利用規約

株式会社AGRI SMILE（以下「当社」といいます。）が企画し、当社が運営管理する農業技術指導
のDXサービス「AGRIs by JA」 （以下「当アプリ」といい、当アプリで提供されるサービスを「本
サービス」といいます。）における、利用規約（以下「本規約」といいます。）を、以下のとおり定めま
す。

第１条（規約の適用）
1. 本規約は、本サービスをご利用になる方（以下｢会員｣といいます。）が本サービスをご利
用される際の条件を定めたものであり、会員は本規約の他、プライバシーポリシー及び当
アプリに記載される内容に従い本サービスをご利用いただきます。
2. 本サービスは、本規約についてご承諾いただいた会員に対してのみ提供いたします。会
員は本サービスを利用することにより、本規約に同意をしたものとみなします。
3. 本サービスについては、本規約の他、当アプリにそのルールを定める場合があり、上記
当アプリに定めたルールは本規約の一部を構成します。
4. 本規約に定める内容と当アプリに定めるルールが異なる場合については、当アプリに定
めるルールが優先して適用されます。
第２条（規約の変更）
1. 当社は、会員の一般の利益に適合する場合又は本規約の変更が、契約をした目的に反
せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性及びその内容その他の変更に係る
事情に照らして合理的なものである場合等相当の事由があると認められる場合には、民
法548条の4の規定に基づき、本サービスの目的の範囲内で、本規約及び当アプリに定
めるルールの内容を変更できるものとします。
2. 当社が、前項の定めに基づいて本規約または当アプリに定めるルールの変更を行う場合
は、変更後の利用規約の内容を、弊社が運営するウェブサイト内または当アプリ内の適
宜の場所への掲示をする等により、会員に周知するものとし、この周知の際に定める相
当な期間を経過した日から、変更後の本規約が適用されるものとします。
3. 会員は、第1項により本規約及び当アプリに定めるルール等の変更が行われた後に、本
サービスを利用した場合には、本規約の変更に同意をしたものとみなされます。なお、本
規約の変更に同意しない会員は、本サービスの利用を停止してください。
4. 当社は、第1項の定めに基づかずに本規約の変更を行う場合は、変更後の本規約の内
容について、各会員から個別に同意を得るものとします。この場合も、変更後の本規約の
内容を、第2項の定めに従い周知します。
第３条（サービスの内容）
1. 本サービスは、当社が運営管理するウェブサイトにおいて提供するサービス、当アプリに
おいて提供するサービス及びこれらに付帯する当社のサービスからなるものであり、会員
はこれらのサービス仕様を事前に確認し、承諾のうえ本サービスを利用するものといたし
ます。なお、本サービスの提供は、日本国内に限定いたします。
2. 本利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

1. 本サービス：基本的な栽培技術や農薬の使用基準、JAからのお知らせを生産者
がオンラインで確認できるサービス（理由の如何を問わずサービスの名称または
内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含みます。）
2. 当社ウェブサイト：そのドメインが「https://ja.agri-smile.app/」である当社が運営
するウェブサイト（理由の如何を問わず当社のウェブサイトのドメインまたは内容
が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。
3. 外部サービス：他の事業者が提供している当社所定のサービスで、本サービス
の実施に利用されるサービス
4. 外部事業者：外部サービスのサービス提供者
5. 外部利用規約：会員と外部事業者との権利関係を定める規約
3. 当社は、会員に事前に通知することなく、本サービスの内容の全部又は一部を変更又は
追加することができます。ただし、当該変更又は追加によって、変更又は追加前の本サー
ビスのすべての機能・性能が維持されることを保証するものではありません。
第４条（会員の責任）
1. 会員は、当社が本サービスにおいて提供する情報の信頼性、解釈等については、会員ご
自身の責任で判断するものとし、当社は責任を負わないものとします。
2. 会員が、当該情報に基づいて、会員自身で栽培、養育その他農業に関する行為を行うま
たはこれを第三者に教示し何らかの損害が生じた場合であっても、会員自身がその責任
を負うものとし、当社は目的への適合性、完全性、正確性、有用性等を含め保証を行わ
ず、会員または第三者に対して責任を負わないものとします。
3. 会員は、本サービスの提供に関して知り得た当社の秘密情報（本サービスに関するノウ
ハウ、技術上又は営業上の一切の秘密情報を含みます。）を、厳重かつ適正に管理する
ものとし、当社の事前の書面による同意なく第三者に開示、提供及び漏洩しません。
第５条（データ通信回線の利用）
1. 会員は、本サービスを利用するために、自己の責任と費用負担において通信機器、ソフト
ウェア及び公衆回線等（以下「通信設備等」といいます。）を準備するものとします。
2. 会員は、当アプリの利用に支障をきたさないよう、通信設備等を自己の責任において維
持管理するものとします。また、会員は、本サービスの利用に際し、通信事業者との間で
発生する本サービス接続に関する諸費用を自己の責任において管理及び負担するもの
とします。

第６条（利用申込）
1. 本サービスの利用を希望する方（以下「希望者」といいます。）は、本項以下の条件に従
い会員登録を行います。
2. 希望者が、前項に定める会員登録の申込（以下「本申込」といいます。）をする場合には、
次の各号のいずれかの方法で、ご自身に関する真実かつ正確な情報を当社に送信して
いただきます。
1. 当社が定めるウェブフォームより会員の登録を行う方法
2. 希望者が所属する団体に利用登録の意思表示を行い、当該団体が当社所定の
「利用申込書」を当社に提出する方法

3. 希望者が所属する団体に利用登録の意思表示を行い、当該団体が当社指定の
代理店に「ライセンス購入申込書」を提出するとともに、当社所定の「利用申込
書」を当社に提出する方法
3. 当社は、前項に定める本申込に関する情報を受信し、同申込にかかる必要な審査を行い
ます。当社が本条第５項に定める会員登録の申込みについて承諾した方で、かつ当社と
の間で送受信が可能な電子メールアドレスを所有している方が会員として登録され、本
サービスを利用できるものとします。
4. 当社は、前項の審査の際及び会員登録後、希望者または会員に対し、本サービスに基
づく事項について、ご連絡させて頂く場合があります。
5. 当社が、希望者に対し、前項の審査により本申込を承諾する場合、本サービス利用のた
めの当社所定のＩＤ及びパスワード等（以下「認証情報」といいます。）を当社が定める所
定の方法により送信いたします。当社が希望者に対し認証情報の送信をしたことをもっ
て、当社は希望者の本申込を承諾（以下「本承諾」といいます。）したものとみなします。な
お、会員は、認証情報の使用及び管理について一切の責任を持ち、適切に管理していた
だくものとします。
6. 会員は、認証情報の盗難、紛失、失念または第三者による利用等を知得した場合、直ち
に当社に通知するものとします。
7. 前項の通知前に、会員に生じた損害については、当社は責任を負いません。
8. 当社は、会員による認証情報の管理不行き届き、第三者による認証情報の不正使用等
により当該会員に生じた損害について責任を負いません。
9. 当社は、本条第2項に基づき本申込をした希望者が、次の各号のひとつにでも該当する
と判断した場合、本承諾をしない場合があります。また、当社による本承諾後、会員が次
の各号のひとつにでも該当すると当社が判断した場合、当社は、当該会員にあらかじめ
通知することなく、当該会員に対して会員登録の抹消、本サービスの停止、及び認証情
報の無効化等（以下「本抹消等」といいます。）を行うことができるものとします。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

会員が本規約を遵守しない場合。
希望者が本サービスの利用に必要な通信設備等を準備できない場合。
希望者へのサービスの提供が技術上困難な場合。
希望者または会員が実在しないことが判明した場合。
希望者または会員が、過去に本規約の違反等により会員資格の停止・取り消し
を受けていることが判明した場合。
本申込における当社への登録情報に、虚偽記載、誤記、記載漏れ等があった場
合。
希望者または会員が第１３条のひとつにでも該当する場合。
希望者または会員が成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであ
り、本申込の際に、法定代理人、保佐人または補助人の同意を得ていなかった
場合。
希望者または会員が死亡したことが判明した場合。
会員が、当社所定の期間本サービスの利用等を行った形跡が認められない場
合。
前各号の他、当社が本承諾または本サービスの利用資格等を与えることを不適
当と判断した場合。

10. 会員による本サービスの利用に際し、当社が、本承諾をした会員の認証情報と、当該会
員が入力した認証情報とを照合し、当社所定の方法により一致することが確認できた場
合、当社は、当該会員による本サービス利用を会員本人による正当な権限のある本サー
ビス利用として取り扱います。当社は、当該本サービス利用によるトラブルまたは生じた
損害については、責任を負わないものとします。

11. 会員が、本サービス利用の終了（以下「退会」といいます。）を希望する場合、当社所定の
方法により当社への届出を行うものとします。なお、上記退会の届出を行った会員は、退
会時に全ての本サービスに関する権利を失うものとします。
第７条（退会）
会員が、本サービス利用の終了（以下「退会」といいます。）を希望する場合、当社所定の方法に
より当社への届出を行うものとします。なお、上記退会の届出を行った会員は、退会時に全ての
本サービスに関する権利を失うものとします。
第８条（本サービスの一時中断、中止、終了等）
1. 当社は、次の各号のひとつにでも該当する事由が生じた場合、会員にあらかじめ通知す
ることなく、本サービスの全部または一部の提供を一時中断することができるものとしま
す。この際、会員に損害が発生した場合であっても、当社は責任を負わないものとしま
す。
1. 本サービス用設備の定期保守、緊急保守等を行う場合。
2. 本サービス用設備の障害発生への対応を行う場合。
3. 地震、火災、噴火、津波、洪水、その他風水害等の災害、停電、戦争、事変、暴
動、テロ行為、労働争議、示威運動、その他第三者の行為等により、本サービス
の提供ができないと当社が判断した場合。
4. 前各号の他、当社が本サービスの運用上または技術上、本サービスの一時中断
が必要と判断した場合。
2. 当社は、当社が必要と判断した場合、会員への事前の通知なくして、本サービスの全部
または一部を終了させることができるものとします。
第９条（広告・リンク）
当アプリには、第三者のＷｅｂサイト（以下「第三者サイト」といいます。）へのリンクが表示されてい
る場合がありますが、当社は外部サービスを管理しておりません。会員は、前項に定めるリンク先
との取引（契約条件、利用条件、売買条件等を含みますがこれらに限られません）については、当
該リンク先との間で、自己の責任において行っていただきます。なお、当社は、会員による前項の
取引に起因して会員または第三者が被った損害について、責任を負わないものとします。
第１０条（個人情報の取り扱い）
当社が取得する会員個人に関する情報（以下「個人情報」といいます。）の取り扱いは、当社の
「プライバシーポリシー」等の定めに従うものとします。
第１１条（再委託）
当社は、本サービスに係る業務の全部または一部を、当社の責任において第三者に再委託する
ことができるものとします。
第１２条（権利帰属）

1. 当社から会員に対して提供される本サービスの情報（以下「提供情報」といいます。）に係
る所有権及び知的財産権その他一切の権利は、全て当社又は当社にライセンスを許諾
している者に帰属しており、別途書面により定める場合を除き、会員は本規約に基づき当
社又は当社にライセンスを許諾しているものより何等の権利の移転を受けるものではあり
ません。
2. 会員は、登録情報または投稿情報について、自らがデータ登録または送信することにつ
いての適法な権利を有していること、及び登録データが第三者の権利を侵害していない
ことについて、当社に対して表明し、保証するものとします。
第１３条（禁止事項）
会員は、本サービスの利用において次の各号に定める行為を行ってはならないものとし、当該行
為が認められた場合、当社は会員に対して本抹消等を行うことができるものとします。
1. 本規約、法令若しくは公序良俗に反する行為、またはそのおそれのある行為。
2. 犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
3. 他の会員、第三者または当社の財産、信用、プライバシー、名誉を侵害するまたはその
おそれのある行為。
4. 他の会員、第三者または当社の知的財産権を侵害する、またはそのおそれのある行為
（アーカイブ、複製、頒布、改ざん、展示、上演、出版、使用許諾、二次的著作物の創出、
販売申し出、または使用等 (本規約において明示的に認められている場合を除きま
す)）。
5. 他の会員、第三者または当社に不利益及び損害を与える行為、またはそのおそれのあ
る行為。
6. 事実に反する若しくは事実に反する可能性のある情報を送信投稿、掲示する行為ならび
に他の会員、第三者または当社を誹謗中傷する行為。
7. 本サービスのコンテンツ保護を回避、除去、変更、無効化、悪化その他妨害せず、本サー
ビスへのアクセスのためにロボット、スパイダー、スクレイパーその他の自動化手段を使
用せず、本サービスを通じてアクセス可能なソフトウェアまたはその他の製品若しくはプロ
セスの逆コンパイル、リバースエンジニアリングまたは逆アセンブルを行わず、いかなる
形であれ、本サービスにコード若しくは製品を挿入せず、そのコンテンツを操作せず、ま
た、いかなるデータマイニング、データ収集若しくは抽出方法をも利用しないものとしま
す。
8. 他の会員、第三者に対する営利を目的とする行為（広告、宣伝、勧誘等を含むがこれに
限られない。）若しくは結びつく行為またはそれらのおそれのある行為。
9. 本サービスに関連する権利を第三者に譲渡、貸与、使用、売買、質入、担保する、または
これらに類する一切の行為。
10. 本サービスの運営を妨害または本サービスの信用をき損する行為。
11. １人の人物が複数の会員登録を行う行為。
12. 既に掲載されている投稿情報と同類の投稿情報を投稿する行為。
13. 他の会員、第三者または当社になりすまして本サービスを利用する行為。
14. 本サービスを通じて有害なコンピュータプログラム等を送信または他の会員、第三者が受
信可能な状態とする行為。
15. 本サービスに接続している他のコンピュータ、システム、サーバー等不正アクセスを行う
行為またはそのおそれのある行為。
16. 前各号に定める行為を助長する行為。
17. 前各号の他、当社が不適切と判断する行為。
第１４条（料金の支払い）

1. 会員は、当社指定の代理店を通じて申し込みをした場合又は会員が所属する団体を通じ
て申し込みをした場合には、当該代理店又は所属する団体が別途定める方法により所定
の料金を支払うこととします。
2. 会員は、当社に対し料金の支払いが発生する場合には、本サービスの利用料金及び消
費税等を当社が承認したクレジットカード会社が発行するクレジットカードにより、クレジッ
トカード会社の会員規約に基づき一括して支払いを行うこととします。
3. 会員の名義人と、クレジットカードの名義人は同一であることを条件とします。
4. 会員のクレジットカードが失効その他の事情により、本条第２項のクレジットカード決済が
不能となった場合、会員は当社の指定する方法により、直ちに利用料金を支払うものとし
ます。
5. 前項の定めにより銀行振込により支払う場合は、振込手数料は会員の負担とします。
6. 会員と当該クレジットカード会社の間で料金その他の債務を巡って紛争が生じた場合、当
該当事者間で解決するものとし、当社は責任を負いません。
7. 当社は、本規約に別段の定めがない限り、受領した利用料金を返還する義務を負いませ
ん。
8. 会員が、本サービスの利用料金等を所定の支払期日が過ぎてもなお支払わない場合、
会員は、所定の支払期日の翌日から支払い日の前日までの日数に、年14.6％の利率で
計算した金額を遅延損害金として支払います。
第１５条（届出事項）
1. 会員は、本申込に基づく当社への登録情報について変更が生じた場合、直ちに当社所定
の手続き及び方法により、変更の届出を行なうものとします。
2. 前項の届出が遅滞したことや届出を行わなかったことが原因で、会員に生じた損害につ
いては、当社は責任を負いません。
第１６条（免責事項）
1. 当社は、本規約が別途定めない限り、本サービスの利用に関連して会員または第三者に
生じた損害について、賠償責任を負わないものとします。
2. 当社は、会員が本サービスの利用に伴い入手した情報等に関連した次の各号に定める
事項について、賠償責任を負わないものとします。
1. 本サービスが、障害、不具合またはエラーのないものであること。
2. 本サービスを通じて会員が入手する情報、サービスまたは商品等が会員の期待
を満足させるものであること。
3. 本サービスが会員の目的または要求を満たしていること。
3. 当社が本規約、ガイドライン等に基づき、投稿情報を削除若しくは修正、会員登録の抹
消、本サービスの停止若しくは認証情報の無効化したことに関連して、会員または第三
者に生じた損害について、賠償責任を負わないものとします。
4. 当社は、会員が本サービスの利用に関して使用する通信設備・機器、ソフトウェア等につ
いては、その動作保証を行わず、通信設備等に関して会員または第三者に生じた損害に
ついて、賠償責任を負わないものとします。
5. 当社は、本サービスが全ての通信設備等及び通信設備等のＯＳのバージョンに対応して
いることを保証するものではなく、本サービスの利用に供する通信設備等のＯＳのバー
ジョンアップ等に伴い、本サービスの動作に不具合が生じる可能性があることにつき、会
員はあらかじめ了承するものとします。当社は、かかる不具合が生じた場合に当社が行う

6.
7.

8.

9.
10.

プログラムの修正等により、当該不具合が解消されることを保証するものではありませ
ん。
当社は、会員の認証情報が第三者に使用されたことにより、当該会員または第三者が
被った損害については、当該会員の過失がなかった場合といえども責任を負いません。
当社は、本規約が別途定めない限り、本規約の改定または変更、本規約に基づく本サー
ビスの変更、追加、一時中断、停止または本サービスの全部または一部の終了、会員の
データの消失等が発生したことに関連して会員または第三者に生じた損害について、賠
償責任を負わないものとします。
当社は、会員その他のいかなる者に対しても本サービスの提供に必要な設備の不具合・
故障、第三者による不正侵入、商品取引上の紛争、天災、地変、火災、ストライキ、通商
停止、戦争、内乱、疫病・感染症の流行その他の不可抗力その他原因の如何を問わず、
責任を負わないものとします。
本サービスは、外部サービスと連携する場合がありますが、かかる連携を保証するもの
ではなく、本サービスにおいて外部サービスと連携できなかった場合でも、当社は責任を
負いません。
本サービスが外部サービスと連携している場合において、会員は外部利用規約を自己の
費用と責任で遵守するものとし、会員と当該外部サービスを運営する外部事業者との間
で紛争等が生じた場合でも、当社は当該紛争等について責任を負いません。

第１７条（損害賠償）
1. 会員は、本サービスの利用に関連して、第三者から苦情の申出、損害賠償の請求等を受
けた場合、これら申出、請求等についてはすべて会員の責任及び費用負担をもって解決
にあたることに同意するものとします。
2. 会員が本規約に反し、または不正に本サービスを利用することにより当社が損害を被っ
た場合、当社は、当該会員に対して当該損害（逸失利益及び弁護士費用を含みます。）
の請求を行うことができるものとします。
3. 第三者が当社に対し、会員による本サービスの利用に関連して、苦情の申出・損害賠償
の請求等をした場合、当社は、当該会員に対して、当社が当該申出・請求等に対して要し
た費用（逸失利益及び弁護士費用を含みます。）を請求できるものとします。
4. 次項を除く本規約の他の定めにかかわらず、当社は、当社の帰責事由により会員に損害
を与えた場合、次の各号に定める範囲でのみその損害を賠償する責任を負います。
1. 当社の故意または重過失による場合は、当該損害の全額とします。
2. 当社の軽過失による場合は、現実かつ直接に発生した通常の損害（逸失利益及
び弁護士費用を除きます。）の範囲内とし、かつ1万円を上限とします。
5. 前項にかかわらず、会員が法人である場合または個人が事業として若しくは事業のため
に本サービスを利用する場合には、当社に故意または重過失のない限り、本サービスに
関連して当該会員が被った損害につき当社は一切の責任を負いません。なお、当社が損
害を賠償する場合は、損害発生日から直近６ヶ月間の期間に会員から現実に受領した本
サービスの利用料金の総額を上限とします。
第１８条（通知）
1. 当社から会員への通知または催告は、当社が、次の方法で会員が通知または催告に係
る情報を閲覧できる状態に置くことによって行います。

1. 会員が当社に登録した電子メールアドレスに当該情報を記録した電子メールを
送信する方法
2. 本サービスに関する当アプリに当該情報を掲示する方法
3. 会員のスマートフォンその他の端末にプッシュ通知を配信する方法
2. 当社が、会員登録の際に当社に申告された電子メールアドレス（会員より変更の届出が
あった場合は、当該変更届出後の電子メールアドレス）に電子メールを送信する方法で
通知または催告を行なった場合は、当該通知または催告は即時に会員に到達したものと
みなします。
3. 当社が、当アプリに掲示する方法で通知または催告を行った場合は、通知または催告に
係る情報が当アプリに掲載された時に会員に到達したものとみなします。
第１９条（反社会的勢力の排除）
1. 会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴
力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力
集団等、その他これらに準ずる者（以下総称して「暴力団員等」といいます。）に該当しな
いこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当
しないことを保証します。
1. 暴力団員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
2. 暴力団員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
3. 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える
目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有す
ること
4. 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしている
と認められる関係を有すること
5. 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難される
べき関係を有すること
2. 会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれにも該当する行為を行わないこと
を確約します。
1.
2.
3.
4.

暴力的な要求行為
法的な責任を超えた不当な要求行為
取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手
方の業務を妨害する行為
5. その他前各号に準ずる行為
3. 当社は、会員が、暴力団員等若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号
のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定にもとづく表明・保証に関して虚偽の
申告をしたことが判明した場合には、自己の責に帰すべき事由の有無を問わず、会員に
対して何らの催告をすることなく本抹消等を行うことができます。
4. 当社は、前項により本抹消等を行った場合、会員に損害が生じたとしても当社は責任を
負いません。
第２０条（準拠法）

本サービス、本規約に関する準拠法は日本法とします。
第２１条（合意管轄）
本サービス、本規約に関して、当社と会員の間に生じた紛争については、訴額に応じて東京簡易
裁判所または東京地方裁判所をもって第一審の専属管轄裁判所とします。

