登録したメールアドレス、LINE アカウントまたは電話番号その他個別の連
絡先宛に⾏う。

第3条 （知的財産権）
本サービスに関する⼀切の知的財産権は運営者または運営者に使⽤を許諾した第三者
に帰属する。利⽤者は、本利⽤規約に定める範囲または運営者が明⽰的に許諾した場合
を除き、知的財産権を使⽤してはならない。

第4条 （免責）
主催者は、本オークションに関し、以下の各号の事由のいずれかにより利⽤者に⽣じた
損害の賠償責任その他の利⽤者に対する責任を負わない。ただし、主催者に故意または
重⼤な過失がある場合はこの限りではない。
(1) 本サービスに関する通信回線またはシステムの障害の発⽣または処理の遅延
(2) 本サービスに関する通信回線またはシステムに対する不正アクセス⾏為
(3) 利⽤者による会員登録情報の誤りまたは事実との不⼀致
(4) 利⽤者による誤操作または誤解による操作
(5) 利⽤者による本利⽤規約または法令に違反する⾏為
(6) 利⽤者によるログイン情報の紛失または漏えい
(7) 第６条（本サービスの内容）による本サービスの追加、変更、制限または廃⽌
(8) 第８条（本サービスの提供中断）による本サービスの提供中断
(9) 第１０条（会員登録の抹消）による会員登録の抹消
(10) 前各号に準じる事由

第2章

本サービスの提供

第5条 （会員登録）
１

HORSMART は会員制ウェブサイトとし、本サービスは HORSMART の会員として登
録され、かつ、適切なログイン情報によってログインした者に対してのみ提供する。

２

HORSMART の会員登録の申込は、HORSMART 会員登録ウェブサイトにおいて、次
の各号に定める登録情報を申込フォームに⼊⼒し、送信する⽅法により⾏う。
(1) ⽒名または名称
(2) 法⼈または団体の場合は代表者の⽒名
(3) 住所または所在地
(4) 電話番号
(5) 電⼦メールアドレス、LINE アカウントその他の連絡先情報
(6) 前各号のほか運営者が⼊⼒を求める情報

３

運営者は、前項の会員登録の申込を審査したうえで、会員登録を承諾する。運営者は会
員登録の申込の審査にあたり、会員登録の申込をした利⽤者に対して登録情報に関す
る資料の提出を求めることができる。

４

会員登録の申込をした者について以下の各号のいずれかに該当する場合、運営者は、当
該会員登録の申込をした者の会員登録の承諾を拒絶することができる。
(1) 反社会的勢⼒への該当または反社会的勢⼒との関与
(2) 利⽤者の情報について虚偽の登録または申告
(3) 未成年者または⾏為能⼒に制限がある者であること
(4) 実在しない法⼈または団体であること

(5) 設⽴中または清算中の法⼈または団体であること
(6) 過去に HORSMART の会員登録の承諾を拒絶されたこと
(7) 過去に HORSMART の会員登録を抹消されたこと
５

会員登録の承諾後に前項各号のいずれかに該当することが判明した場合、運営者は、当
該会員の会員登録の承諾を取り消すことができる。

第6条 （本サービスの内容）
１

本サービスの内容は、本利⽤規約に定めるほか、運営者が HORSMART において提供
する現状によって定まる。

２

運営者は、本サービスの内容の全部または⼀部について、その判断により追加、変更、
制限または廃⽌することができる。

３

利⽤者は、本サービスの提供を受けるための電⼦端末、通信回線を⾃⼰の責任と費⽤負
担により⽤意する。

４

利⽤者は、⾃らの責任において、⾃らのログイン情報を適切に管理する。

第7条 （本サービスの利⽤料⾦）
１

本サービスのうち、HORSMART オークションの利⽤料⾦は、
「HORSMART オークシ
ョン業務規程」において別途定める。

２

本サービスのうち、HORSMART ショップの利⽤料⾦は無償とする。ただし、
HORSMART ショップにおいて販売される商品の販売価格は、各商品の販売ウェブサ
イトにおいてそれぞれ定める。

３

本サービスのうち、本条に定めるほか、本サービスの利⽤料⾦は、運営者が別途定めて
利⽤者に周知する。

第8条 （本サービスの提供中断）
運営者は、以下の各号のいずれかに該当する事由が⽣じた場合、当該事由の解消まで本
サービスの全部または⼀部の提供を中断することができる。
(1) HORSMART に関する通信回線またはシステムの障害の発⽣またはそのおそれ
(2) HORSMART に関する通信回線またはシステムに対する不正アクセス⾏為または
そのおそれ
(3) HORSMART に関する通信回線またはシステムの保守、更新、⼯事またはアップ
デートに伴う作業の必要
(4) 本サービスの内容の全部または⼀部の変更に伴う作業の必要
(5) 暴⾵、豪⾬、洪⽔、落雷、地震、⽕災その他の⾃然災害、戦争、内戦、⾰命、騒乱、
暴動その他の⼈為的な現象、または放射能汚染、航空機の落下および衝突その他の
運営者の責に帰すことのできない事由による事故その他の不可抗⼒

(6) 前各号のほか本サービスの中断が適当であると運営者が判断した事由

第3章

利⽤者の遵守事項

第9条 （利⽤者の禁⽌⾏為等）
利⽤者は、本サービスを利⽤するにあたり、以下の各号のいずれかに該当する⾏為を⾏
ってはならない。
(1) 本利⽤規約または法令に違反する⾏為
(2) 反社会的勢⼒への該当または反社会的勢⼒との関与
(3) 利⽤者の情報について虚偽の登録または申告
(4) 運営者、他の利⽤者または第三者に対する⾝体、⽣命、財産または名誉その他の権
利利益の侵害⾏為
(5) HORSMART に対する不正アクセス⾏為
(6) HORSMART の運営に対する妨害⾏為
(7) 第三者に対して⾃らのログイン情報を使⽤させる⾏為
(8) 第三者のログイン情報または不正なログイン情報を使⽤してログインする⾏為
(9) 第三者に対して本サービスに関する権利を譲渡または担保に供する⾏為
(10) 第三者に対して本サービスに関する義務を引き受けさせる⾏為
(11) 第三者に対して本サービスにおける地位を移転または貸与する⾏為
(12) 前各号の⾏為を援助または助⻑する⾏為
(13) 前各号に準じる⾏為
第10条（会員登録の抹消）
利⽤者が前条に違反した場合または違反したおそれがある場合、運営者は、催告なく、
当該利⽤者の会員登録を抹消し、以後、本サービスの提供を拒絶するとともに、当該利
⽤者が HORSMART に関してすでになした⾏為の全部または⼀部の効⼒を否認するこ
とができる。

第4章

HORSMART オークション

第11条（HORSMART オークション）
運営者は、HORSMART オークションにおける利⽤者の遵守事項およびオークション
のルールについて「HORSMART オークション業務規程」を別途定めるものとし、利
⽤者はこれに従って、HORSMART オークションに参加するものとする。

第5章

HORSMART ショップ

第12条（購⼊⽅法）
１

利⽤者は、HORSMART ショップの当該商品の販売ウェブサイトにおける購⼊ボタン

のクリックその他運営者所定の⽅法によって当該商品の購⼊申込を⾏う。
２

前項による利⽤者の商品の購⼊申込に対し、運営者が当該商品の在庫を確認のうえ電
⼦メールその他の⽅法により承諾の意思表⽰をしたときに、当該商品に関する売買契
約が成⽴する。

第13条（購⼊代⾦の⽀払い）
HORSMART ショップにおいて商品を購⼊した利⽤者は、当該商品の購⼊代⾦を
「HORSMART ショップ特定商取引法に基づく表⽰」に定める⽀払⽅法および⽀払時
期に従って⽀払うものとする。
第14条（返品・交換）
１

HORSMART ショップにおいて商品を購⼊した利⽤者は、当該商品の到着後、次の各
号のいずれかに該当する場合に限り、商品到着後 7 ⽇以内に運営者に連絡することに
より、運営者に対し、当該商品の返品または交換を求めることができる。
(1) 商品が不良品である場合
(2) 発送商品の内容に誤りがある場合
(3) 商品が未開封である場合

２

HORSMART ショップにおいて商品を購⼊した利⽤者が前項により返品を求めた場合、
当該利⽤者が運営者に対する商品の返還を完了するまで、運営者は受領済みの購⼊代
⾦の返⾦を拒むことができる。

３

HORSMART ショップにおいて商品を購⼊した利⽤者が前項により交換を求めた場合、
当該利⽤者が運営者に対する商品の返還を完了するまで、運営者は交換商品の発送を
拒むことができる。

第15条（その他の販売条件）
本利⽤規約に定めるほか、商品の販売価格および販売数量、販売価格以外の費⽤、商品
の発送時期その他の販売条件は、各商品の販売ウェブサイトおよび「HORSMART シ
ョップ特定商取引法に基づく表⽰」において定める。

第6章

その他

第16条（本利⽤規約の変更）
１

運営者は、次の各号に定める場合、本利⽤規約を変更する旨および変更後の内容ならび
にその効⼒発⽣時期を HORSMART における表⽰その他適切な⽅法により周知するこ
とにより、本利⽤規約を変更できる。
(1) 本利⽤規約の変更が、利⽤者の⼀般の利益に適合するとき
(2) 本利⽤規約の変更が、本利⽤規約を定める⽬的に反せず、かつ、変更の必要性、変

更後の内容の相当性およびその内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的
なものであるとき
２

前項による本利⽤規約の変更後も利⽤者が HORSMART の利⽤を継続した場合、変更
後の本利⽤規約の各条項について同意があったものとみなし、本利⽤規約の変更の効
⼒発⽣時期から変更後の本利⽤規約が適⽤される。

第17条（準拠法および裁判管轄）
本利⽤規約は⽇本法に従って解釈するものとし、HORSMART に関する利⽤者と運営
者との間の訴訟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する。
附則
施⾏⽇
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