利用規約
概観
クッキー・コネクションはクッキーデコレーション・アートを学び、シェアし、楽しむ場です。13 歳
以上であれば、経験等は問わずどなたにも参加していただけます。
このサイトのメンバーには、フォーラム、クッキー写真の投稿、ブログ、コミュニティカレンダー
等々、あらゆるコーナーに参加していただきたいと思います。ただし、そのコンテンツについて
は、クッキーデコレーションに関するもの、またここに記されているルールに沿ったものに限り
ます。個人的、政治的、また宗教的なコンテンツの投稿は受け付けません。クッキーデコレー
ションとそれに関する話題に限定します。
クッキー・コネクション（以下 CC と表します）のメンバーになりますと、以下のルールを遵守す
ることに同意したものと見なされます。これに同意できない方は当サイトにアクセスしないでく
ださい。ルールが変更される場合にはみなさんにお知らせするよう努めてまいりますが、定期
的にこちらでルールを確認いただくようお願いします。ルールが更新・修正されたとしても、み
なさんがメンバーである以上そのルールを遵守していただくことに変わりありません。
以下のルールに違反している場合は CC から削除させていただきます。

サイトへのアクセス、著作権、コンテンツに関するルールについて
・サイトへのアクセス／アカウントの設定

a. 13 歳以上でなければなりません。CC は子どものインターネット上のプライバシー保護
法を遵守します。13 歳以下による投稿を防ぐため、生年月日の記入が必要です。子ども
のインターネット上のプライバシー保護については、連邦取引委員会のこちらのサイト
(https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/complying-coppa-frequentlyasked-questions)を参照してください。
b. 複数のアカウントを作ることはできません。
c. ほかの人やほかのメンバーになりすますこと、ほかのメンバーのアカウントやユーザ
ーネーム、パスワードなどを使うことはできません。自分のパスワードを第三者に公開し
たり、使用させたりすることもできません。
d. 自分の、またほかの人のプロフィールやアカウントを他人に売ったり譲渡したりするこ
とはできません。
e. 上記のような条項の違反により CC にアカウントを無効にされた場合には、新たなアカ

ウントを作成したり、別のユーザーネームでログインしたり、アカウントの無効化を回避し
たりすることはできません。
・投稿されたコンテンツに対する権利と扱い

a. 投稿するすべてのコンテンツ（写真、ビデオ、ブログ投稿など）について、自身が権利
を有すること、つまり、それらが自分自身の作品・デザインであること、第三者の著作権
を侵害していないことをご確認ください。ほかの人の作品を参考にしたり、ほかの人のデ
ザインやアイディア、テクニックなどを利用する場合には、必ず作品をコピーするのに必
要な許可を取り、元となっているデザインに言及し、そのサイトやブログなどのリンクを貼
ってください。
b. CC には、みなさんの投稿した写真などの所有権はありません。しかし、みなさんの写
真やビデオ、ブログなどの投稿などについては、サイト上で使用料なしでの利用、修正、
コピーなどの許諾を CC に与えたものとなります。たとえば、フィーチャーされたブログ、コ
ンテストのレポートやチャレンジの結果などにおいて、またその他のフォーマットや媒体
において、CC のソーシャルメディアやニューズレター、広報などにおける利用が考えられ
ます。この許諾は、投稿されたコンテンツが削除されたときに消滅します。
c. CC のコンテストやチャレンジにエントリーしたコンテンツ、また賞を取ったコンテンツに
ついては、CC が制限なく利用できると許諾したものとなり、それを取り消すことはできま
せん。
d. CC の管理者は、投稿されたコンテンツが第三者の著作権やその他の権利を侵害して
いないかどうかすべて監視することは不可能であることをご理解ください。著作権等を侵
害している投稿を見つけた場合は、E メール(sweetlife@juliausher.com)にてただちにご連
絡ください。その際、オリジナルの作品と、著作権を侵害している作品の両方のリンクを
お知らせください。
e. CC に投稿したコンテンツは、著作権侵害という意図がなくても、ほかのメンバーによっ
て保存されたり、ほかの場所でシェア・二次使用される可能性があります。したがって、イ
ンターネット上でシェアされてもよいというコンテンツだけを投稿してください。
f. 非公開の個人情報も含め、CC に投稿したコンテンツについては、すべてデータベース
に保存されることに同意したものとみなされます。同意なしにこうした情報が公開される
ことはありませんが、CC は情報漏洩などにつながるハッキングその他の行為について一
切責任を負いません。
・禁止されるコンテンツ、行為について

CC は、当サイトの裁量において、ルールに反したメンバーに対する調査や法的措置を取
る権利を有します。ルールに反したコンテンツの削除、またルールに反したメンバーのア
カウントを無効にする権限も含みます。写真、ビデオ、ブログへの投稿、カレンダーなど

におけるルール違反のコンテンツや行為には以下のようなものがあります。（以下に限
定されるものではありません）
a. 個人的、宗教的、政治的な事柄など、クッキーやお菓子づくり、お菓子のデコレーショ
ンに関係ないもの。
b. 明らかに攻撃的なもの、人種差別、偏見、憎悪によるもの、その他、いかなる個人・団
体に対して危害を与えるあらゆるもの。
c. いやがらせとなるもの。
d. 性的、暴力的に人を悪用したもの。
e. 裸体や暴力、攻撃的なものや成人サイトへのリンクを含んだもの。
f. 18 歳以下の個人情報を必要とした勧誘。
g. 秘匿の連絡先を示したもの。
h. 誤った情報。また、不正、脅迫、わいせつ、中傷、名誉棄損などの違法な行為につな
がるもの。
i. 他人の著作権物を不法にコピーすることを助長するもの。
j. ジャンクメールやチェーンメール、迷惑メールやインスタントメッセージ、スパムなどの
送信に関するもの。
k. サイトの公開エリアで商品やサービスについて常識的範囲で言及する以外に、メンバ
ーに直接宣伝したり販売したりするために CC から得た情報を使用するもの。CC には、メ
ンバーからほかのメンバーへ 24 時間に送ることのできるメールの数を制限する権限が
あります。この数は状況に応じて CC の裁量で判断します。
l. コンテストやプレゼント企画、バーター、宣伝活動、クーポン、無料配布、無料トライア
ルなどの商業的な行為。ただし、「コンテスト（Contests）」「チャレンジ（Challenge）」「プレ
ゼント企画（Giveaways）」といった専用のコーナーで常識的な範囲で言及することは可能
です。
m. アクセスの制限された、もしくはパスワードの必要なページや裏サイトの画像を含む
もの（別のアクセスできるページからリンクを貼れないもの）。
n. 犯罪行為や事業を誘発するもの、違法行為に関して教唆するような情報を与えるも
の、たとえば、違法な武器の製造売買や個人のプライバシー侵害、コンピュータウィルス
を与えたり作り出したりするものなど。
o. 商業目的、あるいは不法な目的で、ほかのメンバーからのパスワードや個人の身分
を特定できる情報を求めるもの。
p. 本人の同意なく投稿された第三者の写真を含むもの
q. スクリプト（コンピューター言語）を使用し、メンバーをフォローしたり、コメントをしたり、
メッセージを送ったりするような自動システムを作るもの。
r. CC のサイト、またそれに関するネットワークやサービスに対して過度の負荷を与え、妨
害するもの。

s. 嫌がらせやいじめ、他人を傷つけるなどのために CC から得た情報を使ったもの。
・サイトによるコンテンツのチェックについて

以下の条項についてもご承知いただき、同意されたものと見なします。
a. CC のオーナー、管理者、従業員などがそれぞれの投稿の正当性を確認することはで
きません。CC が投稿されたメッセージを監視しているわけではないため、そこに含まれる
コンテンツについて CC は責任を負いません。投稿の情報の正確さ、完全性、有用性など
は保証しません。投稿されたコンテンツはその投稿者の考えを示すものであり、必ずしも
このサイトやオーナー、管理者、従業員の考えではありません。
b. CC のオーナー、管理者、従業員、また寄稿者は、議論を活発にしたり円滑にサイトを
機能させたりするためにサイトに寄稿しています。こうした個人の意見は、それぞれのも
のであり、CC のサイトにより保証されているものではありません。彼らはプロのアドバイ
ザーとは見なされません。
c. 投 稿 さ れ た コ ン テ ン ツ に 問 題 が あ る と 感 じ た 場 合 は 、 こ ち ら の E メ ー ル
(sweetlife@juliausher.com)からすぐにサイト管理者にご連絡ください。サイトのオーナー、
管理者は削除が必要と判断されれば、問題のあるコンテンツを削除する権利を有します。
これはマニュアル作業によるものですので、すぐに削除したり編集したりできないこともあ
ることをご承知おきください。この条項はメンバープロフィールの情報にも該当します。
d. こうした条項・条件を侵害するユーザーや、誤解を与えるもの、誤ったもの、攻撃的な
ものを投稿するユーザーもいるかもしれません。このサイトの使用に伴うあらゆるリスク
を踏まえ、コンテンツに頼り投稿された情報に基づいた行動を取らないようにしてください。
e. CC に投稿された自分のコンテンツについては、ご自身で完全に責任を持ってください。
CC にコンテンツを投稿することによって、そのコンテンツから生じるあらゆるクレームや費
用、法的なものを含む経費を、CC とそれに関連するビジネスやサイト、また管理者や従
業員に対して補償することに同意したことになります。
・投稿に関するガイドライン

CC への投稿する際は、以下の点についてご注意ください。
a. コメントは、常に敬意を払い、建設的であるようにしてください。私たちは CC をすべて
の人々にとってポジティブかつ安全、友好的な場にしたいと考えています。ほかの人に
対する異議やネガティブな思いをした経験などもシェアしていただいて構いませんが、残
酷なコメント、悪意のあるもの、その他非建設的なコメントは容認できません。
b. 同じような投稿はひとつの forum（フォーラム）に、あるいはサイトのひとつのエリアに
限定してください。複数のフォーラムや複数のエリア、たとえば blog（ブログ）、forum（フォ
ーラム）、clips（写真投稿）、calendar（カレンダー）などに投稿しないでください。
c. 同じ画像、あるいは同じ作品の別アングルの写真を 2 枚以上 Clips（クリップ）欄に投

稿しないでください。ただし、カテゴリー別に分けて検索しやすくなるよう、複数の Sets（カ
テゴリー）へ投稿することはできます。
d. サイトのどのエリアについても、人の顔が写っている場合は写真投稿の前に削除して
ください（自身のプロフィール写真は除きます）。ほかの人物の顔が写っているものを投
稿するのはサイトルール違反となり、そうした写真は削除されます。
e. それぞれの投稿のトピックから逸れないようにしてください。もともとの投稿の意図か
ら外れた話題がある場合は、新たなフォーラムの投稿をしてください。
f. CC の blog（ブログ）への投稿は、できる限り完全なものにしてください。個人のサイトや
ブログなどへのリンクを貼っただけ、ということはおやめください。CC の最大の目標は情
報を伝え、教えることですので、ブログの投稿には少なくとも 2、3 段落の文章と 1 枚以上
の画像、そしてタイトル用の画像を入れてください。必ず自分のブログや画像をカテゴリ
ー分けし、タグ付けしてください。collection（ブログのカテゴリー）、clip sets（投稿画像・動
画のカテゴリー）、tag（タグ）は投稿の際に必須です。これにより、みなさんの画像やブロ
グが、サイト内でもサイト外のネット上でも見つけられやすくなります。ブログ投稿に自分
のサイトやほかの人のサイトのリンクを貼るのは歓迎ですが、こうしたルールに則ってい
ないものは削除されます、
g. あからさまな度重なるセルフプロモーションはおやめください。自分のプロフィール欄
やブログの投稿の中にリンクを貼り、自分のクッキー作品、その他本やビデオなどを「分
別をわきまえた程度に」プロモーションしていただくのは歓迎ですが、ブログやフォーラム
内のリンクが CC に投稿される質の高い情報と必ず結びつくようにしてください。
h. プレゼント企画やコンテスト、チャレンジ企画などのプロモーション的な事項について
は、そうした目的に合うブログ・フォーラムのエリアか自分のプロフィール欄のみに限定し
てください。
投稿先が不確かな場合は、サイトの主任管理者(sweetlife@juliausher.com)にご連絡ください。

アカウントの失効とコンテンツの修正・変更
利用規約に違反している場合、CC は、投稿の削除や修正、メンバー登録の取り消しやサ
イトへのアクセスブロック、アカウントのプロフィールの修正、その他サイト上のユーザーの
あらゆるコンテンツの修正を、CC の裁量によって行う権利を有します。
もし、誤って自分のアカウントが無効にされている、コンテンツが削除されたり修正されたり
している、と感じられた場合は、E メール(sweetlife@juliausher.com)で管理者までご連絡く
ださい。
アカウントが無効になっても、CC を使用中に投稿したコンテンツは、無効になる以前にご自
身または CC により削除されていない限り、CC が使用する権利が消失するわけではありま
せん。

免責と準拠法

CC（サイトのオーナー、役員、責任者、代理人、管理者および従業員を含む）は、みなさん
の CC 利用に際して生じた紛争、また CC のフィーチャー記事、サブドメイン、CC に付随もし
くは関連するサブドメインの利用に際して生じた紛争に関して、一切の責任を負いません。
直接的、間接的な損害、偶発的、派生的損害に関する申し立て、また弁護士費用につい
ても、そうした損害の可能性を CC が知っていたかどうか、契約の記述または不法行為の
あるなしを問わず、同様に責任を負いません。
これにも関わらず CC を紛争に巻き込む場合は、この利用規約の「準拠法」の規定に従い、
CC の裁判費用を含む経費を負担することになります。この利用規約の取り決めは、アメリ
カのミズーリ州法に従って制定され解釈されています。連邦地裁もコピーライトに関する訴
訟を審理しています。しかしながら、あらゆる紛争の訴訟において、不服申し立ては訴え
の 1 年以内でなければならないことに同意したものとなります。CC がこうした規約や権利
を行使する必要のある場合は、法的な通知や書類をプロフィールにあるメールアドレスに
E メールにて送ることに同意したものとなります。

CC の利用規約に質問がありますか？
Julia M. Usher(sweetlife@juliausher.com)までご連絡ください。
みなさんのご理解、ご協力をお願いいたします！ 最後にいちばん大切なことを…みなさんど
うぞ楽しんでください！
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