
Zaif INO 利用規約 

本規約は、株式会社カイカフィナンシャルホールディングス（以下「当社」といいます。）が
提供する「本サービス」（第1条（定義）第9号に定義します。）に関する利用条件を定めるも
のです。本サービスを利用する場合は、本規約および当社が別途定めるプライバシーポリシー
（以下「本プライバシーポリシー」といいます。）の内容をよくお読みください。本規約にご
同意いただけない場合には、本サービスをご利用いただくことはできません。 

第１条（定義） 
1. 本規約上で使用する用語の定義は、次に掲げる通りとします。 
（1）購入者 

本サービスにおいて本NFTを購入する利用者をいいます。 
（2）出品者 

本NFTを自らの名義で生成し、本サービスにおいて出品する利用者をいい、当社が出品す
る場合には当社を意味します。 

（3）知的財産権 
著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産に関して法令により定め
られた権利又は法律上保護される利益に係る権利（これらの権利を取得し、またはこれら
の権利につき登録等を出願する権利を含みます。）をいいます。 

（4）本ウェブサイト 
本サービスに関して当社が提供するウェブサイトをいいます。 

（5）本NFT 
本サービスにおいて取引の目的となるNFT（Non-Fungible Tokenの略称であり、他の技術
と組み合わせることで一定のデジタルデータおよび当該デジタルデータを利用、譲渡する
権利（デジタルデータに係る知的財産権は除きます。）を保有していることを示す、ブロ
ックチェーン・ネットワーク上で生成される非代替性トークンをいいます。以下同じで
す。）をいいます。 

（6）本サービス 
当社が提供する、NFTの販売を希望する利用者とNFTの購入を希望する利用者をマッチング
させるサービスをいいます。 

（7）出品者規約 
利用者が本サービスにおいて本NFTを出品する際に遵守すべき事項を定めた個別規定をい
います。 

（8）本販売代金 
出品者が本サービスにおいて本NFTを出品する際に掲載する本NFTの販売価格をいいます。 

（9）利用者 
本サービスを利用する者をいいます。なお、本サービスを利用する法人その他の団体は、
組織に所属する個人が本規約に同意することにより、利用者として取り扱われるものとし、
同個人が団体の職務として本規約に同意したか否かは専ら外観によって当社が判断すると
ころによるものとします。 



2. 本規約で言及される暗号資産、通貨建資産および前払式支払手段とはそれぞれ資金決済に
関する法律に、有価証券とは金融商品取引法に、それぞれ定義されるものを意味します。 

 
第2条（本規約の目的等） 
1. 本規約は、本サービスの利用に関する条件および当社と利用者の間の権利義務関係等を定

めることを目的としています。 
2. 当社は本サービスに関し、本規約のほか、ご利用にあたってのルールその他の各種の定め

（以下「個別規定」と総称します。）をすることがあります。これら個別規定はその名称
のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとします。 

3. 本規約の規定が個別規定の規定と矛盾する場合には、個別規定において別段の定めがない
限り、個別規定の規定が優先されるものとします。 

 
第3条（本サービス） 

1. 本サービスは、NFTの出品を希望する利用者と出品された本NFTの購入を希望する利用者

とをマッチングするシステムを利用者に提供するサービスです。また、本サービスでは、

出品者規約を締結した利用者が本NFTを生成するシステムを併せて提供しています。 

2. NFTの出品を希望する利用者は、本規約に定める条件に従い、本販売代金その他の販売条

件を提示して本NFTを本ウェブサイト上に掲載することにより、本NFTの購入を希望する

利用者を見つける機会を得ることができます。 

3. NFTの購入を希望する利用者は、本規約に定める条件に従い、出品者が掲載した本NFT

を、出品者が本ウェブサイトに定める購入条件に従って購入することができます。 

4. 本NFTの売買は、利用者同士が直接これを行うものであり、当社が出品者となる場合を除

いて、当社が取引の当事者となることはありません。本ウェブサイト上の取引に関する紛

争やトラブルの一切は、利用者同士でこれを解決するものとし、当社が出品者として取引

の当事者となる場合を除いて、当社はこれに関与する義務を負わないものとします。ただ

し、当社は本ウェブサイトの適切な運営を目的として、当社が必要と判断した場合には、

利用者間の取引に介入する権利を留保します。 

5. 本サービスは、[Polygonネットワーク]（以下「本ネットワーク」といいます。）を用いて

本NFTを生成しています。本NFTの移転をはじめとする取引は、本ネットワークまたはこ

れと相互接続性が確保されたネットワーク間でのみ行うことができます。 

6. 本サービスは、ブロックチェーン・ネットワークを活用したサービスであり、ブロックチ

ェーン・ネットワーク上の記録について当社は一切の責任を負うことができません。ま

た、ネットワーク手数料の高騰、トランザクションの遅延やトランザクションの失敗、本N

FTの紛失や暗号資産管理ウォレットからのその他の財産の流出等についても、当社は一切

の責任を負いかねます。 



7. 利用者は、本サービスの利用に必要な機器、通信環境等を自己の費用と責任で用意するも

のとします。 

 

第4条（本規約への同意等） 

1. 利用者が、本ウェブサイトの記載に従い本サービスに暗号資産管理ウォレットを接続した
時点で、本規約の内容に従った契約（以下「本利用契約」といいます。）が成立し、利用
者は本サービスを本規約に従い利用することができるようになるものとします。 

2. 利用者が未成年者である場合は、親権者その他の法定代理人の同意を得たうえで、本サー
ビスをご利用ください。 

3. 未成年者の利用者が、親権者その他の法定代理人の同意がないにもかかわらず同意がある
と偽りまたは年齢について成年と偽って本サービスを利用した場合、その他行為能力者で
あることを信じさせるために詐術を用いた場合、本サービスに関する一切の法律行為を取
り消すことはできません。 

 
第5条（本サービスの利用） 
本サービスの利用希望者は、当社所定の方法により、本ネットワークに対応したウォレットア
ドレス（以下「接続ウォレットアドレス」といいます。）を設定した自身の暗号資産管理ウォ
レットを、本サービスに接続するものとします。 
1. 利用希望者は、暗号資産管理ウォレットを本サービスに接続する申請をしたことにより、

自身が次の各号に定める事由に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
いことを保証したものとして取り扱われます。当社は、利用者が次の各号に定めるいずれ
かの事由に該当し、または該当するおそれがあると当社が判断した場合には、事前の通知
または催告等を経ることなく、本サービスの利用を拒否することができます。なお、当社
が本サービスの利用を拒否した場合においても、当社はその理由を開示する義務を負いま
せん。 
(1) 自らまたはその役員（業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者

を含みます。）が反社会的勢力等（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・団体、総会屋、社会運動・政
治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、右翼団体その他の反社会的勢力およびこれら
に準じる者をいいます。以下同じです。）である場合、または資金提供その他の行為
を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会
的勢力等との何らかの交流若しくは関与をしている場合 

(2) 日本または外国もしくは国際機関の合意により経済制裁対象として定められている個
人もしくは組織、または国もしくは地域からのアクセスであると当社が判断した場合 

(3) 過去に当社もしくは当社のグループ会社（以下「当社グループ」といいます。）が提
供するサービスにおいてサービス利用または会員登録を拒否されもしくはアカウント
の取消等の措置を受け、または当社グループとの間の契約その他の合意に違反したこ
とがある場合 



(4) 本サービスを違法もしくは不当な目的（脱税を含むマネーロンダリング、テロ資金供
与、拡散金融対策に抵触する一切の行為を含みます。）で利用し、または本サービス
の利用を認めることで当社の社会的評価を低下させるおそれがある場合 

(5) その他当社が当該利用希望者に本サービスを利用させることが不適当であると合理的
に判断した場合 
 

第6条（ウォレットの利用等） 
1. 本サービスを利用して本NFTを取引するためには、MetaMaskその他の本ネットワークに対

応した暗号資産管理ウォレットを利用者が自らの責任により用意する必要があります。 
2. 利用者は、本サービスの利用にあたり、自身のウォレットの秘密鍵またはシードフレーズ

に関する情報その他本サービスの利用に伴い使用する一切の情報を自らの責任において管
理し、第三者による不正使用を防止するために必要な措置を講じるものとし、自身のウォ
レット情報等を使用して自己または第三者が行った行為について、一切の責任を負うもの
とします。 

3. 当社は、利用者として接続申請された暗号資産管理ウォレットに係る接続ウォレットアド
レスにより利用者を識別し、同接続ウォレットアドレスから本サービスにアクセスした者
を利用者とみなすことができるものとします。 

 

第7条（手数料） 
1. 本サービスの利用には、当社が別途指定する手数料（以下「サービス手数料」といいま

す。）が発生します。 
2. 本ウェブサイト上での本NFTの売買に際して必要となるネットワーク手数料は、購入者が

これを負担するものとします。 
 
第8条（本NFTの生成と出品） 
1. 本NFTの生成と出品を希望する利用者は、当社所定の方法により出品者規約に同意するこ

とを条件として、出品者として、出品者規約の定めに従い、本ネットワークを用いて本NF
Tを生成した上で、本NFTを本ウェブサイト上に出品することができます。 

2. 本ウェブサイト上に出品することができる本NFTは、暗号資産、前払式支払手段、通貨建
資産、有価証券に該当せず、またその他の金融規制が適用されないNFTに限定されるもの
とし、出品者は本サービス上でこれらのNFTを生成し、出品してはならないものとします。
当社が別途定める基準に基づき暗号資産、前払式支払手段、通貨建資産または有価証券に
該当するおそれがあると当社が判断した場合には、当社は、本サービスを利用したNFTの
生成および出品を認めないことがあり、利用者はこれに異議を述べることはできないもの
とします。 

3. 出品者は、本ウェブサイト上で本NFTを販売するにあたり、特定商取引に関する法律、個
人情報の保護に関する法律を含む本NFTの販売事業者に対して適用されるすべての法令等
（ガイドラインや指針を含みます。）を遵守するものとします。 



4. 当社は、出品者規約に加えて、当社が取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の
利益の保護に関する法律を含む本NFTの取引デジタルプラットフォームの提供者に対して
課される規律を遵守するため、出品者に対してガイドラインを定めることができるものと
します。出品者はこれらのガイドラインを個別規定として遵守するものとします。 

 
第9条（本NFTの売買） 
1. 出品者は、本販売代金その他の販売条件を提示して本NFTを本ウェブサイト上に掲載する

ことにより、購入を希望する利用者に対して当該本NFTについての売買契約の申込みを行
ったものとして取り扱われます。なお、出品者が掲載する本販売代金は、消費税を含めた
価格とするものとします。 

2. 出品者は、購入を希望する利用者が本ウェブサイト上で本NFTの購入手続を開始するまで
の間に限り、当社所定の手続に従い本ウェブサイト上の本NFTの掲載を停止することで、
本NFTについての売買契約の申込みを撤回することができるものとします。 

3. 購入を希望する利用者が、ある本NFTについて本ウェブサイト上で本販売代金の支払手続
を完了した時点で、出品者との間で、その本NFTについての売買契約が成立し、本NFTに
購入者の接続ウォレットアドレスの情報が記録された時点で、本NFTの引渡しが完了する
とともに購入者に危険が移転されるものとします。 

4. 利用者は、成立した本NFTの売買契約の取消し、解除等をすることはできないものとしま
す。ただし、出品者と購入者との間で別段の合意がある場合には、この限りではないもの
とします。なお、当社は成立した本NFTの売買契約の解消の過程には一切関与せず、本販
売代金の返金や本NFTの返還等は利用者間で行うものとします。 

5. 当社は、出品者に対して、本NFTの購入金額、購入可能な回数その他本NFTの売買に関連
する事項について一定の制限を要請する場合があり、利用者はこれに従うものとします。
なお、当社が要請した取引制限によって利用者に損害が生じたとしても、当社はその責任
を負いません。 

6. 本NFTの売買取引に関する苦情、不満、紛争等のクレームは利用者間で解決するものとし、
当社はこれに関与しません。特に当社は、利用者に対して本販売代金の補償を行わず、ま
た補償のための保険等の手配も行いません。 

 
第10条（本販売代金の支払い等） 
1. 購入者による本販売代金の支払いは、出品者が出品ページに記載する暗号資産建で行うも

のとします。購入者は、本販売代金の支払いに際し、本販売代金にネットワーク手数料を
加算した額を支払うものとします。 

2. 出品者には、購入者が支払った暗号資産建で、本販売代金からサービス利用料を差し引い
た後の額が、購入者から出品者が接続する暗号資産ウォレットに対して直接支払われます。 

3. サービス手数料は、購入者が支払った暗号資産建で、購入者が出品者に対して支払う本販
売代金から直接差し引く方法により当社に支払われるものとします。 

 
第11条（本NFTに関する権限） 



1. 購入者は、本NFTを購入し、その移転を受けることにより、当該本NFTに購入者の接続ウ
ォレットアドレス情報を記録することになります。 

2. 購入者は、購入した本NFTを本ネットワークまたはこれと相互接続性が確保されたネット
ワーク上のウォレットアドレスの保有者に移転することができるものとします。 

3. 本NFTは、前二項で規定することおよび本NFTに記録された画像データのメタデータにア

クセスすることができるほかには、出品者が購入者に対して許諾した範囲の権限を表示す

るものに過ぎず、保有者は本NFTに表示されるデジタルデータに関する知的財産権を取得

するものではありません。なお、画像データのメタデータへのアクセス権限は、本規約に

定める諸制限に服するものとします。 

 
第12条（本サービスの変更、廃止、中断、停止等） 

1. 当社は、利用者に事前に通知することなく、本サービスの全部または一部の内容を変更し、
または、その提供を廃止することができるものとします。 

2. 当社は、当社が以下のいずれかの事由があると合理的に判断した場合、利用者に事前に通
知することなく、本サービスの全部または一部の提供を中断または停止することができる
ものとします。 
(1) 本サービスにかかるシステム等の点検や保守業務を緊急に行う場合 
(2) 地震、落雷、火災、停電または天災等の不可抗力により、本サービスの提供が困難と

なった場合 
(3) 他社サービスの全部または一部の提供が停止・中断等した場合 
(4) 本サービスにかかるシステム等または通信回線等が事故その他の事由により停止した

場合 
(5) その他、当社が本サービスの提供の停止が必要と判断した場合 

3. 当社は、本サービスに利用する設備等の点検のため、利用者に事前に通知のうえ、本サー
ビスを一時的に中断することができるものとします。 

4. 利用者は、本サービスの変更または廃止により、本NFTにより表示される情報のうちブロ
ックチェーン・ネットワークに記録されていない情報が継続して表示されなくなる場合が
あることを了解するものとします。 

5. 本サービスの変更もしくは廃止、または中断もしくは停止が本条の定めに従うものである
限り、当社は、前各項のいずれの場合においても、それにより利用者または第三者が被っ
た不利益または損害について、一切の責任を負いません。 

 
第13条（禁止事項） 
1. 本サービスの利用に際し、当社は、利用者に対し次に掲げる行為を禁止します。違反した

場合、本サービスの利用の拒否等、当社が必要と判断した措置を取ることができます。 
(1) 法令、公序良俗または本規約に違反する行為 
(2) 犯罪行為もしくは犯罪に結びつく行為またはこれらの行為を援助もしくは助長する行

為 



(3) 当社または第三者の知的財産権を侵害する行為 
(4) 本サービスまたは本サービスのコンテンツを改変もしくは毀損し、または逆アセンブ

ル、逆コンパイルもしくはリバースエンジニアリングする行為 
(5) 本サービスのコンテンツを不正な方法で取得しまたは不正に転載する行為 
(6) 当社もしくは第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、または当社もしくは本サービ

スの名誉もしくは信用を毀損する行為 
(7) 当社もしくは第三者の財産を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為  
(8) 当社または第三者に経済的損害を与える行為 
(9) 当社または第三者に対する脅迫的な行為 
(10) 本サービスの運営を妨害する行為 
(11) 法令等により本NFTの購入が禁止、制限その他規制されている国または地域の国民、

住民、居住者または滞在者が本NFTを購入する行為 
(12) コンピューターウィルス、有害なプログラムを使用またはそれを誘発する行為  
(13) 本サービス用の設備に対して過度な負担となるストレスをかける行為  
(14) 本ウェブサイトのサーバやシステム、セキュリティへの攻撃  
(15) 当社提供のインターフェース以外の方法で当社サービスにアクセスを試みる行為 
(16) 本サービスから得た情報を漏えいする行為 
(17) その他当社が不適切と判断する行為 

2. 利用者が前項に違反した場合、当社は、当該利用者に対し、当該違反により当社が被った
一切の損害（合理的な弁護士費用を含みます。）の賠償を請求できるものとします。 

 
第14条（反社会的勢力等の排除） 
1. 利用者は、当社に対し、自身が反社会的勢力等に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するものとします。 
2. 利用者は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行わないことを確約するものと

します。 
(1) 暴力的な要求行為 
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 
(3) 脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 
(4) 風説の流布、偽計若しくは威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害

する行為 
(5) 方法及び態様の如何を問わず反社会的勢力等と関与する行為 

3. 当社は、利用者が前2項の保証または確約に違反する場合、何らの催告をすることなく本サ
ービスの提供を停止し、本利用契約を解除することができ、利用者は、当社による本サー
ビスの提供停止または本利用契約の解除より当社に生じた損害を賠償しなければなりませ
ん。 

 
第15条（非保証） 



当社は、本サービスに事実上または法律上の不適合（セキュリティ等に関する欠陥、エラーや
バグ、権利侵害等を含みます。）がないこと、並びに安全性、信頼性、正確性、完全性、有効
性および特定の目的への適合性を明示的にも黙示的にも保証しておりません。 
 
第16条（免責事項） 
1. 当社は、利用者が本サービスを利用するにあたり使用する機器およびソフトウェアについ

て動作保証を行わず、利用者が本サービスを利用できなかったことによって生じた損害に
ついて、当社に故意又は重過失ある場合を除き、責任を負いません。 

2. 当社は、本ウェブサイトからリンクしているホームページに関して、合法性、道徳性、信
頼性、正確性について、当社に故意又は重過失ある場合を除き、責任を負いません。 

3. 当社は、本サービスを利用したことにより直接的または間接的に利用者に発生した損害に
ついて、当社の責に帰すべき事由がある場合を除き、賠償責任を負いません。 

4. 当社は、利用者に対して、請求原因の如何を問わず、当社の予見の有無にかかわらず、利
用者に発生した特別損害、間接損害、逸失利益、不可抗力による損害について、賠償責任
を負いません。ただし、当社に故意または重過失がある場合は、この限りではありません。 

5. 利用者と第三者との間の紛争およびトラブルについて、当社に故意又は重過失ある場合を
除き、当社は責任を負わないものとします。利用者と第三者でトラブルになった場合でも、
両者同士の責任で解決するものとします。 

6. 本サービスの利用に関し当社が損害賠償責任を負う場合、利用者が当社に本サービスの対
価として直近１ヶ月間に支払った総額を限度額として賠償責任を負うものとします。ただ
し、当社に故意または重過失がある場合は、この限りではありません。 

7. 利用者は、本サービスの利用に関連し、他の利用者に損害を与えた場合または第三者との
間に紛争を生じた場合、自己の費用と責任において、かかる損害を賠償またはかかる紛争
を解決するものとし、当社には一切の迷惑や損害を与えないものとします。 

8. 利用者の責に帰すべき行為により、第三者から当社が損害賠償等の請求をされた場合、当
該請求に起因する紛争の解決に必要な費用（弁護士費用を含みますがこれに限りません。）
は、当該利用者が負担するものとします。 

9. 利用者が本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、利用者の費用と責任にお
いて当社に対して損害を賠償（訴訟費用および弁護士費用を含みますがこれに限りませ
ん。）をするものとします。 

10. 本サービスに掲載されている情報およびコンテンツについての情報の正確性について、当
社は保証しません。当社は、本サービスに掲載されている情報およびコンテンツについて
の紛争およびトラブルについて、当社に故意又は重過失ある場合を除き、責任を負いませ
ん。 

11. 当社は、本NFT自体に設定または表示されたコンテンツに係る知的財産権の帰属先、本NF
Tのコンテンツのダウンロード可否や、本NFT再販の可否等についてその内容を保証するも
のではなく、利用者は当社が責任を負うものではないことをあらかじめ了承するものとし
ます。 

 



第17条（本規約および個別規定の変更） 
1. 当社は、当社が必要と合理的に判断した場合には、本サービスの目的の範囲内で、本規約

および個別規定を変更することができます。その場合、当社は、本規約を変更する旨およ
び変更後の本規約の内容ならびにその効力発生日を、当該効力発生日より前に、この本ウ
ェブサイト上に掲載する方法その他当社が適当と合理的に判断する方法により利用者に周
知します。 

2. 変更後の本規約および個別規定は、周知された効力発生日からその効力を生じるものとし
ます。 

3. 前二項にかかわらず、出品者規約の変更は同規約に定める方法によるものとします。 
 
第18条（個人情報の取扱い） 
当社は、利用者から受領した個人情報については、本プライバシーポリシーに則り、適正に取
り扱うこととします。 
 
第19条（通知または連絡） 
1. 当社から利用者への通知または連絡は、当社の定める方法によって行うものとします。 
2. 本サービスに関する利用者の当社へのご連絡・お問い合わせは、本ウェブサイトに設置す

るお問い合わせフォームからの送信または当社が別途指定する方法により行うものとしま
す。 

3. 当社は、利用者から、当社が別途定める方式に従った変更届出がない限り、現在登録され
ている連絡先が有効なものとみなして当該連絡先へ通知または連絡を行います。 

4. 前項の変更届出がなされてないことにより当社からの通知が遅延または不着となった場合
であっても、これらは、通常到達すべき時に利用者へ到達したものとみなします。 

 
第20条（権利譲渡の禁止） 
1. 利用者は、予め当社の書面による承諾がない限り、本利用契約上の地位または本利用契約

に基づく権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡し、移転し、担保設定し、その
他の処分をしてはならないものとします。 

2. 当社は、本サービスの全部または一部を当社の裁量により第三者に譲渡することができ、
その場合、利用者は、当該譲渡の範囲内で本サービスに係る当社の利用者に対する一切の
地位ならびに権利および義務が譲渡先に移転することに同意するものとします。 

 
第21条（当社の知的財産権） 
1. 利用者は､本サービスのコンテンツを当社の定める範囲内でのみ使用することができるもの

とします｡  
2. 本サービスに係る知的財産権は当社または開発元に帰属しており､本規約の規定は、いかな

る意味においても、利用者に対してこれらの権利を移転しまたは利用を許諾するものでは
ありません｡  

 



第22条（準拠法・裁判管轄） 
1. 本規約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。 
2. 本規約に起因し、または関連する一切の紛争については、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。 
 
改定日：2022年11月21日 


