
2023 年 3月 

ツギノジダイ会員の皆様 

 株式会社 朝日新聞社 

 

ツギノジダイ事業移管についてのご案内 

 

日頃から中小企業向けメディア「ツギノジダイ」をご利用いただき、ありがとうございま

す。 

このたび弊社は、2023 年 4 月 1日をもちまして、「ツギノジダイ」事業を弊社の 100％出

資子会社である朝日インタラクティブ株式会社（本社：東京都千代田区神田神保町 2-2 ミ

レーネ神保町ビル 5階、代表取締役：小関路彦、https://aiasahi.jp/）に事業譲渡の

上、事業移管することといたしました。会員の皆様には、突然のご案内となりますことを

お詫び申し上げます。 

「ツギノジダイ」は、中小企業の経営者や後継者の皆さんの課題に応えたいとの思いから

2020 年にサイトをスタートしました。事業移管後も、「ツギノジダイ」のコンセプトや事

業内容に変更はありません。会員の皆様は、これまでと同様のサービスをご利用になれま

す。 

朝日インタラクティブ社は、2009 年設立のインターネット専門のメディア企業です。IT

情報関連の CNET Japan や ZDNet Japan、国際ニュースの CNN.co.jp など、複数のウェブメ

ディアを運営し、質の高い多角的なコンテンツをお届けしています。 

朝日インタラクティブ社の下で、「ツギノジダイ」は引き続きユーザーの皆さまに役立つ

コンテンツをお届けして参りますので、変わらぬご愛顧をお願いいたします。 

事業移管に伴い、会員様と弊社との間のツギノジダイ会員規約（以下「会員規約」）に基づ

く合意事項・権利義務（以下、総称して「合意事項」）と会員登録時にご登録いただいた個

人情報（以下「個人情報」）を、朝日インタラクティブ社へ承継させていただきますので、

会員様のご同意をいただけますようお願い申し上げます。 

ご同意いただけない場合、大変お手数ではございますが、2023 年 3 月 26 日（日）17 時 00

分までに、ツギノジダイのマイページ（リンク：https://smbiz.asahi.com/member/profile/）

から退会手続きをしていただくか、氏名・メールアドレス・件名や問い合わせ内容に会員の

退 会 希 望 の 旨 を 明 記 い た だ き 、 問 い 合 わ せ 窓 口 （ リ ン ク ：



https://que.digital.asahi.com/question/11001671）からご連絡ください。 

 

ご同意いただける場合は、特にご連絡いただく必要はございません。上記日時までに同意さ

れない旨のご連絡がなかった場合、ご同意いただいたものとして、2023 年 3 月 31 日をもっ

て、合意事項と個人情報を朝日インタラクティブ社に承継させていただきます。 

なお、個人情報につきましては、会員登録時にご同意いただいた「個人情報の取り扱い」の

文言の範囲内におきまして、弊社および朝日新聞グループにおいて引き続き共同利用のた

めに保有・利用させていただきます。 

また、合意事項の承継に伴い、会員規約を同承継日付に下記の通り改定いたします。 

ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

ツギノジダイ会員規約 

「ツギノジダイ」会員規約（以下「本会員規約」といいます）は、朝日インタ

ラクティブ株式会社（以下「当社」といいます）が運営する第１条に定める本

サービスの会員登録（以下「会員登録」といいます）を第２条に定める方法に

より行う本サービスの会員に適用されます。会員登録を行わずに第１条に定め

る本サイトを利用するユーザーについては、「ツギノジダイ利用規約」が適用

されるものとします。 

 

第１条（定義） 

 

本会員規約における用語の定義は、以下の通りとします。 

 

（１）「本サービス」とは、当社が運営するメディア「ツギノジダイ」（以下

「本サイト」といいます）、及び本サイトを通じて提供されるサービスをいい

ます。 

 

（２）「会員」とは、次条に定める方法により会員登録を行い、当社が会員と

して承認した実在する個人をいいます（法人は会員になることはできませ

ん）。 

 

（３）「ID」とは、本サイトの会員専用ページ・機能を利用するために当社が

発行する ID をいいます。 

 

  

 

第２条（会員登録等） 

 



１．会員登録希望者には、本会員規約に同意のうえ、本サイトの会員登録ペー

ジにおける必要情報の入力、または本サイトで導入するソーシャルネットワー

キングサービスのログイン機能により、本サイトで会員登録（以下「会員登

録」といいます）をしていただきます。未成年者の方は、必ず事前に保護者の

同意を得た上で会員登録をしてください。当社は未成年者の会員登録があった

場合、保護者の同意があったものとみなします。 

 

２．前項の会員登録が完了した場合、当社から ID を発行します。会員が本サ

イトへログインする際には、認証のために ID を用います。 

 

３．当社は以下の場合に会員登録希望者の登録申請を許諾しないことがありま

す。許諾しない場合でも、当社はその理由について会員登録希望者に開示する

義務を負いません。また、会員登録希望者は判断の結果に対して異議を述べる

ことができません。 

 

（１）ID 及び会員登録時に入力された氏名、メールアドレス、事業承継に関わ

る立場、生まれ年等（以下、総称して「会員情報」といいます）に不備や虚偽

の記載がある場合 

 

（２）会員登録希望者が登録した連絡先に連絡が取れない場合 

 

（３）会員登録希望者が規約違反等により当社または株式会社朝日新聞社のグ

ループ会社が運営するサービス等の利用を停止されたことがある場合 

 

（４）会員登録希望者が法人である場合 

 

（５）当社の業務上の遂行上、または技術上、支障がある場合 

 

（６）暴力団、暴力団員、準暴力団員、暴力団員でなくなったときから５年を

経過しない者、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（以下総称して「反社会的勢力」）に該当する場合、または、反社

会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる場合 

 

（７）その他当社が不適当と認めた場合 

 

  

 

第３条（サービスの利用について） 



 

１．本サービスは、当社指定の動作環境において閲覧・利用することができま

す。ただし、会員が使用する機種、機器、設備、オペレーティングシステム、

ネットワーク及び通信環境等により、利用に制約が生じる場合があります。 

 

２．会員は、本サイト内でのコンテンツの閲覧・資料のダウンロード・各種お

申込みの目的でのみ、本サービスを利用することができます。また、当該目的

の範囲内であっても、有償または営利目的で本サービスを利用しまたは第三者

（他の会員及び本サービスの利用者を含み、以降も同様とします）に利用させ

ることはできません。 

 

３．会員は、ID を用いて本サイトにアクセスし、その正式な機能により本サイ

トの会員専用ページ・機能を閲覧・利用することができ、また登録したメール

アドレスでメールマガジンを受け取ることができます。メールマガジンは会員

登録時に配信の有無を選択することができ、また会員登録後も会員情報の確認

ページより配信の開始または停止を設定することができます。 

 

４．会員は、本サービス内に当社が設定した、当社以外の事業者が管理運営す

るソーシャルネットワーキングサービス（Facebook、Twitter 等）の機能を使

って、投稿を当該サービス内に表示することもできますが（以下、当該サービ

スへの投稿を「SNS 投稿」といいます）、この場合、会員は当該事業者が定め

る利用規約に従うものとし、当社は当該表示の結果等について一切責任を負わ

ないものとします。 

 

５．会員は、本サービスの機能を使って、会員限定記事の閲覧、資料のダウン

ロード、イベントの参加申し込みをすることができます。 

 

  

 

第４条（費用） 

 

１．会員は、本サービスの利用に必要となる機器、ソフトウェア、通信・アク

セス環境（携帯電話会社との間で必要な契約を含みます）について、会員自身

の責任と費用において適切に準備、操作するものとします。 

 

２．本サービスの会員登録料・利用料は無料です。ただし、本サービスの利用

には通信料がかかることがあります。本サービスの利用に伴う通信料など全て

の費用は、会員の負担となります。 



 

  

 

第５条（会員情報の確認・変更） 

 

１．会員は、当社が定める手続きに従い、登録されている自己の会員情報を確

認することができます。 

 

２．会員の会員情報は会員自身の責任において管理するものとします。会員

は、会員情報に変更が生じた場合、当社所定の方法により、速やかに変更手続

きをするものとします。手続きしなかったことにより会員が不利益を被ったと

しても、当社は一切責任を負いません。 

 

  

 

第６条（会員情報） 

 

当社は会員情報を、「ツギノジダイの個人情報について」に従って取り扱いま

す。 

 

第７条（外部コンテンツ） 

 

「外部コンテンツ」とは、当社以外の事業者が管理運営するリンク先のホーム

ページ等で利用可能となっているコンテンツ（ネット動画を含みますが、これ

に限られません）、当社以外の事業者が管理運営するソーシャルネットワーキ

ングサービス（Facebook、Twitter 等）の機能または動画埋め込み機能を使っ

て本サービス内に表示するコンテンツ（ソーシャルネットワーキングサービス

におけるユーザーのコメント、ネット動画を含みますが、これに限られませ

ん）、及び本サービス外から引用、転載され本サービス内に表示されるコンテ

ンツをいいます。本サービスでは、外部コンテンツ及び外部コンテンツへのリ

ンクが表示・掲載される場合がありますが、外部コンテンツ及び外部コンテン

ツにおける広告、商品、サービスなどについては、当社は責任を負いかねます

ので、会員の判断及び責任において利用ください。 

 

  

 

第８条（広告、第三者との取引等） 

 



１．会員は、本サービス上において、会員への通知なく、当社及び当社の指定

する第三者の広告が掲載されることを、予め了承するものとします。それら広

告には JIAA（日本インタラクティブ広告協会）の「ネイティブ広告に関する推

奨規定」にのっとり、【広告】・【PR】等が表示され、広告主体が明記されま

す。当該広告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

であることを問いません）について当社は賠償する責任を負いません。 

 

２．会員は、本サービスを通じて第三者と取引等を行う場合、会員自身の責任

と判断により当該取引等を行うものとします。 

 

  

 

第９条（アクセスデータの利用について） 

 

本サイトでは以下のようなアクセスデータを取得し、以下のような目的で利用

しています。データの収集には、Cookie を使用しています。会員が Cookie の

受け取りを拒否する場合は、一部機能に制約が生じることに同意するものとし

ます。また会員は、本サイトによる第三者企業の広告配信サーバーの利用によ

りアクセスデータが第三者企業のサーバーに蓄積、管理されることに同意する

ものとします。 

 

＜取得するデータ＞ 

 

・会員の端末情報（ＩＰアドレス、オペレーティングシステムやブラウザーの

種類等） 

 

・会員の行動履歴（アクセスした時刻、URL、訪問回数等） 

 

＜利用目的＞ 

 

・サービス改善のための分析 

 

・会員に最適と推定されるコンテンツの配信 

 

・行動ターゲティング広告 

 

第１０条（JavaScript と Cookie について） 

 



本サイトでは JavaScript と Cookie を使用しています。お使いのブラウザーで

JavaScript 及び Cookie の設定を無効にされている場合、正しく機能しない、

または正しく表示されない場合がございます。全てのコンテンツを利用いただ

くには、ブラウザー設定で有効にしていただくことをお奨めいたします。 

 

詳細は「サイトポリシー 「クッキー（Cookie）について

（https://aiasahi.jp/cookie/）」をご覧ください。 

 

第１１条（リンクについて） 

 

１．本サイトへのリンクは、営利を目的とせず、本サイトへのリンクである旨

を明記し、フレームなしで行うなど一定の条件を満たしている限り、原則とし

て自由です。ただし、本サービスの趣旨に合わない場合や情報発信源を誤認さ

せるような形でリンクを張るなど、当社の事業等を害する恐れがある場合は、

リンク自体をお断りすることがあります。詳しくは、次項の注意点をご参照く

ださい。なお、編集・更新の都合により、サービス内の各ページは予告なく変

更・削除されることがあります。リンクを設定いただいても、短期間でリンク

切れとなる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。 

 

２．いわゆるフレームリンク、直リンク、エンベッドなど、本サイトの内容を

他サイトのコンテンツと組み合わせて表示するリンクや、本サイトの内容が単

独で表示される場合であっても、リンク先のホームページの一部として表示さ

れる形のリンク、その他、一般に当社の信用にかかわるようなリンクの仕方

は、営利・非営利を問わず禁止します。 

 

３．本サイトからリンクされた第三者のサイトは、当社の管理管轄下にあるも

のではなく、会員がそれら第三者のサイトの内容を見たことや、そのサイト内

の広告、商品、サービスなどを利用したことによって生じた直接的・間接的な

損害について、当社は責任を負いかねます。 

 

４．当社がソーシャルネットワーキングサービスでのシェアのために本サイト

に設定した OGP（Open Graph protocol）を意味し、設定されるタイトル・テキ

スト・画像等の一切のコンテンツを含みます）については、当該 OGP が設定さ

れたページで当社がシェアボタンを設置したソーシャルネットワーキングサー

ビスのためにのみ使用いただけます。それ以外での使用については営利・非営

利を問わず禁止します。 

 

  



 

第１２条（著作権の帰属） 

 

本サービス及び本サービスで表示されるコンテンツ・ダウンロードできる資料

等（テキスト、画像、ＰＤＦ、外部コンテンツを含みますが、これに限られな

いものとし、以下総称して「本サービスコンテンツ等」といいます）の著作権

その他の権利は当社及び正当な著作権者に帰属します。会員は、本サービスの

内容について、当社の事前の書面による許可なく転載、複製、転用、転送、販

売、要約、翻訳等の二次利用を行うことはできません。 

 

  

 

第１３条（ID の使用） 

 

１．会員は、ID を自らの責任で厳重に管理するものとし、会員以外の第三者に

開示・漏洩してはなりません。また、第三者に譲渡・貸与したり、その他方法

を問わず第三者に使用させたりすることはできません。 

 

２．会員は、ID の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用などに起因する損

害につき、自ら責任を負うものとし、ID が第三者によって不正に使用されてい

ることが判明した場合には、速やかに当社に連絡するものとします。 

 

３．ID が不正に利用された場合であっても、当社は当該利用が会員による適正

な利用とみなし、当該利用により発生した一切の損害等につき何らの責任も負

わないものとします。 

 

  

 

第１４条（本サービスの中断） 

 

次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は、会員に事前に通告することな

く、本サービスの一部または全部を一時的に中断または終了することができる

ものとします。 

 

（１）本サービスの通信回線もしくはシステムの故障・障害、または天災地

変、停電、戦争、疫病の流行などによる事由が生じた場合。 

 



（２）本サービスのシステムの定期または緊急の保守・メンテナンスに必要な

場合（ただし、予定されたシステム保守による中断については本サイト上また

は会員へのメール等で事前にお知らせすることとします）。 

 

（３）その他本サービスを提供できない合理的な事由またはその他当社が必要

と考える事由が生じた場合。 

 

  

 

第１５条（責任・免責事項） 

 

１．会員は、自己の責任で本サービスを利用するものとします。会員は、当該

自己の利用について、第三者から問い合わせ・クレーム・異議・請求・訴訟等

（以下、総称して「訴訟等」といいます）がなされた場合には、会員自らの責

任及び費用において当該訴訟等に対応するものとし、自己の利用により当社ま

たは第三者が損害を被った場合、会員は当該損害を賠償するものとします。 

 

２．当社は、本サービス及び本サービスコンテンツ等の内容、正常動作性及び

機能性について、明示または黙示を問わずいかなる保証（その完全性、正確

性、確実性、有用性、安全性を含みますが、これに限りません）も行いませ

ん。また、当社は、本サービスの内容及び機能を、編集、管理、削除等し、ま

たはこれに必要な技術的な手段を会員に提供する義務を負わないものとしま

す。 

 

３．会員が、本サービスを利用されたこと、または利用になれないことにより

直接・間接的に生じた損失に関し、当該損失の原因が当社の故意・過失による

場合を除き、当社は何ら責任を負うものではありません。 

 

４．会員は、以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。 

 

（１）本サービスの変更、中断、遅延、停止、終了または不具合が生じる場合

があること 

 

（２）第三者とのトラブルが生じた場合に、会員の責任で対応すること 

 

（３）本サービスを通じて第三者から取得した情報等または第三者との取引等

により生じたトラブルは会員の責任で対応すること 

 



（４）上記各号について、当社がその責を免れること 

 

  

 

第１６条（禁止事項） 

 

会員は、故意・過失を問わず、本サービスを通じてまたは SNS 投稿により、以

下の各号に該当するもしくは以下の各号を助長・誘発する行為、またはそれら

のおそれがある行為をしてはならないものとします。会員がそれらの行為をし

たと当社が判断した場合、当社は当該会員への通知・承諾を要することなく、

当該会員への本サービスの全部または一部の提供の停止、会員登録解除及び今

後の会員登録の禁止等の措置をとることができるものとします。なお、当社は

その措置の理由について開示する義務を負いません。 

 

（１）本サービスコンテンツ等の全部または一部を第三者へ提供・貸与・再配

信する行為 

 

（２）本サービスコンテンツ等の複製（閲覧の際に端末上に一時的に発生する

電子的蓄積は除く）、編集、加工、翻訳、翻案、出版、転載、頒布、放送、口

述、展示、販売、公衆送信（送信可能化、インターネット上のウェブサイトや

イントラネット等への掲載を含みます）及び改変をするなど、当社及び第三者

の権利を侵害する一切の行為、またはこれらを行った本サービスコンテンツ等

一切を第三者へ提供・再配信する行為 

 

（３）本サービス及び本サービスコンテンツ等を、不正、営利、広告・宣言、

宗教・政治活動を目的として利用する行為、またはその準備を目的とした行為 

 

（４）データマイニング、ロボット等によるデータ収集・抽出ツールを使用す

る行為、コンピューターウィルスなどの有害なプログラムを配布する行為、ま

たはコンピューターウィルスに感染したデータを配布する行為 

 

（５）本サイトまたは本サービスの評価・名声・機能を失墜、低下、毀損させ

る行為（本サイトのサーバーに過度な負荷がかかる行為を含みます） 

 

（６）当社または第三者の財産、名誉・信用・肖像・プライバシー・パブリシ

ティーに係る権利、著作権・特許権・商標権等の知的財産権その他の権利を侵

害する行為 

 



（７）殺人、傷害その他の犯罪行為、自殺、集団自殺、自傷、または違法・脱

法薬物の使用・取引等に関する予告、教唆、示唆、暗示、募集、勧誘等をする

行為 

 

（８）誹謗中傷、いやがらせ、差別（民族・宗教・人種・性別・地域・門地

等、差別する内容を問わず、また差別につながりうるものを含みます）、戦争

のための宣伝、暴力、わいせつ、性描写、盗撮、またはその他一般に不快感を

与えうる内容を投稿する行為等、本サービスを利用して第三者に不快感、不利

益もしくは損害を与えうる行為 

 

（９）異性交際を呼びかけるなど出会いの場を提供する行為、当該行為を利用

して連絡・面会する行為、または売買春もしくはその仲介を誘引し、申し込

み、承諾し、もしくはその誘引等を示唆または暗示する行為 

 

（１０）本会員規約、法令、公序良俗または第三者との契約に違反する行為 

 

（１１）他人の営業機密を開示するなどの不正競争行為 

 

（１２）本サービスの趣旨に著しく外れた方法で本サービスを利用する行為 

 

（１３）自己もしくは第三者の個人情報を公開する行為、または第三者の個人

情報を収集する行為 

 

（１４）本サービスの利用者・会員を他サイトに誘導する行為 

 

（１５）目的・内容を問わず、第三者を勧誘する行為 

 

（１６）本サービスの運営または第三者による本サービスの利用を妨害する行

為 

 

（１７）第三者になりすまして、本サービスを利用する行為 

 

（１８）事実に反するまたは誤解・誤認を招きうる内容を投稿する行為 

 

（１９）その他、当社が合理的な理由に基づき不適当と判断する行為 

 

  

 



第１７条（会員による登録解除・退会） 

 

１．会員は、当社が定める所定の方法・条件により本会員登録を解除し退会す

ることができます。 

 

２．会員による ID の失念、操作の誤りその他会員の責に帰するべき原因によ

り解除ができない場合であっても、当社は一切責任を負わないものとし、解約

のために積極的に協力する義務を負うものではありません。また、当社は解除

できないことにより会員に生じた損害についても一切責任を負わないものしま

す。 

 

  

 

第１８条（会員のサービス利用停止及び解除） 

 

１．以下の各号のいずれかに該当することが判明した場合、当社は会員登録を

承認せず、または会員登録を解除し、その後の本サービスの全部または一部の

利用を停止、終了することがあります。 

 

（１）ID 及び会員情報に不備や虚偽があった場合 

 

（２）変更すべき事項が生じたにもかかわらず、会員が会員情報を変更しなか

った場合 

 

（３）会員が本会員規約、法令、公序良俗または第三者との契約等に違反した

場合 

 

（４）会員が一定期間本サービスを利用しなかった場合 

 

（５）本会員規約の違反等により本サービスの全部または一部の利用を停止さ

れている場合 

 

（６）本会員規約に違反したことがある者からの申請である場合 

 

（７）その他当社が会員として認めることが不適当だと判断した場合 

 



２．会員は、会員または当社が会員登録を解除した場合には、本サービスの利

用履歴は自動的に消去され、再度同一の ID 等で会員登録を行った場合でも当

該利用履歴は復元されないことを予め了承するものとします。 

 

  

 

第１９条（規約・サービスの変更等） 

 

１．当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合に、本会員規約を会員の事

前の承諾を得ることなく随時変更できるものとします。当該変更にあたり、当

社は変更の効力発生日の前までに、規約を変更する旨及び変更後の本会員規約

の内容と効力発生日を本サイト上に掲載します。 

 

（１）本会員規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき 

 

（２）本会員規約の変更が、会員登録をした目的に反せず、かつ、変更の必要

性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合

理的なものであるとき 

 

２．当社は、いつでも本サービスの全部または一部を変更または終了できるも

のとします。 

 

  

 

第２０条（本会員規約の効力） 

 

本会員規約のいずれかの規定が法令に違反していると判断された場合や無効ま

たは実施できないと判断された場合も、当該規定以外の各規定は、いずれも引

き続き有効とします。 

 

  

 

第２１条（準拠法、裁判管轄） 

 

本会員規約は日本国法に準拠し、日本の法令に従って解釈されるものとしま

す。会員と当社の間で本会員規約及び本サービスに関する紛争が生じた場合、

両者で誠意をもって協議することとしますが、それでも解決しない場合、東京



簡易裁判所または東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とし

ます。 

 

以上 

 

附則 

 

本会員規約：2020 年 7 月 9 日実施 2022 年 3 月 29 日改定 2023 年 4 月 1 日改

定 


