
フードソムリエ 料理家利用規約 

 
フードソムリエへようこそ！私たちは、「毎日のテーブルにストーリーを。プロが提案する食ライフ」をテーマに、

全国の料理家のみなさんのご協力を得て、豊かな食卓をご提案してまいります。本利用規約は、参加するみな

さんが心地よく、有益な情報が集まるサイトを目指し、定めさせていただきました。フードソムリエのご利用に際

しては、このフードソムリエ利用規約が適用されます。当サイトをご利用の際は、必ずこのフードソムリエ利用

規約をお読みくださいますようお願い申し上げます。 

 

 

第 1条 総則 

１．フードソムリエ利用規約（以下「本利用規約」といいます）は、株式会社グロッシー（以下、当社と

いう）が提供する食に関する情報サービス「フードソムリエ」（以下、「当サイト」といいます）を利用

するにあたり、当サイトに登録を行う全ての料理家（以下、「料理家」といいます）と当社との間におけ

る権利義務関係を定めることを目的とするものとします。 

2.本規約は、当社が提供する本サービスを料理家が利用することにより本利用規約を承諾したものとし、

本サービスを利用する際の一切に適用するものといたします。  

3.当社が適当と判断する手段にて、制定、変更または修正の都度料理家に対してお知らせする諸規定は、

本規約の一部を構成するものとし、料理家は、これを承認し、遵守するものとします。 

4.当社は、当社が必要と判断した場合には、本利用規約および諸規定をいつでも変更することができるも

のとします。 

5.料理家の皆様が個別のサービス利用に際して定められた規約も、本利用規約の一部を構成するものと

します。 なお、本利用規約の定めと個別サービスの際に定められた規約の定めが異なる場合は、当該

個別サービスの際に定められた規約の定めが優先して適用されるものとします。  

 

第 2条料理家登録 

1.当社のサービスに料理家として登録を希望する場合は、当社所定の書式で料理家ご自身に関する正確

な必要事項を入力した登録申込内容をインターネットのホームページまたはメールを通じて当社に送

信いただきます。 

2.当社は、この登録申込を受理し、申込にかかる必要な審査をし、登録を承諾する場合、URＬなど必要

事項をメール配信することで、当社の承諾の意志表示とさせていただきます。なお、料理家は、URLの

使用及び管理について一切の責任を持ち、当社は料理家の URL が他の第三者に使用されたことによっ

て料理家が被る損害については、料理家の故意過失の有無に拘わらず一切の責任を負いません。 

3.当社は登録申込者を事前・事後に関わらず審査し、以下の項目に該当すると当社が判断した場合、当該

申込者の料理家申込内容を削除し、将来にわたってすべてのサービスの利用をお断りする権利を有し

ております。また、承認後であっても承認した料理家が以下のいずれかに該当することが判明した場

合、承認の取消しを行う場合があるものとします。 

(1)申込をした者が実在しない場合  

(2)申込をした者が送受信可能なメールアドレスを持たない場合  

(3)申込をした時点で本規約違反等により登録資格の停止処分中である、又は過去に規約違反等に基

づく当社からの対処を受けたことがある場合  



(4)申込の際の申告事項に、虚偽、誤記または記入漏れ、もしくは入力ミス等が判明した場合 

(5)申込をした者が未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、申込の手続

きが成年後見人によって行われておらず、又は申込の際に、法定代理人、保佐人もしく補助人の

同意を得ていなかった場合  

(6)その他当社が登録資格を与えることを不適当と判断した場合  

 

第３条 利用環境の整備 

1. 料理家は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要

となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、本サービスが利用可能な状態に置くものとし

ます。また、自己の費用と責任で、利用者が任意に選択し、電気通信サービス又は電気通信回線を経由

してインターネットに接続するものとします。   

2.料理家は、関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の利用環境に応じ、コンピュータ・ウィルス

の感染、不正アクセス及び情報漏洩の防止等セキュリティを保持するものとします。  

 

第 4条 自己責任の原則 

1. 料理家は、利用者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為とその結果につ

いて一切の責任を負います。  

2.料理家は、料理家による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為に起因して、当

社又は第三者に対して損害を与えた場合（利用者が本利用規約上の義務を履行しないことにより当社又

は第三者が損害を被った場合を含みます。）、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。  

 

 

 

第５条 IDおよびパスワードの管理 

１．登録が承認された料理家には、当社から指定のＩＤと任意のパスワードを発行します。また料理家は

自らパスワードを再設定・登録するものとします。 

２．料理家登録後、当社が提供するサービスを料理家が利用する際には、当社に登録している IDおよび 

パスワード（以下あわせて「ID等」と呼びます）を使用するものとします。 

３．登録された料理家の ID 等の管理とその使用に関しての責任は、全て料理家本人が負うものとします。

料理家は、自己の ID等によりなされた、当社が提供するサービスにかかる一切の行為およびその結果

について当該行為を料理家自身が行ったか否かまたは料理家自身の過失の有無を問わず、自らその責

任を負うものとします。 

４．ID等の譲渡、売買、貸与等の行為は一切禁止するものとします。 

５．料理家は、ID等の盗難もしくは失念があった場合、または ID等が第三者に使用されていることが 

判明した場合、直ちに当社にその旨を届け出るとともに、当社からの指示に従うものとします。 

６．当社は、ID等の使用上の過失および第三者の利用に伴う損害について一切責任を負わないものとしま

す。また、料理家が、第三者の ID等を不正に利用したことにより、当該第三者または当社に損害を与

えた場合、料理家は当該不正使用によって生じた損害を当該第三者または当社に賠償するものとしま

す。 

 



第 6条 料理家の登録情報等 

１．ID等を含む料理家の登録情報は当社が所有するものとします。 

２．料理家登録の際に申告する登録情報の全ての項目に関して、いかなる虚偽の申告も認めないものとし

ます。 

3．住所、電話番号、その他の登録情報に変更が生じた場合、料理家は速やかに所定の変更手続きを行うも

のとします。 

4．料理家登録情報およびフードソムリエが取得した利用者に関する情報は、当社のプライバシーポリシー

に基づき、適切に取り扱うものとします。 利用者は、本サービス利用により、プライバシーポリシー

で定める事項に加えて、本サービスご利用にあたって、きちんとレシピ及びプロが提案ひとりごはん

のレシピ及び写真（以下レシピ）投稿や、食材＆台所丸秘ノートのアイテムの推薦コメント（以下ア

イテム推薦コメント）の投稿、プロフィール（以下プロフィール）などを利用者が認識できるように、

氏名やアイコン写真をフードソムリエ利用者に表示することを承諾したものといたします。  

５．当社は、個人情報を以下の利用目的の範囲内で使用いたします。 

(１)提供しているサービスや広告の内容を、より料理家のみなさまに適したものとしたり、充実させ

たり、改善したり、新しいサービスを検討したり、アンケートの対象の抽出を行ったりするため

に、料理家属性に関する情報を利用する場合。 

（２）広告主や情報提供元、サービス提供元などに、どのような広告や情報、サービスなどを掲載ま

たは提供していただくことが効果的であるかを分析して提供するために、料理家属性に関する情

報を分析したり、分析のためのアンケートの対象の抽出を行ったりするなどして個人が特定でき

ない情報に加工し、利用する場合。 

（３）料理家にご自分の登録情報の閲覧や修正、ご利用状況の閲覧を行っていただくために、氏名、

住所、連絡先、支払方法などの登録情報、これまでにご利用いただいたサービスなどに関する情

報を利用する場合。 

（４）料理家にサービスに関するお知らせをしたり、賞品や商品を送付したり、必要に応じて連絡を

するために、メールアドレスや住所などの連絡先情報を利用する場合。 

（５）料理家の本人確認を行うために、氏名、住所、生年月日、電話番号、配達証明付き郵便の到達

結果などの情報を利用する場合。  

（６）料理家が簡便にデータを入力できるようにするために、フードソムリエに登録されている情報

を入力画面に表示させたり、料理家のご指示に基づいて他のサービスなどに転送したりする場合。 

（７）他の料理家や第三者に損害を発生させたりするなど、利用規約に違反した方や、不正・不当な

目的でサービスを利用しようとされる方のご利用をお断りするために、氏名や住所など個人を特

定するための情報を利用する場合。 

（８）料理家自身からのお問合わせに対応するために、お問合わせ内容、料理家属性に関する情報や利

用料金に関する情報などといったお問合わせいただいたサービスを提供するために利用している

情報、さらに連絡先情報などを利用する場合 

（９）収集開示の必要があると特に当社が認めた場合。 

 

６．裁判所、検察庁、警察署、弁護士会、消費者センターまたはこれに準じた権限を有する機関から、法

令に基づき、料理家の登録内容またはその提供した情報についての開示が求められた場合、情報を開

示するものとします。 



７．料理家は、当社のサービスの利用上発生した当社、他の料理家または第三者との間の苦情、クレーム、

訴訟について、当社が要求する事項（文章、口頭による交渉を含むがこれに限定されない）を全て当

社に対して開示するものとします。 

８．当社が必要と判断した場合、メールその他の方法で料理家に登録内容の確認を行なうことがあるもの

とします。 

９．料理家登録後、当社が登録情報の更新手続きを依頼した場合、当該料理家は、所定期間内に更新手続

きを行うものとします。 

 

第 7条 料理家の行為禁止事項 

  料理家は、以下に該当する行為またはその恐れのある行為をとってはならないものとします。 

（1）公序良俗に反する行為 

（2）法令に違反する行為 

（3）他の料理家または第三者の著作権、肖像権、その他知的所有権を侵害する行為 

（4）他の料理家または第三者を誹謗、中傷する行為 

（5）他の料理家または第三者の財産、信用、プライバシーを侵害する行為等他の料理家または第三者に不

利益を与える行為 

（6）選挙運動もしくはこれに類似する行為、または公職選挙法などの法令に違反する行為 

（7）宗教の宣伝を含む布教的行為、ならびに宗教団体の設立・活動および宗教団体への加入等宗教的結社

に関する行為 

（8）当社の承認した以外の方法で他の料理家または第三者との間で、売買および金銭的な利害の発生する

行為  

（9）未成年者に対し悪影響があると判断される行為  

（10）当社の事業およびサービスの運営を妨害し、または当社の名誉・信用を毀損する行為 

（11）同一人物が複数の料理家登録をする行為 

（12）虚偽の登録または調査回答を行うこと 

（13）当社が承認していない営業活動、営利を目的とした情報提供を行なう行為  

（14）スパムメールの送信、もしくは、不特定多数の料理家に対して電子メールを送り、それを読むこと、

アンケートに答えることあるいは当該電子メールを他の料理家もしくは第三者に転送することを強

要する行為 

（15）当社のメール・ホームページの内容の無断転載および再配布 

（16）契約しているプロバイダーの定める規約に違反する行為 

（17）その他、当社が不適当と判断する行為 

 

第 8条 情報の私的利用以外の禁止  

 料理家は、当社が承認した場合（当該情報に関して権利を持つ第三者がいる場合には、当社を通じ当該第

三者の承認を取得することを含む。本条において以下同じ）を除き、フードソムリエを通じて入手したい

かなる情報も複製、販売、出版、公開その他いかなる方法においても料理家の個人としての私的使用以外

の使用をすることはできず、また、他の料理家または第三者をして同様の行為をさせてはならないものと

します。  

 

 



第 9条 登録情報及び著作権 

1. 料理家が当社の運営に協力し、レシピ投稿やアイテム推薦コメント、プロフィールの投稿を行う際は、

当該ホームページから必要事項を正しく入力します。 

2. 登録商品などの誹謗中傷は一切しないものとします。また、事前に事務局の許可を得ずに行われる代理

投稿については禁止するものとします。 

3.料理家が登録（発信）したレシピ及びアイテム推薦コメントの著作権は、料理家本人に帰属します。当

社は当該コンテンツの使用権（サブライセンス権も含む）を有する（複製、公開、送信、頒布、譲渡、

貸与、翻訳、翻案を含む）ものとします。 

4. 料理家が登録（発信）したコンテンツ、利用者によるサービスの利用・接続・本規約違反、利用者によ

る第三者への権利侵害に起因または関連して生じたすべてのクレームや請求について、利用者の費用と

責任で解決するものとします。  

前項のクレームや請求への対応に関連して当社に費用が発生した場合または賠償金などの支払いを行っ

た場合は、当該費用および賠償金、当社が支払った弁護士費用等を当該利用者の負担とし、当社は、当

該利用者にこれらの合計額の支払いを請求できるものとします。 

5. 料理家が登録（発信）したものを除き、本フードソムリエサービスに含まれるコンテンツ、情報に関す

る財産権は、当社に帰属します。 本サービスまたは広告中に掲載・提供されているコンテンツは、著作

権法、商標法、意匠法などにより保護されております。 本サービス及び本サービスに関連して使用され

ているすべてのソフトウェアは、知的財産権に関する法令などにより保護されている財産権及び営業秘

密を含んでおります。 

 

第 10条 登録内容の修正・削除 

  当社に登録されている全ての情報に関して、以下のいずれかに該当する場合は、当社が料理家の承諾な

く修正・削除できるものとします。 

（1）登録された情報が第 7条の定める禁止事項に該当すると当社が判断した場合 

（2）登録されている情報が誤っている場合 

（3）登録されている情報が、他者の著作権に抵触している場合 

（4）登録後一定期間を経過し、当社が不必要と判断した場合 

（5）登録されている情報が明らかに事実と異なると当社が判断した場合 

（6）その他、当社が不適当と判断した場合 

 

第 1１条 電子メールの受・発信 

１．料理家は、料理家として当社と電子メールの受・発信を行う場合には、登録情報として申告したメー

ルアドレスを使用するものとします。 

２．登録されたものと異なるメールアドレスにて受・発信を行ったことにより当該料理家に不利益または

損害が発生しても、当社はその責任を負わないものとします。 

３．当社がホームページ上に掲載しまたは料理家に送る電子メール内の情報については、当社が選択およ

び決定できるものとします。 

４．料理家は、当社からの電子メールに対して返信するにあたり、当社の指定する方法により返信するも

のとします。 

５．当社の指定と異なる方法で返信を行った場合、当該料理家に不利益または損害が発生しても、当社は、



その責任を負わないものとします。 

６．料理家が料理家として発信する電子メールの本文中の記載内容に関しては、当該料理家本人の責任に

基づくものとします。 

７．当社から料理家に対して発信された電子メールまたは料理家から当社に対して発信された電子メール

の不達により当該料理家に不利益または損害が発生しても、当社はその責任を負わないものとします。 

 

第 12条 商品等の広告 

  商品等の広告に関しては、商品等の販売または提供会社から提供された資料に基づき作成されており、

料理家は、自己の責任において広告記載内容を判断するものとします。 

 

第 13条 登録の解除 

１．料理家が退会しようとする場合、所定の手続きに従い当社に届け出る 

    ものとし、当社での退会処理終了後、退会となるものとします。 

２．フードソムリエの登録資格は一身専属性のものとします。当社は利用者の死亡を 

知り得た時点を以って前項届出があったものとして取り扱わせていただきます。 

 

第 14条 料理家資格の抹消 

１．料理家が以下の項目のいずれかに該当する場合、当社は、当該料理家の承諾の有無にかかわらず、当

該料理家の会員資格を抹消することができるものとします。 

（1）IDまたはパスワードを不正使用した場合 

（2）本サイト又はネットワークを不正利用した場合 

（3）その他、本規約のいずれかに違反した場合 

２．会員資格を抹消する場合、当該料理家が本サイトおよびネットワークで保有する全ての権利・登録コ

ンテンツを抹消するものとします。 

 

第 15条 料理家への報酬 

１．料理家は、料理家自身が、個別に契約する指定サイトのアフィリエイトＵＲＬを当該サイトの指定の

フォームに入力することで、アフィリエイトリンクを作成することができます。 

２．当社が実施する料理家へのレシピ開発などの委託業務、調査への回答またはグループインタビューへ

の参加等の報酬として、当社規定の報酬、または抽選による景品等を受け取ることができる場合があ

るものとします。 

３．前項に定める報酬の種類、提供方法および提供期間は、当社の規定によるものとし、具体的な内容に

ついては、その都度当社が定め、料理家に提示するものとします。 

４．景品等の抽選は、当社が別途定める方法で行うものとします。 

 

第 16条 損害賠償 

１．料理家は、当サービスの利用に関連して当社または第三者に損害を与えた場合には、かかる損害を直

ちに賠償するものとします。 

２．当社は、当サービスの利用により発生した料理家の損害すべてに対し、いかなる責任も負わないもの

とし、当該損害の賠償をする義務もないものとします。料理家が当社のサービスの利用によって他の



会員や第三者に対して損害を与えた場合、当該料理家は自己の責任と費用をもって解決し、当社に損

害を与えることのないものとし、仮にこれに関連して当社に費用および損害が発生した場合、当該料

理家は、当社が負担した費用および損害を当社に支払うものとします。料理家が本規約に反した行為、

または不正もしくは違法な行為によって当社に損害を与えた場合、当社は当該料理家に対して相応の

損害賠償の請求を行なうことができるものとします。 

当社が料理家の登録、資格を停止、抹消したことにつき、当社は事由のいかんを問わず一切損害賠償

の義務を負わないものとします。 

 

 

第 17条 免責 

１．当社は、料理家に対し、当社のサービスのシステムおよび提供するサービスの質、サービスを通じて

当社または第三者が提供する情報等（ネットワーク上で表示されるリンクに含まれる情報を含む）に

関し、その完全性、確実性および有用性を含め、いかなる保証もいたしません。 

２．当社は、サービスの利用に関連し、または本規約の条項に従い当社が行った行為に起因して、料理家

が直接または間接に被り得る損害については、その内容、態様いかんに関わらずなんの責任も負担い

たしません。料理家はこうした損害に関連して、当社に対し何らの請求も行わないものとします。 

３．当社は、掲示板や blogの投稿およびメールの交換を含む料理家同士の情報交換について、調査する権

利を持ちますが調査義務を負わないものとします。 

４．当社サイトに接続が困難、不可能、あるいは一部または全部のサービスが不完全、または完全に提供

されない場合、当社はこれの責任を一切負わないものとします。また当社サイトに接続できる料理家

は、当該障害について当社に対して一切の責任の追求ができないものとします。 

５．フードソムリエを通じて料理家同士でなされた情報の授受、およびそれに付随し行われる行為につい

て当社は一切責任を負わないものとします 。また、当社サービスの利用に関して、料理家間または料

理家と第三者との間で何らかの紛争が発生した場合には、関係する料理家がその責任で解決し、当社

に一切の損害を被らせないものとします。  

６．当社サイト中から他の Web サイトへのリンクをしたり、第三者が他の Web サイトへのリンクを提供

している場合がありますが、この場合、当社は当該サイトを管理しておりませんので、当社外のサイ

トリソースの利用（使用）可能性については責任を負わないものとします。また、当該サイトやリソ

ースに包含され、または当該サイトやリソース上で利用が可能となっているコンテンツ、広告、商品、

役務などについては一切責任を負わないものとします。従って、当社には、それらのコンテンツ、広

告、商品、サービスなどに起因または関連して生じた一切の損害（間接的であると直接的であるとを

問いません）について賠償する責任はありません。 

７．本規約に定める当社の免責については、料理家が損害発生の原因となる事由に関して当社に帰責事由

があることを証明した場合には適用しないものとし、その場合、当社は、直接損害に限り、かつ１０

万円を限度として責任を負うものとします。 

８．本サービス及びコンテンツは、当社がその時点で提供可能なものとする。当社は提供する情報、利用

者が登録する文章及びソフトウェア等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等いかなる保

証も致しません。  

９．何らかの外的・内的要因（システムの故障なと）により、フードソムリエのデータが 

破損した場合は、当社はその責任を負いません。 



10．その他当社は、本サービスの利用により発生した料理家の損害については、一切の賠償責任を負いま

せん。  

11．料理家が、本サービスを利用することにより、第三者に対し損害を与えた場合、料理家は自己の費用

と責任においてこれを賠償するものとします。  

12．料理家は本サービスに発生した不具合、エラー、障害などにより本サービスが利用できないことによ

って引き起こされた損害について一切の賠償責任を負いません  

 

第 19条 サービス内容の変更、一時中断、停止および中止 

１．当社は以下に該当する場合、いつでも、何らの告知なしに、また料理家の承諾の有無にかかわらず、

サービスの内容の一部もしくは全部を変更、一時中断、停止および中止する場合があるものとします。 

（1）当ネットワークのシステム定期保守、更新ならびに緊急の場合 

（2）火災、停電、天災などの不可抗力により、サービス提供が困難な場合 

（3）その他、不測の事態により当社がサービスの提供が困難と判断した場合 

２．前項に基づくサービスの一時中断、停止によって料理家に不利益または損害が発生した場合、当社は

その責任を一切負わないものとします。 

 

第 20条 事業の停止 

当社ネットワークは一定の予告期間をもって、事業の停止を行う場合があります。あらかじめご了承くだ

さい。 

 

 

第 21条 無断転載、再配布の禁止  

フードソムリエは、当社の運営するサイト名・サービス名であり、 

商標登録第 4901839号となっております。許可なくフードソムリエの呼称を使用することや、 

フードソムリエの記事・写真・イラストの無断転載、再配布を禁じるものとします。 

 

第 22条 専属的合意管轄裁判所 

当社および料理家は、当社と料理家の間で本規約に関連して紛争が生じた場合は、釧路地方裁判所を第１

審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。 

 

 

第 23条 準拠法 

本規約は、日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。 

 

以 上 

  （附則）2007年 7月 20日より施行 

株式会社グロッシー 
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