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イオンスタイル検見川浜
千葉市美浜区

イオンリテール株式会社

●店内レイアウト

01　旬の野菜や果物を使ったメニューを野菜ソムリエが提案。持ち帰り用レシピの専用コーナーも設置　　02　鮮魚売場の隣に、できたての海鮮丼を提供する「魚魚彩（ととさい）」を導入し、12 席用意

イオンスタイル検見川浜

●店舗概要

NO. 410
2017年
12月7日

発行日

注目ポイント

団塊の世代を中心とするシニア世代「グランド・ジェネレーション」（G・
G）をメインターゲットに設定01

減塩商品や野菜メニューの提案、「モーニング丼」の提供など「健康」「コ
ミュニティ」をキーワードに商品・サービスを提案02

旧イズミヤの店舗を居抜き改装してオープン。地下 1階にあった食品売場
を１階に移し、利便性と訴求力を強化03
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JR 京葉線「検見川浜」駅前に立地する今年
5 月に閉店したイズミヤの建物を改装。半径１
km 圏内で構成比 17.8％を占める 65 〜 74 歳
をメインターゲットに「G・G（グランド・ジェ
ネレーション）コンセプト店舗」として開店し
た。「G・G」とは、人生をさまざまなスタイル
で楽しんでいる世代に対し、イオンが提唱して
いる言葉で、このコンセプトを打ち立てた店舗
は 2013 年 5 月にイオン葛西店をリニューア
ルオープンしてから 12 店舗目。新店としては
初となる。

テーマは「健康」と「コミュニティ」。食品売
場では、野菜メニュー、減塩、少量目を重視す
るとともに、その場で海鮮丼が食せる「魚魚彩」
も導入。従業員の認知症サポーター資格取得や
宅配サービスの実施、「お買い物バス」の運行
などにより、高齢者の利便性を強化している。

毎日の食生活を重要視する世代に向け
「健康でおいしい」提案を強化

オープン日 2017 年 11 月 23 日（木）

住所 千葉県千葉市美浜区真砂４
丁目２番６

営業時間
7：00 〜 23：00（食品・銘
店・ リ カ ー 以 外 は 9:00 〜
22:00）

売場面積 14680㎡（うち直営約 9650
㎡）

店長名 津久間 利治

駐車 / 駐輪台数 127/242 台

商圏人口 約 5 万 5000 人、 約 2 万
3000 世帯（半径 1km 圏内）
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02 地元・千葉県産の商品も
積極的に導入。開店日には八
街産の落花生売場をコーナー
展開

03 トマトは糖度の高いトマト
を拡充。「新鮮でおいしい野菜
を食べたい」というニーズに応
える

04 バラ売りを強化。適量が
買える、ゴミが減らせる、一つ
ひとつ確認できるという利点を
POP でもアピール

05 葉物野菜売場でもホウレ
ンソウやミズナなどの少量目を
揃え、使いきり野菜としてコー
ナー化

04
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07

05

01 売場全体で野菜の摂取を訴求。野菜・果物の知識を身に付けた
野菜ソムリエがおいしい食べ方を提案。会話のある売場をめざす

07 柱を取り囲んで果物各種を展開。バラ売りのほか、贈答用の詰め
合わせ、輸入フルーツなど幅広く揃える

06 関心が高まっているオー
ガニック野菜に、千葉県産の
有機野菜も取り入れて展開
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02 対面売場では、各漁港で
水揚げされた旬の魚介類を展
開。開店日にはキンメダイを数
量限定の特別価格で提供

03 平台ショーケースでは、
開店セール価格の買得商品を
ずらりと展開。メバチマグロや
国産ウナギなどが並ぶ

04 塩分摂取の抑制ニーズに
応え、塩干コーナーでも減塩
＆節塩商品を訴求

05 少量目の商品を各種展
開。保存しやすいように一枚
ずつ包装している干物も導入

04
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01 海鮮丼や寿司を提供する「魚魚彩」と連動する鮮魚売場。「魚魚彩」
で食べた魚介類を売場で購入することができる

07 単品の少量目パックや少しずつの盛り合わせなど、刺身も買い求
めやすさを訴求

06  「魚魚彩」の前では、「魚
屋自慢の海鮮丼」や「魚屋の
お寿司」など、鮮魚売場とし
てのこだわり商品を提供
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02 豚肉はスペイン産イベリコ
豚、PB「トップバリュ」の「う
まみ和豚」を展開。うす切り、
超うす切りも揃える

03 味付け肉にも少量パック
コーナーを設置し、「ちょっと
だけ」「簡単に」という G・G
世代のニーズに応える

04 肉加工品、肉惣菜を揃えて
「今夜は家飲み」コーナーとク
リスマスパーティーコーナーを
展開

05 火にかけるだけの簡単鍋
も種類豊富に展開。「ちょい足
し」に便利な少量パックコー
ナーも設置

04

03

01

02

06

07

05

01 牛肉は、PB「トップバリュグリーンアイ」の「タスマニアビーフ」、
PB「トップバリュセレクト」の「匠和牛」を展開。試食販売も実施

07 ヘルシー志向のラム肉、安全を追求した PB「トップバリュグリー
ンアイナチュラル」の「ナチュラルポーク」も展開

06 ヨーロッパ産の生ハムを
はじめとするこだわりの肉加工
品も揃え、上質な食生活をサ
ポート
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02 店内でスチームオーブン
を使って焼き上げた魚惣菜。

「冷めてもやわらかい」特性を
アピールする

03 チキングリル各種は、店
内の抗火石グリルを使用。素
材の旨味を逃さないことを
POP で訴求

04 おむずびには、オリジン
弁当の商品を導入し、バラエ
ティー豊富に展開。食べ切り
やすい小さいサイズも揃える

05 築地の厚焼き玉子専門店
の玉子焼きを使った巻寿司も
ラインアップ。海苔へのこだわ
りも POP で訴求

04
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01

06
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01 インストアベーカリー、鶏惣菜専門店も並ぶ惣菜売場。健康、少
量目を意識した和洋中のメニューを幅広く揃えて提供

07 洋惣菜から和惣菜まで常時 30 種類以上のメニューを量り売りで
提供する「リワードキッチン」では試食も実施

06 売場にはカレー＆スープ
バーも設置。3 サイズのトレー
を用意し、適量購入をサポー
ト

02
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　健康を全面に打ち出した品揃えを強化。減塩対応の醤油やだ
しをコーナー展開するなど、「健活ライフ」を訴求する。加え
て、PB「トップバリュグリーンアイ」のオーガニック商品や、
グルテンフリーのパスタ、ノンオイルドレッシング、高ポリフェ
ノールのチョコレート、約 20 品目の飲用酢コーナーなど、ヘ
ルシー志向商品が目につく売場となっている。食べきりサイズ
やバラ売りなど、少量目商品も充実している
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02

01

03

02  「漬物まつり」と称して、
漬物をよりどり３個 500 円（税
別）で提供。試食の実施で売
場を活気づける

03 PB「トップバリュ」のチル
ド惣菜を「お手軽朝食」とし
て提案。少量目の商品を揃え
る

01 健康志向や美容への関心から注目されている甘酒を拡充。黒ゴ
マや抹茶入りの食べる甘酒は関東のイオンで初導入となる

03 0302

01

02 開店セールとして冷凍パ
スタをよりどり４個 500 円（税
別）で提供。「パピコ」の詰め
合わせ袋も用意

03 アイスクリーム類もリーチ
インケースで提供。小容量アイ
スコーナーも充実している

01 PB「トップバリュグリーンアイオーガニック」の有機冷凍野菜を
コーナー展開。安心と便利を訴求
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02

02 日本酒売場の出入口にワ
ンカップ酒コーナーを設置。
各地の地酒が手軽に楽しめる

04 直営の酒類売場には、ビー
ルの小容量コーナーも設置。
話題商品のクラフトビールと並
べて展開

03 全国の有名蔵元の酒約
160 品目を展開する日本酒
コーナーでは、有名ワイン評
論家が認めた商品も陳列

0403

01 イオンのワイン専門輸入商社「コルドンヴェール」直輸入ワイン
を中心に約 600 品目のワインを取り揃えるイオンリカー

01

04 チーズをはじめ、世界各地のこだわりの商品を揃えた「Select 
Mariage」では、おすすめの食べ方を提案

03

0201

03

03 約 40 席のイートインス
ペースには、コーヒーマシーン
のほか、「生しぼりオレンジ」
のジューサーも設置

01 精肉売場のステーキ肉特
売コーナーでは、調理がしや
すく、シェアもしやすいカット
済みのパックも陳列

02 飲料コーナーにも小容量
商品を展開。棚帯には宅配
サービス「イオンの即日便」
を PR する POP を添付

04
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本誌のご利用にあたって〔利用規約〕

株式会社ダイヤモンド・リテイルメディア（以下、「弊社」といいます）は、弊
社が提供する「新店フォトマガジン」（以下、「フォトマガジン」といいます）の
利用に関し、以下の利用規約を定めます。

第1条　定義
1．	フォトマガジンとは、弊社が定期的に提供する会員制の有料サービス
です。

2．	「会員」とは、弊社が定める手続きに基づき、本規約の内容を承諾した
上、会員の加入手続きを行ってフォトマガジンのサービスを利用する資
格を持つ法人および個人をいいます。

3．	「弊社提供コンテンツ」とは、フォトマガジンの記事データに含まれる
ページ、画像、テキスト、PDF、その他すべてのデータをいいます。

4．	本規約は、フォトマガジンを利用するすべての会員に適用します。

第2条　本規約の範囲および変更
1．	弊社が会員に対して発する通知、「登録にあったて」等の案内で規定す
る決まりも、その名目の如何にかかわらず、この利用規約の一部を構成
するものとします。

2．	会員は、弊社がフォトマガジンのプログラム、情報内容等を変更するこ
とがあることに同意します。

3．	弊社は、弊社が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本
規約を変更できるものとします。

4．	前項の変更の詳細については、弊社のホームページ上で告知すること
により、会員への通知に代えることができるものとします。

第3条　登録
1．	フォトマガジンのサービスを利用しようと希望する者は、本規約の内容
を承諾した上で登録申請を行い、弊社がこれを承認し、当該登録手続
きが完了した時点で会員となるものとします。

2．	前項に定める登録について、利用を希望する者が以下のいずれかに該
当することを弊社が確認した場合、弊社はその登録を承認しないこと
があり、登録を希望する者はあらかじめこれを了承するものとします。

	 （1）	登録の際の申請事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れが
あった場合

	 （2）	業務の遂行上または技術上、支障をきたすと当社が判断した場合
	 （3）	その他、弊社が登録を承認しないと判断する相当な理由がある場合

第4条　会員資格の終了および停止・失効
1．	フォトマガジンのサービスは、登録時期の如何にかかわらず、契約の終
了とともに提供を終了します。

2．	以下の各号の一に該当する場合、弊社は、会員に書面で通知すること
により、該当する会員の利用資格を停止または失効させることができる
ものとします。

	 （1）	会員または利用者が第8条各号に定める禁止行為を行ったとき
	 （2）	フォトマガジンのサービスに関する料金等の支払債務の履行遅延

または不履行があったとき
	 （3）	その他、会員もしくは利用者が本規約に違反したとき
	 （4）	会員が正当な理由なく公租公課を滞納して督促を受け、またはそ

のために差押を受けたとき
	 （5）	会員が他の債務のため強制執行（仮差押を含む）を受け、または

破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清
算手続開始、競売、その他これに準ずる裁判上の手続きの申立て、

または任意整理手続がなされたとき
	 （6）	会員の手形または小切手が一度でも不渡りになったとき
	 （7）	会員が事業を停止もしくは廃止し、または事業譲渡、組織変更、

解散、合併、資本の減少のいずれかの決議をしたとき
	 （8）	会員が監督官庁より、許認可の取消、登録の取消、事業（業務）停

止その他の処分を受けたとき
	 （9）	その他、会員としてフォトマガジンのサービスの提供に支障がある

と弊社が判断したとき
3．弊社は、会員のフォトマガジンのサービス利用資格が停止、失効、また
は終了した場合であっても、会員によって支払われた料金等を一切払
い戻す義務を負わないものとします。

4．本条による会員資格の終了および停止・失効の場合、会員は、当該時
点において発生している料金その他の債務の履行を免れることができ
ないものとします。

第5条　ユーザーID、パスワード等
1．	会員は、弊社によって登録されたユーザーID、パスワードを会員の責任
で管理するものとし、第三者に貸与・譲渡しないものとします。第三者
が会員のユーザーID、パスワードを不正に使用したことにより損害が生
じた場合、弊社は一切の責任を負わないものとします。

2．	会員がユーザーID、パスワードを忘れた場合や盗用された場合は、す
みやかに弊社に連絡するものとし、弊社の指示に従うこととします。

第6条　会員情報の取扱い
1．	会員に利用登録内容の変更が生じた場合は、弊社が別途指定する方
法により、すみやかに弊社に届け出をするものとします。

2．	弊社は、会員情報を善良なる管理者として注意をもって管理します。
3．	会員は、弊社が会員情報をフォトマガジンのサービス提供する目的の
ほかに以下の各号に定める目的で利用し、または第三者に提供するこ
とができることに同意するものとします。

	 （1）	弊社が会員または利用者に対し、フォトマガジンのサービスの追
加・変更等の案内、または緊急案内の目的で、電子メールや郵便
等で通知する場合

	 （2）	弊社が、フォトマガジンのサービスに関する利用動向を把握する目
的で会員情報の統計分析を行い、会員を識別できない形式に加
工して利用または提供する場合

	 （3）	弊社または弊社の業務提携先の広告宣伝のために電子メール等
を送付する場合

	 （4）	法的な義務を伴う開示要求に対応する場合
	 （5）	会員または利用者から事前に同意を得た場合

第7条　知的所有権
会員は、弊社提供コンテンツの知的所有権その他すべての権利は弊社お
よび弊社への提供者に帰属することを確認します。

第8条　使用の範囲、禁止事項
1．	会員は弊社提供コンテンツを会員自身の自己使用の目的にのみ、利用
することができます。

2．	弊社提供コンテンツを、弊社および著作権所有者がいる場合はその者
の許可なく改編、複製、転載、変更、翻案、翻訳、再配布することはで
きません。

3．	会員は次の行為を行わないものとします。

	 （1）	他の会員のユーザーIDおよびパスワードを不正に使用すること
	 （2）	コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用すること
	 （3）	弊社、他の会員、その他第三者に損害を与える、もしくは与える恐

れのある行為をすること
	 （4）	弊社提供コンテンツを第三者に開示し、または使用させること
	 （5）	その他弊社が不適切と判断する行為をすること

第9条　料金等
1．	会員はフォトマガジンのサービスの利用にあたり、別途定める料金を弊
社が指定する方法で支払うものとします。

2．	弊社は会員の承諾なく、前項の料金を変更することがあります。その場
合は、弊社が適当と判断する合理的な方法にて会員に通知するものと
します。

3．	フォトマガジンのサービスを利用するために必要な設備費用、アクセス
料金等は、会員が負担するものとします。

第10条　損害賠償
会員がこの契約の条項に違反し、これによって弊社に損害が生じた場合、
会員はその損害を賠償しなければなりません。

第11条　運営の中止、中断
1．	弊社は、以下の場合にフォトマガジンのサービスの運営を中止・中断で
きるものとします。

	 （1）	弊社のフォトマガジンのサービスに係る設備の保守を実施する場合
	 （2）	天災、停電等の不可抗力によりサービスが提供できなくなった場合
	 （3）	その他サービスの運営上一時的な中断が必要と当社が判断した

場合
2．	弊社が前項によりサービスの中止中断をするときは、緊急やむを得ない
場合を除いて、あらかじめその旨を通知いたします。

第12条　免責等
1．	弊社は、データ等の正確性、完全性、有用性等について保証するもの
ではありません。また、データ等の利用により会員または第三者に損害
が生じたときも、利用料金の減額、損害賠償その他一切の責任を負わ
ないものとします。

2．	第11条によってサービスの提供が中止、中断もしくは遅滞したときで
あっても、弊社はこれらによって会員または第三者に生じた損害につい
て一切の責任を負わないものとします。

第13条　契約上の地位の移転等の禁止
会員は、この契約上の地位またはこの契約に基づく権利もしくは義務を第
三者に譲渡し、もしくは移転し、または第三者の権利の目的とすることがで
きないものとします。

第14条　有効期間
本規約に定める会員または弊社の義務は、その性質上当然に終了するも
のを除き、契約が終了した後も存続するものとします。

第15条　法の適用
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本国法が適用される
ものとします。

第16条　協議事項
この規約に定めのない事項、その他この規約の条項に関し疑義が生じた
ときは、会員と弊社で協議の上円満に解決を図るものとします。

第17条　管轄裁判所
本規約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を調停または第
一審の専属的合意管轄裁判所とします。

登録にあたって
●	フォトマガジンは、毎月更新いたします。
●	料金は、次のとおりです。

	 個人……月額3万円＋消費税。年間契約の場合は、年額30万円＋消
費税となります。

	 法人……月額10万円＋消費税。年間契約の場合は、年額100万円＋
消費税となります。

●	現会員は、以下の会員価格でバックナンバーを購入することができます。
料金は、次のとおりです。

	 個人……1ファイル5,000円＋消費税。
	 法人……1ファイル15,000円＋消費税。
●	請求書は、登録手続き終了後、ただちに発行いたします。
●	本サービスは申込月（申込日と同じ月）を契約月とし、入金が確認出来
次第、遡って契約月全てのサービスをご利用いただけます。ただし、支
払い完了が所定の期日を過ぎた場合、その申込は無効となります。

●	定期購読申込み月からご契約終了月までに配信されたフォトマガジンを
ご利用いただけます。

●	ご契約終了（最終配信）となる月の末日までに解約の申し込みがない限
り、自動的に契約は更新されます。

●	ホールディングカンパニーが会員となる場合は、会員のほかに、会員が
株式を保有する別法人の中の1社を利用者とさせていただきます。グルー
プの購買会社が会員となる場合も同様です。

●	法人会員が自己使用の目的で、社内の共有ネットワークを利用して閲覧
することは可能です。

●	契約に関するお問い合わせ等は、drm-support@diamond-rm.co.jp
からお願いいたします。

この新店フォトマガジンは法人契約です

DIAMOND RETAIL MEDIA online
「 新店フォトマガジン 」

通巻 第410号
2017（平成29）年12月7日 発行
編集・発行　株式会社ダイヤモンド・リテイルメディア

新店フォトマガジン利用規約
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株式会社ダイヤモンド・リテイルメディア（以下、「弊社」といいます）は、弊
社が提供する「新店フォトマガジン」（以下、「フォトマガジン」といいます）の
利用に関し、以下の利用規約を定めます。

第1条　定義
1．	フォトマガジンとは、弊社が定期的に提供する会員制の有料サービス
です。

2．	「会員」とは、弊社が定める手続きに基づき、本規約の内容を承諾した
上、会員の加入手続きを行ってフォトマガジンのサービスを利用する資
格を持つ法人および個人をいいます。

3．	「弊社提供コンテンツ」とは、フォトマガジンの記事データに含まれる
ページ、画像、テキスト、PDF、その他すべてのデータをいいます。

4．	本規約は、フォトマガジンを利用するすべての会員に適用します。

第2条　本規約の範囲および変更
1．	弊社が会員に対して発する通知、「登録にあったて」等の案内で規定す
る決まりも、その名目の如何にかかわらず、この利用規約の一部を構成
するものとします。

2．	会員は、弊社がフォトマガジンのプログラム、情報内容等を変更するこ
とがあることに同意します。

3．	弊社は、弊社が適当と判断する方法で会員に通知することにより、本
規約を変更できるものとします。

4．	前項の変更の詳細については、弊社のホームページ上で告知すること
により、会員への通知に代えることができるものとします。

第3条　登録
1．	フォトマガジンのサービスを利用しようと希望する者は、本規約の内容
を承諾した上で登録申請を行い、弊社がこれを承認し、当該登録手続
きが完了した時点で会員となるものとします。

2．	前項に定める登録について、利用を希望する者が以下のいずれかに該
当することを弊社が確認した場合、弊社はその登録を承認しないこと
があり、登録を希望する者はあらかじめこれを了承するものとします。

	 （1）	登録の際の申請事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れが
あった場合

	 （2）	業務の遂行上または技術上、支障をきたすと当社が判断した場合
	 （3）	その他、弊社が登録を承認しないと判断する相当な理由がある場合

第4条　会員資格の終了および停止・失効
1．	フォトマガジンのサービスは、登録時期の如何にかかわらず、契約の終
了とともに提供を終了します。

2．	以下の各号の一に該当する場合、弊社は、会員に書面で通知すること
により、該当する会員の利用資格を停止または失効させることができる
ものとします。

	 （1）	会員または利用者が第8条各号に定める禁止行為を行ったとき
	 （2）	フォトマガジンのサービスに関する料金等の支払債務の履行遅延

または不履行があったとき
	 （3）	その他、会員もしくは利用者が本規約に違反したとき
	 （4）	会員が正当な理由なく公租公課を滞納して督促を受け、またはそ

のために差押を受けたとき
	 （5）	会員が他の債務のため強制執行（仮差押を含む）を受け、または

破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清
算手続開始、競売、その他これに準ずる裁判上の手続きの申立て、

または任意整理手続がなされたとき
	 （6）	会員の手形または小切手が一度でも不渡りになったとき
	 （7）	会員が事業を停止もしくは廃止し、または事業譲渡、組織変更、

解散、合併、資本の減少のいずれかの決議をしたとき
	 （8）	会員が監督官庁より、許認可の取消、登録の取消、事業（業務）停

止その他の処分を受けたとき
	 （9）	その他、会員としてフォトマガジンのサービスの提供に支障がある

と弊社が判断したとき
3．弊社は、会員のフォトマガジンのサービス利用資格が停止、失効、また
は終了した場合であっても、会員によって支払われた料金等を一切払
い戻す義務を負わないものとします。

4．本条による会員資格の終了および停止・失効の場合、会員は、当該時
点において発生している料金その他の債務の履行を免れることができ
ないものとします。

第5条　ユーザーID、パスワード等
1．	会員は、弊社によって登録されたユーザーID、パスワードを会員の責任
で管理するものとし、第三者に貸与・譲渡しないものとします。第三者
が会員のユーザーID、パスワードを不正に使用したことにより損害が生
じた場合、弊社は一切の責任を負わないものとします。

2．	会員がユーザーID、パスワードを忘れた場合や盗用された場合は、す
みやかに弊社に連絡するものとし、弊社の指示に従うこととします。

第6条　会員情報の取扱い
1．	会員に利用登録内容の変更が生じた場合は、弊社が別途指定する方
法により、すみやかに弊社に届け出をするものとします。

2．	弊社は、会員情報を善良なる管理者として注意をもって管理します。
3．	会員は、弊社が会員情報をフォトマガジンのサービス提供する目的の
ほかに以下の各号に定める目的で利用し、または第三者に提供するこ
とができることに同意するものとします。

	 （1）	弊社が会員または利用者に対し、フォトマガジンのサービスの追
加・変更等の案内、または緊急案内の目的で、電子メールや郵便
等で通知する場合

	 （2）	弊社が、フォトマガジンのサービスに関する利用動向を把握する目
的で会員情報の統計分析を行い、会員を識別できない形式に加
工して利用または提供する場合

	 （3）	弊社または弊社の業務提携先の広告宣伝のために電子メール等
を送付する場合

	 （4）	法的な義務を伴う開示要求に対応する場合
	 （5）	会員または利用者から事前に同意を得た場合

第7条　知的所有権
会員は、弊社提供コンテンツの知的所有権その他すべての権利は弊社お
よび弊社への提供者に帰属することを確認します。

第8条　使用の範囲、禁止事項
1．	会員は弊社提供コンテンツを会員自身の自己使用の目的にのみ、利用
することができます。

2．	弊社提供コンテンツを、弊社および著作権所有者がいる場合はその者
の許可なく改編、複製、転載、変更、翻案、翻訳、再配布することはで
きません。

3．	会員は次の行為を行わないものとします。

	 （1）	他の会員のユーザーIDおよびパスワードを不正に使用すること
	 （2）	コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用すること
	 （3）	弊社、他の会員、その他第三者に損害を与える、もしくは与える恐

れのある行為をすること
	 （4）	弊社提供コンテンツを第三者に開示し、または使用させること
	 （5）	その他弊社が不適切と判断する行為をすること

第9条　料金等
1．	会員はフォトマガジンのサービスの利用にあたり、別途定める料金を弊
社が指定する方法で支払うものとします。

2．	弊社は会員の承諾なく、前項の料金を変更することがあります。その場
合は、弊社が適当と判断する合理的な方法にて会員に通知するものと
します。

3．	フォトマガジンのサービスを利用するために必要な設備費用、アクセス
料金等は、会員が負担するものとします。

第10条　損害賠償
会員がこの契約の条項に違反し、これによって弊社に損害が生じた場合、
会員はその損害を賠償しなければなりません。

第11条　運営の中止、中断
1．	弊社は、以下の場合にフォトマガジンのサービスの運営を中止・中断で
きるものとします。

	 （1）	弊社のフォトマガジンのサービスに係る設備の保守を実施する場合
	 （2）	天災、停電等の不可抗力によりサービスが提供できなくなった場合
	 （3）	その他サービスの運営上一時的な中断が必要と当社が判断した

場合
2．	弊社が前項によりサービスの中止中断をするときは、緊急やむを得ない
場合を除いて、あらかじめその旨を通知いたします。

第12条　免責等
1．	弊社は、データ等の正確性、完全性、有用性等について保証するもの
ではありません。また、データ等の利用により会員または第三者に損害
が生じたときも、利用料金の減額、損害賠償その他一切の責任を負わ
ないものとします。

2．	第11条によってサービスの提供が中止、中断もしくは遅滞したときで
あっても、弊社はこれらによって会員または第三者に生じた損害につい
て一切の責任を負わないものとします。

第13条　契約上の地位の移転等の禁止
会員は、この契約上の地位またはこの契約に基づく権利もしくは義務を第
三者に譲渡し、もしくは移転し、または第三者の権利の目的とすることがで
きないものとします。

第14条　有効期間
本規約に定める会員または弊社の義務は、その性質上当然に終了するも
のを除き、契約が終了した後も存続するものとします。

第15条　法の適用
本規約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本国法が適用される
ものとします。

第16条　協議事項
この規約に定めのない事項、その他この規約の条項に関し疑義が生じた
ときは、会員と弊社で協議の上円満に解決を図るものとします。

第17条　管轄裁判所
本規約に関する一切の訴訟については、東京地方裁判所を調停または第
一審の専属的合意管轄裁判所とします。

登録にあたって
●	フォトマガジンは、毎月更新いたします。
●	料金は、次のとおりです。

	 個人……月額3万円＋消費税。年間契約の場合は、年額30万円＋消
費税となります。

	 法人……月額10万円＋消費税。年間契約の場合は、年額100万円＋
消費税となります。

●	現会員は、以下の会員価格でバックナンバーを購入することができます。
料金は、次のとおりです。

	 個人……1ファイル5,000円＋消費税。
	 法人……1ファイル15,000円＋消費税。
●	請求書は、登録手続き終了後、ただちに発行いたします。
●	本サービスは申込月（申込日と同じ月）を契約月とし、入金が確認出来
次第、遡って契約月全てのサービスをご利用いただけます。ただし、支
払い完了が所定の期日を過ぎた場合、その申込は無効となります。

●	定期購読申込み月からご契約終了月までに配信されたフォトマガジンを
ご利用いただけます。

●	ご契約終了（最終配信）となる月の末日までに解約の申し込みがない限
り、自動的に契約は更新されます。

●	ホールディングカンパニーが会員となる場合は、会員のほかに、会員が
株式を保有する別法人の中の1社を利用者とさせていただきます。グルー
プの購買会社が会員となる場合も同様です。

●	法人会員が自己使用の目的で、社内の共有ネットワークを利用して閲覧
することは可能です。

●	契約に関するお問い合わせ等は、drm-support@diamond-rm.co.jp
からお願いいたします。

この新店フォトマガジンは個人契約です

新店フォトマガジン利用規約

本誌のご利用にあたって〔利用規約〕
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