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KENKEY 会員規約 

 

本 KENKEY 会員規約（以下「本規約」といいます）は、株式会社 KENKEY（以下「当社」といいます）が運営または提供する複数のサー

ビスに付随する会員サービスをご利用いただくための規約であり、本規約及び KENKEY 利用規約は全ての登録会員に適用されます。 

 

第1条 （規約の適用） 

１． 本規約は、当社の会員制度の内容、登録方法、本サービスの利用に関し当社と登録会員との間の権利義務関係などについて定

めることを目的とします。 

２． 登録会員は、本サービスの利用に際して、必要に応じて当社が別途提示する規約等に同意するものとします。この場合、本規

約の適用がある他、別途同意した規約等の適用も受けるものとします。 

 

第2条 （定義） 

本規約における用語の定義は、別段の定めがあるものを除き、次の通りとします。 

(1)「BIGLEMON」とは、当社が管理運営するウェブサイト名（https://www.biglemon.kenkey.jp）及び同サイト上に、インターネッ

ト経由で出品会員が対象商品を掲載し、対象商品の購入を可能にするサービス及びこれに付随するサービス等の総称をいいま

す。 

(2)「BIGLEMON 対象商品」とは、本サイトにおいて販売するために掲載された対象商品をいいます。 

(3)「KENKEY ID 等」とは、会員登録にあたり当社が登録会員に発行した会員 ID 及びパスワードその他の認証キーをいいます。 

(4)「KENKEY 入札会」とは、名称の如何を問わず、当社がする出品者から委託を受け運営する入札会（入札方式、競り売り方式、ネッ

トオークションへの掲載を含む）をいいます。 

(5)「一般会員」とは、第 4 条 9項の区分で定める本サービスにおいて対象商品の購入及び相場情報検索機能利用並びに KENKEY 入札

会に参加できる法人または個人事業主の登録会員をいいます。 

(6)「個人会員」とは、第 4 条 9項の区分で定める本サービスにおいて対象商品の閲覧機能のみ利用できる個人（個人事業主を除

く）の登録会員をいいます。 

(7)「出品会員」とは、第 4 条 9項の区分で定める本サービスにおいて対象商品の掲載・出品、購入及び相場情報検索機能等が利用

できる法人または個人事業主の登録会員をいいます。 

(8)「出品者ページ」とは、本サイト内において、当社が定める仕様に基づきビジネスプランを利用する出品者が自身の会社情報等を

編集できるページをいいます。 

(9)「登録会員」とは、本サービスを利用するために本規約に基づき、当社が KENKEY ID を発行したすべての会員をいいます。 

(10)「登録情報」とは、会員登録に必要な当社所定情報をいいます。 

(11)「対象商品」とは、建設機械など BIGLEMON に掲載または KENKEY 入札会に出品（入札目的の BIGLEMON 掲載も含む）された商品を

いいます。 

(12)「入札会対象商品」とは、KENKEY 入札会のために出品された対象商品をいいます。なお、入札会対象商品の本サイト掲載有無及

び掲載・出品の方法は、KENKEY 入札会ごとに別途定めるものとします。 

(13)「入札会特別プラン」とは、KENKEY 入札会において対象商品を出品できるプランをいいます。 

(14)「入札会特別プラン会員」とは、一般会員が入札会特別プランを選択の上、当社に対して入札会特別プラン申込書を提出し、か

つ、当社との間で出品規約に基づく契約を締結した場合の出品会員をいいます。 

(15)「ビジネスプラン」とは、BIGLEMON を利用するにあたり、年単位または月単位で基本利用料を当社に対して支払う出品プランを

いいます。 

(16)「ビジネスプラン会員」とは、一般会員がビジネスプランを選択し、当社との間で出品規約に基づく契約を締結した場合の出品

会員をいいます。 

(17)「本サービス」とは、当社が提供する全てのサービスをいいます。 

(18)「本サイト」とは、当社が運営するドメインが kenkey.jpである本サービスの WEB サイトをいいます。 

(19)「利用者」とは、登録会員を含む本サービスの利用者をいいます。 
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第 3 条 （規約の変更） 

当社は、登録会員に対する書面（電子メールを含む、以下同じ）または本サイト上での告知により、本規約を変更することができる

ものとします。この場合、当該告知記載の効力発生日以降における本サービスの利用条件は、変更後の規約に従うものとします。 

 

第4条 （会員登録の方法） 

１．利用者は、本規約の内容を承認、遵守することに同意するものとし、かつ、当社の指定する会員区分から希望の区分を選択した

上で登録情報を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、会員登録を申請することができるものとします。 

２．会員登録申請は本サービスを利用する利用者自身が行わなければならず、当社が認めた場合を除き、代理人による登録申請は認

められないものとします。 

３．利用者は、新規登録するにあたり、真実、正確かつ最新の情報を当社に提供することを保証し、当社に対していかなる虚偽の申

告も行わないものとし、会員登録後も当該情報に変更がある場合には、所定の手続に基づき変更するものとします。 

４．利用者が一般会員または個人会員の登録を希望する場合、及び、当社が事前に認めた場合を除き、屋号または商号（商号を推測

させる文字列を含む）によるニックネーム登録はできないものとします。 

５．利用者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人であって、自らの行為によって確定的に契約締結する行為能力を欠

く場合、会員登録をすることができないものとします。 

６．当社は、登録の可否を決する上で必要と判断した場合、会員登録を希望する利用者に対し、当該利用者に関する資料（運転免許

証等の本人確認書類、登記簿謄本を含むがこれに限られない）を求めることができる他、当該利用者に関する属性調査を実施で

きるものとします。 

７．当社は、利用者より本条に基づく登録の申請があった場合、当社の基準に従って登録の可否を判断し、当社が登録を認める場合

にはその旨を当該利用者に通知し、かかる通知を為した時点で当該利用者は本サービスの会員として登録されるものとします。 

８．一般会員が出品会員に登録変更するためには、出品規約に同意の上、当社所定の審査を受けなければならないものとします。 

９．前２項に定める登録手続完了時以降に、登録会員は下表の区分に従い、本サービスの各種機能を利用することができるものとし

ます。なお、一般会員または出品会員に登録できるものは法人または個人事業主のみとし、個人事業主でない個人は個人会員の

み登録できるものとします。 

会員区分 

利用可能機能 

ニュース/ 

カタログ閲覧 

相場・情報 

検索 

BIGLEMON 対象商品 KENKEY 入札会対象商品 

閲覧 購入 掲載 出品者ページ 購入※1 出品 

個人会員 ○ × ○ × × × × × 

一般会員 ○ 購入可能 ○ ○ × × 〇 × 

出

品

会

員 

ビジネスプラン会員 ○ 自動付帯 ○ ○ ○ ○ 〇 × 

入札会特別プラン会員 〇 購入可能 〇 〇 × × 〇  〇※2 

     ※1  KENKEY 入札会の案内を受けた場合に限ります。  
    ※2 入札会特別プラン会員が KENKEY 入札会に出品するためには、入札会ごとに当社との間で KENKEY 入札会買主募集委託契約の締結を条件とします。  

 10．当社は、本条 1 項に基づき登録申請した利用者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当すると判断したときは、会員登録の申

込に対して承諾をしないことができるものとします。この場合であっても利用者は何らの請求または異議申し立てを行えず、当社は

審査の経過、結果またはその審査結果の理由等について一切公開しないものとします。 

（1）過去に本サービスの会員資格が取消された場合 

（2）他人名義の登録もしくは架空名義の登録 

（3）本規約に違背して本サービスを利用することが予想される場合 

（4）当社に対して負担する債務の履行について現に遅滞が生じている場合または過去において遅滞があった場合 

（5）当社に対して提供された登録情報の一部または全部につき虚偽、誤記または記載漏れがあった場合 

（6）申込の際に未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人であった場合であって、自らの行為によって確定的に契約締

結する行為能力を欠き、法定代理人その他の同意権者の同意または追認がない場合 
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（7）本邦外為法及び米国の OFAC 規制等、各国経済制裁関連法令の規制対象国・地域、特定の団体・個人、または、本サービス対

象地域外からアクセスした場合 

（8）本規約第 9 条（禁止事項）に該当すると当社が判断した場合 

（9）前各号に掲げる他、当社が会員登録に適当でない、または、本サービスを運営する上で支障があるもしくは支障の生じる恐れ

があると判断した場合 

 

第5条 （KENKEY ID、出品者ページなどの管理） 

１． 登録会員は、前条の登録手続に際して、当社が指定する方法により、本サイトへのログインもしくは KENKEY 入札会に出品また

は参加のための KENKEY ID 等の設定を受けるものとします。 

２． 当社は、登録会員の KENKEY ID 等を正しく用いて行われた一切の通信については、登録会員または登録会員から正当に権限を与

えられた者によって行われたものとみなして取り扱うことができるものとします。この場合において、KENKEY ID 等の不正使用

その他の事由があったときも、当社は登録会員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。 

３． 登録会員は、自己の責任において、KENKEY ID 等を紛失・盗難等を防止するために厳格に管理及び保管するものとします。 

４． 登録会員は、KENKEY ID 等を第三者に使用させ、または、貸与、共有、譲渡、名義変更、売買、開示、漏洩してはならないも

のとします。また、登録会員は、KENKEY ID 等の盗難、漏洩その他不正利用のおそれが発生した場合には、直ちに当社にその

旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。 

５． KENKEY ID 等の紛失・盗難、使用上の過誤、第三者の使用等による登録会員または第三者の損害の責任は、その故意・過失の

有無を問わず、登録会員が負うものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。当社は、本サイトへログイン時に送信

された KENKEY ID 等と登録されている情報の一致を確認した場合、通信の相手方を会員本人とみなして取り扱うことができる

ものとし、登録会員は、当該ログイン後ログアウトまでの間に行われた全ての行為の効果が登録会員に帰属することを承諾す

るものとします。 

６． 出品者ページを開設しようとするビジネスプラン会員は、古物営業法に定める URL 表示その他法令上に要求される表示義務そ

の他の事項を遵守するものとします。 

 

第6条 （登録情報の変更） 

登録会員は、当社に提供した情報に変更が生じた場合、遅滞なく、当社の定める方法により、当該変更事項を当社に通知し、当社か

ら要求された場合は関連資料を提出するものとします。 

 

第 7 条 （利用料金） 

一般会員及び出品会員は、本サイトに別途掲示する料金表に従い、基本利用料、手数料、オプションサービス利用料等を支払うもの

とします。 

 

第 8 条 （会員登録の際に取得した個人情報の取扱い） 

１． 当社は、登録会員から提供を受けた個人情報を個人情報の保護に関する法律及び当社が定めて本サイトに掲示する「プライバ

シーポリシー」及び「プライバシーステートメント」等に従い、適正に取り扱います。 

２． 当社は、登録会員から提供を受けた個人情報（代表者の氏名、住所、連絡先等を含むがこれに限られない）その他一切の情報

の全部または一部を本サービス提供のために必要な範囲で、他の登録会員に対して提供することができるものとし、登録会員

は、あらかじめこれに同意するものとします。 

３． 当社は、個人情報への外部からの不当なアクセス、個人情報の紛失・破壊・改ざん・漏洩などの危険を防止するためのセキュ

リティー対策を実施し、個人情報を安全かつ適切に管理するよう努めます。その他個人情報の取扱については、「プライバシ

ーポリシー」及び「プライバシーステートメント」をご確認下さい。 

 

第 9 条 （禁止事項） 
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１．登録会員は、本サービスの利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行い、または、第三者に行わせてはならないものとしま

す。 

（1）KENKEY 利用規約、本規約、利用者が同意した当社の定める規約、約款、規定等に反する行為または違法な行為 

（2）虚偽の情報に基づいて登録を行う行為及び KENKEY ID 等を不正利用する行為 

（3）本サービスを利用して取引を行う意図なく、利用者の情報を引き出す行為 

（4）ビジネスプラン会員及び入札会特別プラン会員を除き、ニックネーム、プロフィール画像等を屋号もしくは商号（商号を推

測させる文字列を含む）を表示、または、当社の基準において不適切なものに変更する行為 

（5）本サービスの運営・維持を妨げる行為 

（6）当社が提供するサービス、サービスの利用、サービスの使用、サービスのアクセスについて、その全部あるいは一部を問わ

ず、商業目的で利用（複製、模写、再販売などの形態の如何を問わず）する行為 

（7）当社、利用者、業務提携先、関係業者及びその他第三者の著作権、商標権、意匠権、実用新案権、特許権、回路配置利用権

その他一切の知的財産権を侵害する行為 

（8）当社、利用者、業務提携先、関係業者及びその他第三者のプライバシー権を侵害する行為 

（9）当社、利用者、業務提携先、関係業者及びその他第三者への誹謗中傷行為 (名誉毀損に該当しない程度の誹謗中傷行為も含

む) 

（10）当社、利用者、業務提携先、関係業者及びその他第三者に損害を与える行為 

（11）架空の取引実績を作出する行為及び利用者を誤認させることを目的として行われる一切の行為 

（12）本サービスに必要な範囲を超えて利用者その他第三者の個人情報、プライバシー情報を収集、公開、提供、利用する行為 

（13）行為形態を問わず本サービスの運営を妨害するおそれのある行為または当社の信用を棄損するおそれのある一切の行為 

（14）当社が所属する業界団体の内部規則に違反する行為、古物営業法その他本サービス利用にあたり関係する法令または公序良

俗に反する一切の行為 

（15）上記各号に該当するおそれのある行為または上記各号に該当する行為を準備する行為またはこれを試みる行為 

２．本サービスの利用に際して生じた名誉毀損、プライバシーの侵害、その他一切の紛争について、登録会員は自身の責任と費用

においてこれを解決するものとします。 

３．登録会員は、前項に定めるトラブル、紛争から発生する損害賠償責任、請求、法律上の請求、損害及び損失について、当社を

免責、防御し、当社に損害が生じた場合はこれを補償するものとします。 

 

第 10 条 （反社会的勢力の排除） 

１． 当社は、反社会的勢力（現在・過去を問わず暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜

ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずるものに該当する個人または法人その他の団体並びにその密接関係者をいいます。

以下同じ）との取引を行いません。 

２. 登録会員は、本サービスを利用することにあたり、反社会的勢力に該当しないこと、及び、反社会的勢力に関係または関与の

事実がないことを表明保証したとみなされるものとします。 

３. 登録会員が前項の表明保証に違反した場合、または、登録会員より不当な要求があった場合、当社は何ら責任を負うことなく

直ちに本サービスの提供を停止するものとし、以後当該登録会員を当社との一切の取引から排除し、その他一切の関係を解消

することとします。この場合、当社は、当該登録会員による本条違反に起因する損害及び費用について当該登録会員に賠償を

求めることができるものとします。 

 

第 11 条 （利用停止、会員登録の取消等） 

１． 当社は、登録会員が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合、当該登録会員について、催告の上または直ちに無催告

で本サービスの利用を一時的に停止、会員登録を取消、または、将来に渡って本サービスの利用をお断りすることができる
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ものとします。登録会員が利用停止または登録取消を受けたことにより何らかの不利益または損害を受けた場合でも、当社

は一切責任を負わないものとします。 

（1）本サービスにおける所定の金銭支払義務を遅延し、催告後 7 日以内に支払わない場合 

（2）本規約第 9 条（禁止事項）ないし第 10 条（反社会的勢力の排除）に違反した場合、または、そのおそれがあると当社が

判断した場合 

（3）本規約その他当社の定める規約、約款、規定等に反する行為または違法な行為を行った場合 

（4）登録情報に虚偽の事実があることが判明した場合 

（5）一定回数以上のパスワードの入力ミスがあるなど登録会員のセキュリティーを確保するために必要な場合 

（6）本サービスを最後に利用した日から 12 ヶ月以上本サービスの利用がなく、当社からの連絡に対して応答がない場合 

（7）本サービスの利用が日本法に限らず法令その他の規制に違反するおそれがあると当社が判断した場合 

（8）当社、利用者、その他の第三者に損害を生じさせる恐れのある目的もしくは方法で本サービスを利用したまたは利用しよ

うとした場合 

（9）手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合 

（10）支払停止もしくは支払不能、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、特別清算開始もしくはこれ

らに類する手続き（日本国外におけるこれらに相当する手続きを含む）の開始の申立てがあった場合 

（11）法令その他適用のある規制に違反した場合 

（12）前各号に掲げる他、登録の継続が適切でないと当社が判断した場合 

２． 前項に基づき会員登録が取消された場合、当社は当該登録会員が既に支払った本サービスの利用料金を一切払い戻さないも

のとします。 

３． 会員登録が取消された後であっても、当該利用者は当社との関係においては本規約の適用を受けるものとします。 

 

第 12 条 （退会） 

１． 登録会員は、事前に当社所定の方法で当社に通知することにより、退会により会員登録を抹消することができるものとしま

す。 

２． 前項にかかわらず、登録会員が退会手続時点で本サービスの利用に伴う取引の全部または一部が未了の場合、当社または他

の登録会員、提携業者等第三者に対して債務を負っている場合は、当社が必要な請求または残務処理を行うのに必要な範囲

において当該登録会員に関する会員資格は存続するものとします。 

３． 本サービスの利用契約は、会員登録の抹消をもって終了するものとします。当社は会員が退会した場合には、当社の定める

所定の期間経過後、当該会員の登録情報及び本サイト掲載した情報や投稿したメッセージ、その他の全ての情報を削除する

ことができるものとします。 

４． 登録会員が退会手続を行った場合、当社は当該登録会員が既に支払った本サービスの利用料金を一切払い戻さないものとし

ます。 

 

第 13 条 （譲渡の禁止） 

登録会員は、当社の承諾がない限り、本規約に基づく登録会員たる地位及び権利義務を第三者に譲渡、転貸、または、担保に供する

ことはできないものとします。 

 

第 14 条 （契約の可分性） 

万一、本規約のいずれかの規定が無効、または、執行不能とされた場合にも、本規約の他の規定は影響を受けず、適用法の下で最大

限可能な限り有効かつ執行可能なものとして存続するものとします。無効とされる規定については、当事者が合意した内容に最も近

い内容の有効かつ執行可能な規定に置き換えられたものとみなします。 
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第 15 条（通知） 

１． 当社が、登録会員への通知が必要であると判断した場合には、登録会員のマイページ内の通知機能、登録された宛先に対す

る電子メール、郵便、電話、FAX その他適宜の方法によって行います。この場合、通知が不着または延着となったときも、通

常到達すべき時に到達したものとみなします。 

２． 本サービスに関するご質問、お問い合わせは、本サイト上の問い合わせフォーム、電話、電子メールまたは郵便により当社

宛てに行っていただくものとします。当社は、来訪その他の方法によるお問い合わせは受け付けないものとします。 

 

第 16 条（準拠法及び裁判管轄） 

１． 本規約及び本サービスの提供は、日本法を準拠法といたします。 

２． 本規約及び本サービスに関する一切の紛争については、東京地方裁判所また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。 

  

第17条（言語） 

本規約は日本語を正文とし、これに従って解釈されるものとします。登録会員の参考に供するために英語その他の言語による訳文が

添付された場合も、当該訳文の内容は、本規約の解釈には何らの影響も及ぼさないものとします。 

 

第 18 条（申込画面その他の記載） 

本規約に付随して提供される料金表、料金プラン等および申込画面における記載内容は、本規約の一部を構成するものとします。 

 

第 19 条（定型約款） 

本規約は 2020年 4 月施行の改正民法における定型約款の性質を有するものとします。 

 


