
ブロード Ace アリーナサービス利用基本規約 

 

株式会社ハイホー（以下「弊社」といいます）は、ブロード Ace アリーナサービス利用基

本規約（以下「本基本規約」といいます）を、以下の通り定めます。 
 
 

第一章 総 則 

 
第 1 条 （定義） 
本基本規約における用語を以下の通り定義します。 

(1) 「ブロード Ace アリーナ」とは、弊社が提供する映像コンテンツサービス
（URL:http://www.broad-ace.jp/service/arena/）をいいます。 

(2) 「ユーザー」とは、本基本規約及び必要な個別規約等に同意して、ブロード Ace アリ

ーナを利用する者をいいます。 

(3) 「ID 等」とは、第 5 条に定める手続にしたがって、弊社が付与するユーザーID、自

己の設定するパスワード、その他ブロード Ace アリーナを利用するために付与する記

号又は番号をいいます。 

(4) 「会員」とは、ユーザーの内、第 5 条に定める手続にしたがって、ID 等の発行を受

け、ブロード Ace アリーナの内、会員向けサービスを利用する資格を持つ者をいいま

す。 

(5) 「利用料金」とは、会員のブロード Ace アリーナの利用にかかる料金をいいます。 
 

第 2 条 （適用及び変更） 
1. 本基本規約は、全てのブロード Ace アリーナの利用に関し適用されるものとします。 

2. 弊社は、弊社が適当と判断する方法でユーザーに通知することにより、本基本規約を

変更できるものとし、ユーザーは予めこれを承諾するものとします。 

3. ただし、本基本規約の変更内容の詳細については、弊社がブロード Ace アリーナを提供す

るサイト（以下「本サイト」といいます）上に掲示することにより、ユーザーへの通

知に代えることができるものとします。 
 
第 3 条 （設備等の準備） 

1. ユーザーは、通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機

器の準備、設置、接続及び設定、回線利用契約の締結ならびにアクセスポイントへの

接続、インターネット接続サービスへの加入、その他自己の利用するブロード Ace ア

リーナを利用するために必要な準備を、自己の費用と責任において行うものとします。 

なお、弊社の推奨する設備環境は本基本規約別紙に記載いたします。 

2. 弊社は、ユーザーがブロード Ace アリーナを利用するにあたり使用する通信機器、ソ

フトウェア及びこれらに付随して必要となる全ての機器との互換性を確保するために、

弊社の管理する設備、システムもしくはソフトウェアを改造、変更又は追加、又はブ

ロード Ace アリーナの提供方法を変更する等といった義務を負わないものとします。 

 

 
第二章 会員 

 

第 4 条 （会員） 

1. ユーザーは第 5 条に定める手続にしたがって、会員登録をなすことにより、ブロード 

Ace アリーナの内、会員向けのサービスの提供を受けることが可能となります。 

2. ２．「ブロード Ace」、「ブロード Ace モバイル」等、弊社の提供する指定通信サー

ビス（以下「弊社指定サービス」といいます）を利用のユーザーのみが会員登録を申

し込むことができるものとします。 
 
 
 

http://www.broad-ace.jp/service/arena/


第 5 条 （入会） 

1. 会員入会の希望者（以下「会員入会希望者」といいます）は、本基本規約を承認した

上で、以下の各号に準じ、弊社が別途指定する手続にしたがって、会員登録を行うも

のとします。 

(1) 会員入会希望者は、本基本規約をご確認ください。 
(2) 会員入会希望者が、本サイト上の弊社が別途定める会員登録に必要な事項を入力し、

「登録」を選択された時点で入会申し込みがなされたものとみなします。 

(3) 未成年者の方が会員登録を行う場合、親権者の方の同意が必要となりますので、本基

本規約を事前に親権者の方にもお読みいただいたうえで会員登録を行ってください。 

(4) 弊社は、登録内容を確認後、ID 等を電子メール等で発行するものとし、会員登録は、

その発行をもって完了します。 

2. なお、ユーザーが第 8 条 1 項の欠格事由にあたる場合には、弊社は会員登録申込を拒

絶又は撤回することがあります。 
 

第 6 条 （退会） 

1. 会員は、弊社サポートセンターに連絡することで、退会することができるものとしま

す。この場合、毎月 25 日までに弊社に通知のあったものについては当該通知のあっ

た月の末日に、毎月 26 日以降に弊社に通知のあったものについては当該通知のあっ

た月の翌月の末日に退会となります。 

2. 会員の退会自体には、退会手数料等の対価は発生いたしません。但し、会員に弊社へ

の未払い金等の債務がある場合には、前項の退会後もその債務から免れることはでき

ません。又、月の途中で退会した場合においても、日割り計算での払戻しなどはいた

しませんので、ご注意ください。 
 

第 7 条 （ID 等の管理責任） 

1. 会員は、ID 等の使用及び管理について一切の責任を負うものとし、ID 等を第三者に

利用させ、貸与、担保設定、譲渡を含む一切の処分をしてはならないものとします。 

2. 弊社は、会員の ID 等が第三者に使用されたことにより当該会員が被る被害について、

当該会員の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負わないものとします。 

3. 会員は、ID 等を失念・紛失した、盗まれたもしくは第三者に使用されていることを

知った場合、直ちに会員登録をしている弊社に申し出るものとし、それぞれの指示に

従うものとします。 

 

第 8 条 （会員資格の停止及び失効） 

1. 以下の各号の一に該当する場合、弊社は会員に対して、事前に通知することなく、直

ちにブロード Ace アリーナ利用資格の全部もしくは一部を停止又は失効させることが

できるものとします。 
(1) 会員が本基本規約でのユーザーの禁止行為を行った場合 

(2) 会員により、ブロード Ace アリーナもしくはその他弊社提供サービスに関する料金等

の支払債務の履行遅延又は不履行があった場合 

(3) 会員が、会員登録時に事実と異なる内容（虚偽、誤記、記載漏れ等を問わないものと

します）を通知したことが判明した場合 

(4) 会員が、未成年者等行為能力のない者であって、利用契約の申込にあたり法定代理人

等の同意を得ていない場合 
(5) 会員が、過去に不正使用などにより会員資格の停止されていることが判明した場合 

(6) 弊社が、ブロード Ace アリーナを提供することが技術上又はその他の理由により困難

な場合 

(7) 弊社が、その他当該申込を承諾することが、技術上又は弊社の業務の遂行上著しい支

障があると判断した場合 
(8) その他、会員が本基本規約に違反した場合 
(9) 会員が死亡又は清算された場合、その他会員が権利能力を失った場合 



(10) その他、会員として不適切又はブロード Ace アリーナの提供に支障があると弊社が判

断した場合 

2. 前項の規定に従い、何れかのブロード Ace アリーナの利用資格が停止又は失効した場

合、当該会員は、期限の利益を失い、かかる利用資格の停止又は失効の日までに発生

したブロード Ace アリーナに関連する弊社に対する債務の全額を、弊社の指示する方

法で一括して支払うものとします。又、弊社は、会員のブロード Ace アリーナ利用資

格が停止又は失効した場合であっても、会員によって既に支払われたブロード Ace ア

リーナに関する料金等を一切払い戻す義務を負わないものとします。 
 
 

第三章 ブロード Ace アリーナの利用 

 

第 9 条 （ブロード Ace アリーナの利用） 
1. ユーザーは、本基本規約にしたがってブロード Ace アリーナを利用するものとします。 

2. ユーザーは、ブロード Ace アリーナと同時に又はこれに関連してブロード Ace アリ

ーナ以外の各種インターネットサービス（弊社指定サービスを含みます）を利用する

場合であっても、かかるインターネットサービスに関する規約、契約、利用条件等に

拘わらず、ブロード Ace アリーナの利用に関しては、本基本規約の内容に従うものと

します。 

3. 弊社は、ブロード Ace アリーナを日本国内からのアクセス及び使用に対して、日本国

内に限定して提供しています。日本国外からのブロード Ace アリーナへのアクセス及

び使用については一切禁止しており、責任を負いません。 

4. ブロード Ace アリーナをご利用いただくには、インターネットに接続する必要があり

ます。 

5. 弊社は、ユーザーに対する通知・連絡等がある場合、当該通知・連絡等を本サイトに

掲載いたします。弊社が本サイトに、当該通知・連絡等を掲載した日以降、ユーザー

に対して通知・連絡が到達したものとみなし、当該通知･連絡につき不知の抗弁はで

きないものとします。 

6. ブロード Ace アリーナの利用に関連して、ユーザーが他のユーザー、第三者又は弊社

に対して損害を与えた場合、あるいはユーザーと他のユーザー又は第三者との間で紛

争が生じた場合、当該ユーザーは自己の費用と責任でかかる損害を賠償又はかかる紛

争を解決するものとし、弊社に何等の迷惑をかけず、且つ損害を与えないものとしま

す。 

7. 弊社は、本基本規約に明示する場合の他、ブロード Ace アリーナの不使用又は使用不

能等を理由とする利用料の返還、逸失利益の損害賠償等には応じません。 

8. ブロード Ace アリーナには、会員登録を行った会員のみが利用できるサービスがあり、

当該サービスを利用するには、第 5 条に定める入会手続を行ってください。 
 
 

第 10 条 （料金及び支払） 

会員は本基本規約別紙の料金表に定めるブロード Ace アリーナの月額利用料金を、弊社指

定サービスの利用料金と合算して支払うものとします。なお、支払い方法は弊社指定サー

ビスの支払方法に準ずるものとします。 
 

第 11 条 （禁止事項） 

ユーザーは、次の事項に該当する行為を行ってはいけません。  

① 弊社を装い、詐称する行為 

② ブロード Ace アリーナの改変・リバースエンジニアリング・解析・又そのプログ

ラムの頒布・及びその情報の送信又は書き込む行為、ユーティリティの作成・頒

布・勧奨・使用等の行為 



③ ブロード Ace アリーナに関するソフトウェアを開発する行為、又は、第三者に当

該ソフトウェアを配布・使用させる行為 

④ ブロード Ace アリーナ及び本サイトへの不正アクセス等、ブロード Ace アリーナ

の運営に支障を与える行為 

⑤ ブロード Ace アリーナに関する弊社及びその他の第三者の権利を脅かしたり、制

限したり、もしくは妨害したり又はそのおそれがあるような行為 

⑥ 他のユーザーの認証情報を不正に利用する行為 

⑦ 認証情報を他人に譲渡及び販売する行為 

⑧ 認証情報を他人と共有する行為 

⑨ ブロード Ace アリーナに関する物品もしくは無体財産、電子情報等を売買又は取

引する行為 

⑩ ブロード Ace アリーナでユーザーが利用できるプログラム上のバグ等（※１）の

悪用 

⑪ ブロード Ace アリーナの利用に関し、犯罪を構成する行為、又は犯罪を教唆しあ

るいは幇助する行為 

⑫ その他、法令に違反し、あるいは公序良俗に反する行為 

⑬ ブロード Ace アリーナの運営を妨げるような行為 

 ※1：バグとは、本来予定されている仕様の範囲を超える動作などの不具合を指します。 

尚、バグか否かの判断は、弊社にて行います。 

 

 
第四章 その他 

 

第 12 条 （著作権等） 

1. ユーザーは、ブロード Ace アリーナを通じて弊社がユーザーに提供する情報（映像、

音声、文章等を含む。以下同じ）に関する著作権が、弊社又は弊社に対して当該情報を

提供した第三者（以下「権利者」といいます）に帰属するものであることを確認します。 

2. ユーザーは、ブロード Ace アリーナを利用することにより得られる一切の情報を、弊

社又は権利者たる第三者の事前且つ明示の許諾なく、複製、出版、放送、公衆送信、

その他方法のいかんを問わず、私的使用の範囲を越えて使用してはならないものとし

ます。 

3. 前２項の禁止行為に違反した場合には、弊社又は権利者の著作権等を侵害し、甚大な

損害が発生することがあることをユーザーは十分認識してください。弊社はユーザー

に当該違反行為がある場合及び違反行為の虞がある場合には、速やかに当該違反行為

を停止するよう求めることができます。又、ユーザーの当該違反行為により、弊社及

び権利者に損 

4. 害が発生した場合には、ユーザーに損害の賠償を求めることがあります。 
 

第 13 条 （ブロード Ace アリーナの提供の中断） 

1. 弊社は、以下のいずれかに該当する場合はブロード Ace アリーナを中断できるものと

します。なお、弊社はブロード Ace アリーナの中断について、緊急を要する場合を除

き事前に本サイトにて告知するものとします。 

(1) 定期的な点検の場合 

(2) 緊急の点検、ブロード Ace アリーナ用設備の保守上や工事上やむを得ない場合 

(3) 火災、停電、天災地変、国家非常事態など不可抗力によりブロード Ace アリーナの提供
が行えなくなった場合 

(4) 通信事業者が電気通信サービスを中断あるいは中止、提供することができなくなった場合 

(5) その他、運営上中断が必要であると弊社が判断した場合 

2. 弊社は、ブロード Ace アリーナのための設備が不足しブロード Ace アリーナを提供する
ことができないと弊社が判断した場合には、問題が解消されるまでユーザーに対しブロ
ード Ace アリーナの利用を制限することができます。 

3. 弊社は、本条第１項及び第２項に起因してユーザーが被った損害については、弊社に

故意又は重過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。 



第 14 条 （利用停止等） 

1. 弊社は、ユーザーが次のいずれかに該当する場合は、ブロード Ace アリーナの利用を

停止し、又は会員資格の失効（以下「利用停止等措置」といいます）することができ

るものとします。 

(1) ユーザーが本基本規約に違反し、又は違反するおそれがあると弊社が判断した場合 

(2) 本基本規約でのユーザーの禁止事項に該当する行為を行った場合 

(3) ID 等がユーザーの不注意な管理により流出し、第三者による不正利用が行われた場合、

あるいはそのおそれがあると弊社が判断した場合 

(4) その他、弊社業務の運営遂行に支障をきたすと弊社が判断した場合 

2. 前項によるブロード Ace アリーナの利用の停止については、会員登録情報に基づき、

電子メール、郵便、電話、ファックス、訪問等の弊社が適切と判断した方法で通知して

行います。 

3. 同一ユーザーが、複数ユーザー登録を行い、ID 等の情報を取得している場合において、

当該ユーザーの ID 等情報のうちいずれかについて、本条第１項に基づきブロード 

Ace アリーナの利用停止等措置がなされる場合には、弊社は当該ユーザーが有する全

ての ID 等情報について、利用停止等措置をすることができるものとします。 

4. 弊社は、ブロード Ace アリーナの利用停止等措置の際、本条の手続きを経ることによ

り、ユーザーが既に支払った利用料の払い戻し請求、その他中止にともなうユーザー

からのいかなる損害賠償の請求からも免責されるものとします。 
 

 

第 15 条 （ブロード Ace アリーナの廃止） 

弊社は、都合により、ユーザーに対して 1 ヵ月前に予告をして、ブロード Ace アリーナを

廃止することがあり、ユーザーは予めこれを承諾するものとします。 
 

第 16 条 （第三者への委託） 

弊社は、本基本規約に基づく弊社の業務の全部又は一部を第三者に委託して行わせること

ができるものとします。 
 

第 17 条 （会員情報の取扱い） 
1. 弊社は、ブロード Ace アリーナに関して会員が弊社に対して提供する、氏名、住所、生

年月日、カード番号等の、会員を認識もしくは特定できる情報（以下「会員情報」とい
います）及び弊社に記録されるユーザーによるブロード Ace アリーナの利用履歴（以下
「履歴情報」といいます）を、善良なる管理者としての注意を払って管理いたします。 

2. 会員は、弊社が会員情報及び履歴情報を、ブロード Ace アリーナを提供する目的の他

に、以下の各号に定める目的に利用し、又は第三者に提供することがあることに同意

するものとします。 

(1) 弊社が会員に対し、ブロード Ace アリーナの追加又は変更のご案内、又は緊急連絡の

目的で、電子メールや郵便等で通知する場合、又は電話等により連絡する場合。 

(2) 弊社の提供するサービスや商品に関する広告宣伝又はその他の案内を、電子メールも

しくは郵便等で通知する場合、又は電話等により連絡する場合、もしくは会員がアク

セスした弊社のホームページ上その他会員の情報端末機器の画面上に表示する場合。 

(3) ユーザーの個人情報を適切に管理するように契約等により義務付けた業務委託先に対

し、委託業務を行う上で必要な範囲内において個人情報を開示する場合 

(4) 弊社が、ブロード Ace アリーナに関する利用動向を把握する目的で、個人情報を集計

及び分析等する場合。 

(5) 法的な義務を伴う開示要求へ対応する場合その他法令の規定に基づき提供しなければ

ならない場合。 

(6) ブロード Ace アリーナの提供に関連して、ユーザー等が請求した資料、サンプル・試

供品、景品及び商品等の配送、その他これらに類するもののご案内を行う場合 



(7) 人の生命、身体及び財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合 

(8) その他任意に本人に事前に同意を得たうえで個人情報を開示又は利用する場合 
3. その他会員情報の取扱いについては、弊社の「個人情報保護方針」をご参照ください。 

 

第 18 条 （免責及び責任の制限） 

1. 弊社は、ブロード Ace アリーナの内容、ならびに会員を含むユーザーがブロード Ace 

アリーナを通じて得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につ

き、いかなる保証も行わないものとします。 

2. ブロード Ace アリーナの提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、ブロード Ace アリーナを

通じて登録、提供もしくは収集された会員及びユーザーの情報の消失、その他ブローAce 

アリーナに関連して発生したユーザーの損害について、弊社は本基本規約にて明示的

に定める以外一切責任を負わないものとします。 

3. ユーザー又は弊社以外の第三者の責に帰すべき事由によって、ユーザーがブロード Ace ア

リーナの全部又は一部を利用できないことにつき、弊社は一切の責任を負いません。 

4. 弊社は、ブロード Ace アリーナを提供すべき場合において、もっぱら弊社の責めに帰すべ

き理由により、コンテンツの提供を全く利用できない状態（ブロード Ace アリーナの利用

に関し著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みま

す。）にあることを弊社が知った時刻から起算して、その状態がコンテンツの利用可能期

間のうち 3 分の１を超えて継続したときに限り、当該ユーザーへの損害賠償に応じます。 

5. 前項の場合における損害賠償の範囲は、当該ユーザーに現実に発生した通常損害に限

ります。又賠償額は当該ユーザーの支払った利用料金を上限といたします。 
 

第 19 条 （譲渡禁止等） 

1. 会員は、会員たる地位ならびに本基本規約上会員が有する権利及び義務を弊社の事前

の同意を得ることなく第三者に譲渡してはならないものとします。 

2. 相続により、会員たる地位ならびに本基本規約上会員が有する権利及び義務は承継さ

れません。 
 

第 20 条 （準拠法） 
本基本規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。 

 

第 21 条 （協議解決の原則及び管轄裁判所） 

1. ブロード Ace アリーナに関連してユーザーと弊社との間で問題が生じた場合には、ユ

ーザーと弊社の間で誠意をもって協議するものとします。 

2. 協議しても解決しない場合、訴額に応じて東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一

審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

付則 
2011 年 10 月 1 日制定 
2012 年 6 月 1 日改訂 
2019年 1月 11日改訂 
2019年 6月 1日改訂 
2021年 1月 1日改訂 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別紙 
■料金表 
利用料金は、次のとおりとします。 

 1ＩＤごとに月額 

サービス名 金額  
   

ブロード Ace アリーナ 800 円（税込 880円）  
※月額利用料金はご利用開始月(最大 2ヵ月間)が無料となります。 

 
■推奨環境 

ブロード Ace アリーナ のサービスを快適にご利用いただくために、以下の条件を推奨し

ています。 
・ＯＳ：Ｗｉｎｄｏｗｓ 

７／Ｖｉｓｔａ／ＸＰ（ＳＰ2 以上） 

※Ｍａｃｉｎｔｏｓｈはご利用いただけません。 

・ｉＯＳ 
ｉＯＳ ５以上のｉＰｈｏｎｅ／ｉＰａｄ 

・Ａｎｄｒｏｉｄ向け 

Ａｎｄｒｏｉｄ ＯＳ ２．２以上のＦｌａｓｈ Ｐｌａｙｅｒ １０．１が動作す

るＡｎｄｒｏｉｎｄ端末 

・ブラウザ：Ｉｎｔｅｒｎｅｔ Ｅｘｐｌｏｒｅｒ 7.0 以上 

・再生プレーヤー：Ｗｉｎｄｏｗｓ Ｍｅｄｉａ Ｐｌａｙｅｒ 9.0 以上 
以上 


