申込日：

年

月

日

ゲンダイエージェンシー株式会社 御中

ぱちんこ広報室ご利用申込用紙
項目

概要

貴社名
〒

本社所在地
代表者名/役職名
ご担当者
部署/お名前
お名前

記事掲載結果ご報告先
メールアドレス

＠

お申込み概要
ご利用コース

□

配信 1 回コース 3 万円

□

配信 2 回コース 5 万円

□

配信 3 回コース 7 万円

アップし放題 定額コース
□

半年契約/ 月額 10 万円

□

一年契約/ 月額 9 万円

ご利用期間

年

月 ～

年

月

裏面記載の利用規約に同意し、ぱちんこ広報室の利用を申し込みます。
住

所：

社

名：

代表者：

<お問い合わせ>
ゲンダイエージェンシー株式会社
TEL: 03-5358-3334
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ぱちんこ広報室配信利用規約

第１条（はじめに）
１ ゲンダイエージェンシー株式会社（以下「当社」といいま
す。
）は、以下に定める利用規約（以下、
「本規約」といいま
す。
）に従いプレスリリース配信代行等の広報支援サービス「ぱ
ちんこ広報室」を運営するものとします。
２ 本サービスを利用する法人（各種団体等を含むものとしま
す。以下同じ。
）は、本規約にすべて同意するものとします。
第２条（定義）
次の各号で定める用語の意味は、当該各号で定める通りとし
ます。
（１）
「本サービス」とは、当社が提供するプレスリリース配信
代行等の広報支援サービス「ぱちんこ広報室」をいいま
す。
（２）
「本サイト」とは、
「http://p-koho.jp」など、そのドメ
インが「p-koho.jp」である本サービスに関連するサイト
をいいます。
（３）
「会員」とは、本サービスの利用を申し込み、当社が会員
として入会を認めた法人をいいます。
第３条（本規約の変更）
事務局は、会員に対し事前の通知なく、必要に応じて本規約
を変更できるものとします。本規約を変更した場合、本サービ
スに関する一切の事項は変更後の規約によるものとします。
第４条（配信コース）
１ 個別の配信依頼に先立ち、会員は、以下各号のいずれかの利
用コースを選択し、当社に対して利用の申し込みをするものと
します。申し込み方法は当社が別途定める方法によるものとし
ます。
（１）配信１回コース・・・利用料金３万円（税別）
（２）配信２回コース・・・利用料金５万円（税別）
、有効期間
３ヶ月
（３）配信３回コース・・・利用料金７万円（税別）
、有効期間
３ヶ月
（４）無制限コース（半年間）
・・・利用料金月額10 万円、申
込日より半年間の契約
（５）無制限コース（１年間）
・・・利用料金月額９万円、申込
日より１年間の契約
２ 会員は、無制限コース（半年間）および無制限コース（１年
間）の途中解約はできません。
３ 第１項の申し込み完了後、会員は、次条に従い個別の配信依
頼を行うものとします。

第５条（個別の配信依頼）
１ 会員は、プレスリリースの配信希望日の20 日前までに、当社
指定の配信依頼シートに必要事項を記載し、必要に応じて画像
等を添付して当社指定のメールアドレスに対し配信依頼シート
を送信することにより、プレスリリースの配信を依頼するもの
とします。
２ 前項の申込は、当社が依頼を承諾する旨を会員へ通知した時
点で完了するものとします。
３ 当社は、第１項の依頼内容に基づきプレスリリースの原稿
（以下「配信原稿」といいます。
）を作成した上で会員に提示
し、会員は修正依頼または校了を行い、修正依頼を行った場
合、当社は修正した配信原稿を会員に提示し、会員から校了さ
れるまでこれを行います。なお、理由を問わず校了期限までに
会員が校了しなかった場合、配信が遅延もしくは中止となるこ
とならびにかかる場合であっても利用料金の減額および返金は
されないことを会員は了承します。
４ 前項に規定する会員の校了後、当社は、配信希望日に本サー
ビスからのプレスリリースの受領を希望する各種媒体（以下
「配信先メディア」といいます）に対し配信を行うとともに、
本サイトに掲載します。ただし、配信および掲載の時間は、希
望に沿えない場合があることを会員は承諾します。
５ 会員は、配信先メディアの判断により、配信したプレスリリ
ースまたはそれに基づく記事等が配信先メディアに掲載されな
いことがあることを承諾します。
６ 会員は、配信先メディアが掲載する記事の内容、大きさおよ
び掲載時期等は、全て掲載先メディアの判断に基づき決定され
ることおよびそれらついて一切指示または指定等ができないこ
とならびに客観的かつ合理的に会員の信用を毀損すると判断さ
れる場合を除いて掲載先メディアに対し苦情等を申し立てない
ことを承諾します。
第６条（利用料金の支払い）
１ 当社は、毎月末日時点での会員の本サービスの利用料金（キ
ャンセル料を含む。
）を集計し、会員に対し請求書を発行しま
す。

２ 会員は、前項の請求書の内容に従い、請求書発行月の末日ま
でに当社の指定する口座への銀行振込にて支払うものとしま
す。なお、振込手数料は会員の負担とします。
第７条（掲載調査の報告）
１ 当社は、配信したプレスリリースについて配信先メディアに
おける掲載状況の調査を行うものとします。ただし、合理的な
理由により取得困難であると当社が判断した情報や記事につい
ては調査範囲から除くものとし、掲載結果を漏れなく報告する
ことを保証するものではないことを会員は了承するものとしま
す。
２ 会員は、掲載調査の結果を利用する場合には、自己の責任に
おいて利用するものとし、当社は会員の掲載結果の使用に関し
て、いかなる場合においても一切の責を負わないものとしま
す。
第８条（キャンセル料）
会員は、本サービスの利用を途中で解約する場合、次の各号
のコースごとに規定する条件に従いキャンセル料を支払うもの
とします。
（１）全コース共通
（ⅰ）配信依頼を行い、配信原稿を当社が提示する前に解約
をした場合、１万円
（ⅱ）配信依頼を行い、配信原稿を当社が提示した後に解約
をした場合、２万円
（ⅲ）校了後、配信前に解約した場合、３万円
（２）配信２回サービス
（ⅰ）１回目の配信を途中解約し、２回目の配信全ての解約
をした場合、第１号の条件に従った金額（２回目の配
信解約についての違約金は発生しません）
（ⅱ）１回目の配信を行い、２回目の配信全ての解約をした
場合、３万円
（ⅲ）１回目の配信を行い、２回目の配信を途中解約した場
合、２万円に２回目の配信について第１号の条件に従
った金額を合計した金額
（３）配信３回サービス
（ⅰ）１回目の配信を途中解約し、２回目以降の配信全ての
解約をした場合、第１号（ⅰ）から（ⅲ）の条件に従
った金額（２回目以降の配信解約についての違約金は
発生しません）
（ⅱ）１回目の配信を行い、２回目以降の配信全ての解約を
した場合、３万円
（ⅲ）１回目の配信を行い、２回目の配信を途中解約し、３
回目の配信全てをキャンセルした場合、２万円に２回
目の配信について第１号の条件に従った金額を合計し
た金額（３回目の配信解約についての違約金は発生し
ません。
）
（ⅳ）２回目の配信を行い、３回目の配信全ての解約をした
場合、５万円
（ⅴ）２回目の配信を行い、５万円に３回目の配信を途中解
約した場合、第１号の条件に従った金額を合計した金
額（ただし上限を７万円とします。
）
第９条（配信拒否）
１ 当社は、会員の申し込んだプレスリリースの内容が次の各号
に該当する、もしくは該当する疑いがあると判断した場合、申
し込みまたは依頼の受け付けもしくはプレスリリースの配信を
拒否することができるものとします。
（１）虚偽または虚偽である可能性が高いと認められる場合。
（２）当社または第三者のプライバシーまたは営業秘密、名誉
または信用等を侵害している場合もしくは侵害する可能
性が高いと認められる場合。
（３）当社または第三者の著作権その他の知的財産権を侵害し
ている場合もしくは侵害する可能性が高いと認められる
場合。
（４）苦情、クレームまたは訴訟等に関するものである場合。
（５）風俗やアダルト、出会い系、わいせつ等に関するもので
ある場合。
（６）他人に不快感を与える可能性のある言葉、文章、画像そ
の他の表現が含まれる場合。
（７）人種、民族、性別、社会的身分、出身、居住場所、身体
的特徴その他差別に繋がる表現もしくはその可能性があ
る表現が含まれる場合。
（８）ねずみ講またはマルチ商法等の違法な活動に関するもの
である場合。
（９）政治的または宗教的活動もしくはこれらに対する勧誘が
記載されている場合。
（10）法律、条例その他の法令で禁止されている行為または違
反となる行為を連想させる場合。
（11）公序良俗に反する場合。
（12）本サービスもしくは当社または当社グループ企業の運営
する事業と競合する場合。
（13）その他理由を問わずプレスリリースとして相応しくない
と当社が判断した場合。
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２ 前項に基づき当社がプレスリリースの配信を拒否した場合で
あっても、当社は、会員に対し配信の拒否に関する理由を開示
する義務を負わないものとします。
３ 当社は、既に配信したプレスリリースが本条第１項各号のい
ずれかに該当すると判明した場合、当該プレスリリースを本サ
イトから削除するとともに、配信先メディアに対し当該プレス
リリースの掲載取りやめ等について推奨できるものとします。
４ 前各項により、掲載先メディアまたは第三者から損害の賠償
を請求された場合、当社は一切の責を負わず、会員が当該損害
に対し賠償を行うものとし、当社が賠償を行った場合には、会
員はその賠償額を補償するものとします。
第 10 条（同意および保証）
１ 会員は、当社に送付した配信依頼シートの内容および画像等
（以下「配信資料」といいます。
）について、当社が、配信およ
び本サイト内での使用ならびに当社内での保存等のために複製
および加工等を行うこと作成をすることに同意するものとしま
す。
２ 会員は、配信資料について次の各号に該当する事項について
保証するものとします。
（１）すべて会員の所有または所有者から本サービスにおける
使用について許可を得ているものであること。
（２）第三者の著作権、商標権、意匠権、その他の知的財産
権、財産権またはプライバシーに関わる権利等の各種権
利を侵害するものではないこと。
（３）当社または第三者に危害を与えるプログラム等を含まな
いこと。
（４）適用される法令等に従い作成されたものであること。
第 11 条（知的財産権等）
１ 本サービスにより配信された、もしくは本サイトに掲載され
た文章、画像またはその他データ等の情報の権利の所属につい
ては、当社、会員もしくはその他正当な権利を有する第三者に
帰属します。
２ 会員は、当社がプレスリリース、配信資料およびそれに付
帯するすべての情報を自己の社内資料として蓄積することな
らびに本サイトに掲載することにつき異議を述べないものと
します。
３ 会員は、配信先メディアに配信したプレスリリースおよび
それに付帯するすべての情報に関して、各配信先メディアお
よび事務局がこれを自由に利用すること（加工、保存、破
棄、掲載を含む）を許諾し、一切の異議を唱えないものとし
ます。
第 14 条（問い合わせ対応）
会員は、プレスリリースおよび配信資料に関する配信先メデ
ィアからの問い合わせ等に自ら対応するものとし、原則として
当社は一切の対応をしないことに同意します。
第14 条（免責事項）
１ 当社は、本サービスにおいて会員の依頼により当社が配信を
行なったプレスリリースにより損害を被った第三者に対して一
切の責を負わないものとし、当社が第三者から苦情等を受けた
場合、遅滞なく会員にその旨を告知するものとし、会員は、自
己の責任と費用でこれに対処するものとします。
２ 当社は、通信回線や機器の不具合等の当社の責に依らない原
因による配信時間の遅延、プレスリリースの未到達または判読
不能状態等について、一切の責を負わないものとします。
３ 当社は、会員のプレスリリースの配信先メディアにおける掲
載の有無、掲載された記事の内容、大きさおよび掲載時期等な
どその利用の全てについて一切の責を負わないものとします。
４ 本サービスを媒介とした会員相互間または会員と第三者間の
一切の取引および紛争等に関して、当社は関知せず一切の責を
負わないものとします。
５ 当社が会員に対し何らかの法的責任を負うことになった場
合、その責任の範囲は、原因となったプレスリリースに関して
会員より支払を受けた利用料金を限度とします。
第15 条（準拠法）
本規約は、日本法に基づき解釈されるものとします。
第 16 条（専属管轄裁判所）
本規約および本サービスについて訴訟が生じた場合、東京簡
易裁判所ないし東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とし
ます。
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【配信依頼シート】
項目

概要

会社基本情報 ※1 ページ目と同様の場合、記入の必要はありません
貴社名
タイトル
本社所在地

〒

企業サイト
代表者名/役職名
問い合わせ先
ご担当者
記事概要
日時
場所
内容の概略

記事にしてもらい
たいポイント

添付物

□写真データ

点

※ご用意いただけるも

□一般公開可能な配布物：パンフレット

のにチェックをお願い

□企画書

します

その他：

点

リリース配信
配信希望日時

□あり

年

日 午前・午後 00：00

月

□希望日時なし

※配信希望日時のご指定がない場合は、校正終了後、配信いたします
配信ジャンル

２回コース

□業界誌 □一般メディア □ファン雑誌

１

２

３回コース

１

２

３
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