日本郵便株式会社
平 成 28 年 10 月 1 日
クリックポスト利用規約
（本規約の適用範囲）
第１条 「クリックポスト利用規約」
（以下「本規約」といいます。
）は、日本郵便株式会社（以下「当
社」といいます。
）がゆうパケット約款（当社が国土交通大臣等の認可を受けたゆうパケット約款を
いいます。以下同じとします。
）及びゆうパケット運賃料金表（当社が国土交通大臣等に届け出たゆ
うパケット運賃料金表をいいます。以下同じとします。
）の規定に基づき提供する専用サイト事前入
力割引の適用を受けるゆうパケットとする荷物の運送サービス（以下「クリックポスト」といいます。
）
の利用に関して規定したものであり、クリックポストをご利用になる全ての方に共通して適用されま
す。
（利用登録）
第２条 クリックポストを利用しようとする者（次に掲げる条件に適合する者に限ります。次項におい
て同じとします。
）は、次項から第４項までの規定に従い、クリックポストの利用登録（以下単に「利
用登録」といいます。
）をしていただきます。
(1) 有効な Yahoo! JAPAN ID 及びパスワード（ヤフー株式会社が定める利用規約における ID 及びパ
スワードをいいます。以下同じとします。
）を保有していること。
(2) Yahoo!ウォレット（ヤフー株式会社が定める利用規約第４章における同社が提供する代金の収納
代行サービスを利用した決済方法をいいます。以下同じとします。
）による決済が可能であること。
(3) 日本国内に居住していること。
(4) 本規約の定めに同意し、誠実に順守する者であること。
２

クリックポストを利用しようとする者は、当社所定の入力フォーム（このクリックポストの専用サ

イト（以下「本サイト」といいます。
）における「会員情報登録」
）に従って、利用登録の申込みをし
ていただきます。
３

当社は、前項の申込みがあったときは、当該申込みに係る電子メールアドレス宛てに利用登録のた
めに必要な手続に係る電子メールを送信します。

４

第２項の申込みをした者については、前項の電子メールを受信し、当該電子メールに定める手続を
したときに、利用登録が完了するものとします。ただし、当該申込みに係る情報又は当該手続におい
て当社に提供された情報が事実に相違することが判明した場合は、当社は、クリックポストの提供を
中止することができるものとします。

５

利用登録を完了した者（以下「利用者」といいます。）は、本サイトにおいて自己の利用登録に係

る情報（以下「登録情報」といいます。）を随時確認するものとし、登録情報に変更が生じ、又は事
実に相違するものがあった場合には、当社所定の入力フォーム（本サイトにおける「会員情報更新」
）
に従い、速やかにその旨を当社に通知するものとします。

（利用登録の取消し等）
第３条 登録情報中の Yahoo! JAPAN ID が無効となった場合には、当該 ID に係る利用登録は無効とな
ります。
２

利用者が次の各号の一つにでも該当すると当社が判断した場合には、当社は、事前に通知又は催告

を要することなく、その利用登録を停止し、又は取り消すことができます。
(1) 登録情報が事実に相違する場合
(2) 第５条（禁止事項）その他本規約の規定に違反した場合
(3) ゆうパケット約款又はゆうパケット運賃料金表の規定に違反した場合
(4) 利用登録を取り消され、又は停止された履歴があった場合
(5) 第２条（利用登録）第１項各号に掲げる条件に適合しなくなった場合
(6) Yahoo!ウォレットの不正な利用又はその履歴が確認された場合
(7) １年間次条第１項の申込みがなかった場合
(8) その他、クリックポストの利用に関し不正又は著しく不誠実な行為があった場合
３

利用者の当社に対するクリックポストの運賃に係る債務は、利用登録の停止又は取消しにかかわり

なく存続します。
４

第１項の規定により利用登録を停止し、又は取り消した場合に利用者に生じた直接又は間接の損害

（特別損害を含みます。
）
、損失（コンピュータの故障やデータの損失を含み、かつ、これらに限りま
せん。
）
、責任及び負担（以下「損害等」といいます。
）について、当社は責任を負いません。
５

前項の場合において、利用者は、当社に損害等が生じたときは、当該損害等を賠償しなければなら

ないものとします。
（クリックポストの利用方法等）
第４条 利用者は、クリックポストを利用しようとする場合には、次により利用の申込みをしていただ
きます。
(1) 当社所定の入力フォームに従って必要事項を入力し、入力内容に誤りがないか確認していただき
ます。
(2) 本サイトにおける当社所定のボタンをクリックして、Yahoo!ウォレットにより運賃を支払うこと
に同意していただきます。
(3) 本サイトにおける表示に従って宛名ラベルを印字し、これを貼付した荷物を、当該宛名ラベルに
表示された差出有効期限日までに、郵便差出箱又は郵便局の窓口等に差し出していただきます。
２

前項の申込みは、当社が宛名ラベルの印字に必要なデータを送信した時に効力を生じます。

３

前項の場合において、利用者は、効力を生じた申込みを変更し、又は撤回することができないもの
とします。ただし、第１項第３号の規定による荷物の差出しがなかった場合には、同項の申込みは失
効し、利用者には、クリックポストの運賃の支払義務は生じません。

４

利用者は、当社所定の期日までに第１項第２号の同意に基づく支払がされなかった場合には、当社
の指示に従って同項第３号の荷物の運賃を支払っていただきます。

（禁止事項）
第５条 利用者は、次に掲げる行為をしてはなりません。
(1) 法令又は公序良俗に違反する行為
(2) 利用者としての地位の第三者に対する譲渡若しくは貸与、又は第三者の代理人としてのクリック
ポストの利用
(3) クリックポストの第三者に対する再販売
(4) 当社又は第三者の著作権、特許権、実用新案権、商標権、プライバシー権その他の権利を侵害し、
又は侵害するおそれのある行為
(5) 他の利用者の登録情報にアクセスし、又はこれを閲覧し、開示し、若しくは転送する行為
(6) クリックポストその他の当社のサービスの提供を妨げる行為
(7) 宛名ラベル利用者による不正及び重過失によるあて名ラベルの複製又は偽造行為
(8) 印字後のあて名ラベルを修正する行為
(9) 本サイトを不正の目的で利用し、当社に対して虚偽の情報若しくはコンピュータ・ウイルスなど
の有害なものを送信し、又は当社のサーバその他のコンピュータに不正にアクセスする等の行為
(10) その他前各号に掲げる行為に類する行為
(暴力団等の排除)
第６条 利用者は、利用者又は利用者の役員等（役員、実質的に経営権を有する者、代理人、使用人そ
の他の従業者をいいます。以下この条において同じとします。）が次の各号のいずれかに該当しない
ことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約していただきます。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団でなくなったときから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、特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者（以下
この項において「暴力団等」といいます。
）
。
(2) 暴力団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。
(3) 暴力団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。
(4) 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の損害を加える目的をもってする
など、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること。
(5) 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
を有すること。
(6) 暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
２

前項第１号の規定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。
(1) 暴力団 その団体の構成員（その団体の構成団体の構成員を含みます。
）が集団的に又は常習的
に暴力的不当行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいいます。
(2) 暴力団員 暴力団の構成員をいいます。
(3) 暴力団準構成員 暴力団又は暴力団員の一定の統制の下にあって、暴力団の威力を背景に暴力的
不法行為等を行うおそれがある者又は暴力団若しくは暴力団員に対し資金、武器等の供給を行うな
ど暴力団の維持若しくは運営に協力する者のうち暴力団員以外のものをいいます。

(4) 暴力団関係企業 暴力団員が実質的にその経営に関与している企業、暴力団準構成員若しくは元
暴力団員が実質的に経営する企業であって暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運
営に積極的に協力し、若しくは関与するもの又は業務の遂行等において積極的に暴力団を利用し暴
力団の維持若しくは運営に協力している企業をいいます。
(5) 総会屋等 総会屋、会社ゴロ等企業等を対象に不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそ
れがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。
(6) 社会運動等標ぼうゴロ

社会運動若しくは政治活動を偽装し、又は標ぼうして、不正な利益を求

めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、市民生活の安全に脅威を与える者をいいます。
(7) 特殊知能暴力集団等 第１号から前号までに掲げる者以外のものであって、暴力団との関係を背
景に、その威力を用い、又は暴力団と資金的なつながりを有し、構造的な不正の中核となっている
集団又は個人をいいます。
３

利用者は、当社との取引に関して利用者又は利用者の役員等が自ら又は第三者を利用して、次の各

号の一にでも該当す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) 風説を流布し、偽計を用い、又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) その他前各号に準ずる行為
４

利用者が第１項各号のいずれかに該当し、若しくは同項の規定に基づく表明及び確約に関して虚偽

の申告をしたことが判明し、又は当社との取引に関して前項各号のいずれかに該当する行為をした場
合は、第３条第２項第８号に掲げる場合に該当するものとみなします。この場合において、当社は、
利用者に対し、何ら催告その他の通知をすることなく、クリックポストの提供を停止することができ
るものとします。
（免責事項等）
第７条 利用者は、自己の責任と費用負担において本サイトを利用するものとし、本サイトの利用に関
連して利用者に生じた損害等について、当社はその責任を負わないものとします。
２

当社は、利用者に事前に予告することなく本サイトの中断、終了及び内容の変更等を行うことがで
きるものとし、これにより利用者に生じた損害等について、当社はその責任を負わないものとします。

３

本サイトにおいて採用する暗号化技術は、当社が妥当と判断する限りのものであり、当社は、その
完全性、安全性等に関して保証をしないものとし、また、当該暗号化技術の利用に当たり利用者に生
じた損害等について、当社はその責任を負わないものとします。

４

本サイト上に掲載する情報（以下「掲載情報」といいます。）は、掲載時点における情報であり、
当社は、掲載情報の正確性、確実性、有用性、最新性及び合法性等について保証をするものではあり
ません。また、当社は、利用者に事前に予告することなく掲載情報の追加・変更・削除等を行うこと
ができるものとし、これにより利用者に生じた損害等について、当社はその責任を負わないものとし

ます。
５

利用者は、本サイトの利用に関連して第三者に対して損害等を与えた場合又は第三者との間で争い

が生じた場合、自己の責任と費用負担によって解決するものとし、当社はその責任を負わないものと
します。
６

本サイトから他のサイトへのリンク又は他のサイトから本サイトへのリンクが提供されている場

合において、本サイト以外のサイト及びそこから得られる情報について、当社はその責任を負わない
ものとします。
７

当社は、本サイトその他の当社のＷｅｂサイト、サーバ、ドメインなどから送られる電子メールに、

コンピュータ・ウイルスなどの有害なものが含まれないことを保証するものではありません。
８

当社は次に掲げる事項に関して、一切の責任及び義務を負わないものとし、第 2 号に掲げる次項に

より当社又は第三者に損害等が発生した場合については、利用者がその責を負うものとします。
(1) 利用者がクリックポストを利用するために必要なインターネット接続その他の通信手段に関連す
る事項
(2) 登録情報その他の利用者が当社に提供する情報（以下「利用者情報」といいます。
）の正確性
(3) インターネット、通信回線、通信機器、コンピュータ等の障害又は瑕疵、その他、天災、地変、
火災、戦争、内乱その他の不可抗力によるクリックポストの提供の遅延、中断又は中止等
（業務の委託）
第８条 当社は、本サイトの運営その他のクリックポストの提供に関する業務を第三者に委託すること
ができるものとします。
２

前項の第三者は、当社から委託された業務を他の第三者に委託することがあるものとします。

（利用者情報の取扱い）
第９条 当社は、クリックポストを提供するに当たり必要と認める範囲で、当社が利用者情報を利用し
ます。
２

当社は、クリックポストを提供するに当たり必要と認める範囲で、前条各項の第三者に利用者情報

を開示します。
３

当社は、前項の規定又は法令に基づく場合その他正当な理由がある場合を除き、利用者の事前の同
意なしに利用者情報を第三者に開示しません。

３

本条に定めるほか、当社の個人情報に関する取扱いは、別途専用サイト上に表示される「プライバ
シー・ポリシー」に記載のとおりです。
（通知）

第 10 条 当社から利用者への通知は、本規約に別段の定めがない限り、登録情報に含まれる電子メー
ルアドレス宛てに電子メールを送信する方法、本サイト上に掲示する方法その他当社が適当と認める
方法により行うものとします。
２

前項の通知が同項の電子メールアドレス宛てに電子メールを送信する方法により行われる場合に

は、当該通知は、当該電子メールが当該電子メールアドレスの受信サーバに到達した時点で利用者に
到達したものとみなします。この場合において、当該通知が延着し、又は到達しなかった場合にも、
当該通知は、通常到達すべきときに到達したものとみなします。
（本規約の変更）
第 11 条 当社は、利用者への予告なしに、いつでも本規約を変更することができるものとます。
２

当社は、本規約を変更した場合には、その旨の告知及び変更後の本規約の本サイトへの掲示その他

当社が適当と認める方法により利用者に通知します。この場合において、利用者は、変更後の本規約
の規定によりクリックポストの利用申込みをしたときは、変更後の本規約に同意したものとみなしま
す。
３

本規約を変更した後に差し出されたクリックポストについては、変更後の本規約により取り扱いま

す。
（本サイトの停止）
第 12 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用者に事前に予告することなく本サイ
トの全部又は一部を停止することができるものとし、これにより利用者に生じた損害等について、責
任を負わないものとします。
(1) 本サイト及び通信機器設備等にかかるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合その他
本サイトの運営上必要がある場合
(2) 電気通信事業者の役務が提供されない場合
(3) 天災、停電、火災、機器の故障又は通信回線若しくはシステム障害等により本サイトを継続する
ことが困難になった場合
(4) その他当社が必要と判断した場合
（準拠法）
第 13 条 本規約は、日本法に基づいて解釈され、これに準拠するものとします。
（管轄裁判所）
第 14 条 利用者と当社との間の紛争に関しては、東京地方裁判所を利用者と当社との第一審の専属的
合意管轄裁判所とします。
（ゆうパケット約款等の適用）
第 15 条 本規約に定めるもののほか、クリックポストを利用する荷物の運送に関しては、ゆうパケッ
ト約款及びゆうパケット運賃料金表に定めるところによるものとします。
附

則（平成 26 年 6 月 12 日 26-日郵サ 44 号）

本規約は、平成 26 年 6 月 16 日から実施します。

附

則（平成 28 年 9 月 12 日 2016-日郵サ 85 号）

この改正規約は、平成 28 年 10 月 1 日から実施します。
以上

