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Satisfood 導入のすすめ

あなたのお店を世界とつなぐ。
Satisfood はお店を繁盛に導くWEBサービス。

外国人旅行者の食べたいや知りたいニーズに応え、

最高の「食」体験を提供する、チャット型の A I レストランメニューです。
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開発者からのメッセージ

外国人旅行者の悩みを解消すれば、
お店は繁盛します。
この Win×Win のスパイラルを
日本中に広めたい！

株式会社 Super Duper
代表取締役　鈴木知行

Sa t i s f o od を開発している、株式会社 Supe r  Dupe r の鈴木です。

今、日本の飲食店様では、日本人のお客様だけでなく、

海外からのお客様も楽しめるお店づくりができているでしょうか？

外国人旅行者が、日本で最も楽しみにしているのは「食事」です。

飲食店での満足が、お客様単価や口コミを増加させ、売上拡大に直結します。

彼らの満足を向上させるには、外国語の会話力だけではなく、

旅行者ごとに異なる要望を汲み取って提案する「ホスピタリティ」が大切です。

でも、店舗により異なる何十ものメニューを理解した上で、

満足のいく体験を提案するのはものすごく大変です。

そこで Sa t i s f o od が役にたつというわけです！

Sa t i s f o od は店舗のメニューを解析し、

旅行者の好みに合わせて提案するチャット型の A I レストランメニューです。

しかも翻訳するだけではありません。

実は、Sa t i s f o od はベジタリアンやハラールへの提案、料理に合うお酒の提案、

そして美味しい食べ方の提案などさまざまな事が行えます。

日本での食体験を最高の時間にする Sa t i s f o od は、

外国人旅行者の対応による店舗スタッフの負荷を軽減し、

旅行者にミラクルなグルメ体験を提供します。

外国人旅行者だけではなく日本人でも楽しめる Sa t i s f o od で

千客万来の繁盛店を実現しましょう！
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Satisfoodの可能性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

日本での１番の楽しみが１番の困ったに…
年間 4 ,000 万人ものお客様を、海外から受け入れる時代が始まろうとしています。＊

お店の売上を伸ばす絶好のチャンスなのに、まだまだ実際は、
インバウンドの波に乗り切れていないようです。日本での食事を楽しみに来店する
海外からのお客様に、満足度の高い接客ができれば、お店はきっと繁盛します。
言葉の壁を越えた Sa t i s f o od が、外国人旅行者の胃袋をつかみ、繁盛店へと導きます。
 ＊政府「明日の日本を支える観光ビジョン」(2015 年 ) に於いて、2020 年までに訪日外国人旅行客 4 ,000 万人（年間）を目標に掲げる

■外国人旅行者が日本で楽しみたいこと  第１位　「食事」

■外国人旅行者が日本語が理解できなくて困った場所  第１位　「飲食店」

観光庁　「訪日外国人消費動向調査」（2017 年 10～12 月期報告書より）

観光庁「訪日外国人旅行者の受入環境整備における、国内の多言語対応に関するアンケート（2017 年実施）結果より

「4,000万人がお客様 !」

03

日本食を食べること
日本の酒を飲むこと

旅館に宿泊

温泉入浴

自然・景勝地観光

繁華街の街歩き

ショッピング 

美術館・博物館 

テーマパーク

スキー・スノーボード 

その他スポーツ

67.7%
 22.0%

 16.3%

 25.5%

 45.7%

 40.6%

 53.8%

 12.8%

 13.5%

 1.8%

 2.2%

3.5%

1.9%

 5.5%

 9.8%

 3.4%

 16.1%

 12.6%

7.5%

 0.5%

訪問した場所の中で多言語表示・コミュニケーションで困った場所（複数回答）

飲食店 小売店

n=3,225

鉄道駅 宿泊施設 城郭・神社・仏閣

173

316

920

522
561

28.5%

16.2%
9.8%

5.4%

17.4%

舞台鑑賞

スポーツ観戦

自然体験ツアー・農漁村体験

四季の体感

映画・アニメ縁の地を訪問

日本の歴史・伝統文化体験

日本の日常生活体験

日本のポップカルチャーを楽しむ

治療・検診



英語で質問されても
どう答えていいか

分からず
つい尻込みしてしまう

Satisfoodの可能性

外国人旅行客の満足度が高いお店では、
お客様単価が上がり、SNSのシェア数が増加します。
そして、円滑な集客と接客が、
スタッフの満足度を向上させます。

「スタッフの満足度＆売上の向上」

Satisfoodを導入すれば！

スタッフの負担軽減！

スタッフ不足の緩和！

教育コストの低減！

お客様の単価アップ！

お客様の増加！
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バランスのとれた
外国人スタッフの

配置など
今のままでは無理！

料理の紹介は
なんとかできても
食べ方の説明と
なれば話は別です

外国人に来店して
もらいたいけど

来店されても対応できない。
一体どうすればいいの！？

本当はもっと楽して
外国人旅行客の単価を
上げたいんだけど‥ 例えば日本酒の

味や香り
作り方を英語で説明なんて

到底できません

上からは “もっと
インバウンド対応を手厚く” と

言われるけど
教育から行えば通常の
仕事に支障がでそう…



Satisfood の特長　
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QRコードを読み取り、チャットでの会話から、
料理を提案してオーダーを承ります。（ビジネスモデル特許出願中）



Satisfood の特長　　 06

多言語翻訳からおすすめの一皿まで、
Satisfoodは提案型のAIレストランメニューです。

AI 技術でお客様にピッタリのメニューをご提案
独自の A I 技術を使い、旅行者の好みやその時の気分などから料理をご提案。

はじめての旅行先でも、お気に入りの一皿を見つけられます。

お店自慢のお料理と相性のいいお酒も合わせておすすめ
人気メニューや旬の味、その日の特別な一皿との食べ合わせを

考慮したお酒も提案。オーダーを促進し、売上に貢献します。

ハラールやベジタリアンのお客様に対応したメニュー
食べられない食材や料理があるお客様にも、安全で安心な食事を楽しんで

いただくためのメニュー情報を提供します。

24時間365日5ヶ国語対応
Sa t i s f o od が休むことはありません。サービスにムラやムダもありません。

人間にはできないことだから、A I が引き受けました。

1

4

3
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Satisfood のメリット　 07

外国人旅行者の満足度を高め、お客様単価の向上へ
お客様の様々な要望にピッタリのメニューを提案する Sa t i s f o od。

お悩みの多い海外のお客様の満足度向上が、お客様単価の向上につながります。

専門スタッフの採用や教育など、
多言語での接客で発生するコストの抑制へ
英語や中国語など、多言語をカバーするスタッフの採用や教育は

お店の収益を圧迫します。Sa t i s f o od は、多言語接客のコストを抑えます。

お客様対応の負担を抑え、もっと働きやすいお店へ
言葉の壁や異なる習慣、宗教観への丁寧な対応が迫られ、

接客スタッフの負担は増えていきます。

Sa t i s f o od は、働くみなさまの問題も解決します。

SNSのシェア率を高め、さらなるお客様の増加へ
最高の「食」体験が SNS などへの投稿を刺激します。

お客様のお気に入りのお店としてシェアされることが、繁盛店への近道です。

最高のグルメ体験でインバウンドの風をつかみ、
先客万来の繁盛店へ。
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Satisfood のメリット　 08

Satisfoodのメリットが実証されました！

自社調べ（2018.6）

67％ 95％

97.7％
33.2％
導入後

導入前

導入したお店に満足した
外国人旅行者外国人旅行者の利用率

接客にかかるコストの減少を
実感したお店 お客様単価が増加

1

3 4
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使い方と機能 09

日本語に変換してオーダーします。
日本語に変換した画面を見せてオーダー。
日本語がわからないお客様も安心です。

QR コードを読み取ったら、後はAIにお任せ。
使い方

お店専用のQR コードを、
スマートフォンで読み取ります。
Sa t i s f o od は Web サービスなので
ダウンロードは必要ありません。
 

多言語に翻訳されたお店の
専用ページを表示します。
グルメサイトなどに登録してある
メニューデータをベースに、
お店独自のメニューを作成・表示します。

チャットでの会話を通して、お客様に
ピッタリのお料理を提案します。
お店のメニューを解析した上で、お客様の
国籍などを聞き出し、旅行者の好みやその時の
気分などから、最適な料理をご提案します。 

読み取り

1

多言語表示

2

料理提案

3

オーダー確認

4

使い方

使い方

使い方

使い方

機
能
に
つ
い
て
は
次
の
ペ
ー
ジ
ヘ

SAMPLE



使い方と機能 10

ハラールやアレルギー、ベジタリアン
などの情報を提供。
食べられない食材や料理がある旅行者にも、
安全で安心な食事を楽しんで
いただくための情報を提供します。
 

お料理や素材の詳細を説明。
見慣れない料理に戸惑いや心配がないよう、
使用している食材や産地、
味や栄養価などの詳細を説明します。
 
 

お料理の食べ方を紹介。
食べ方を理解することも食の醍醐味の
ひとつです。その土地の常連さんオススメの
食べ方などを紹介します。

機能

お料理と相性のいいお飲み物を提案。
料理の引き立て役である飲み物を、料理の
相性からマッチング。最適な組み合わせで、
最高の時間を演出します。

お料理のこだわりを説明。
作り手の思いやお料理が持つストーリーも
一緒に胃袋の中へ。すべてのお客様の
「食」体験を最高にします。

情報提供

ペアリング

食べ方紹介

こだわり説明

食材説明

1
機能

2
機能

4
機能

5
機能

3
機能



喜びの声 11

導入店舗様から、
喜びの声が続々寄せられています。

●地方自治体 ●大手百貨店
●ターミナル駅 駅ビル ●場外市場 

●居酒屋チェーン ●寿司店
   ●定食屋 ●天ぷら屋 etc...　

外国人スタッフに
頼りっきりだった状況を
変えられることができた

イヤイヤだった
外国人への接客が

とっても楽になりました

日本語でも難しい料理や
酒の説明をスタッフに
教えなくてもいい

スタッフ負担を
減らすことで、離職率が
下がることに大きな期待

お客様満足度が上がり
口コミが増えた結果
海外からのお客様が

増えました

複数言語に対応した
メニュー作成のコストを
抑えることができた

人間はやるべき仕事と
そうでないことに
線引きができた

例えば、麺の硬さ、
ご飯少なめなどの

細かい要望にも応える
ことができて嬉しい

日本人のお客様と
同じレベルの接客が
できるのが嬉しい導入店舗様、続々増加中！



よくある質問

　

よくある質問
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Q　なぜ売上が向上するのですか？

   ３つの要因が考えられます。

●単品主体の注文から、お酒とのペアリングを始め、様々な種類の提案を行うことで、
注文数が増え、お客様の単価が上がることです。
●コースメインのお店でも、ぜひ食べてほしい一品を提案することで、単価アップが
可能になるからです。
●直接的な売上の向上以外にも、スタッフによる接客コストの減少が期待できるため、   
売上を上げてコストを下げるというダブル効果を発揮することです。

Q　導入作業としてお店がやることは？

メニューの送付、インタビュー（約１時間）、シナリオの確認がメインです。写真
などがない場合には、写真のご用意をいただく場合もございます。

Q　導入する際にタブレットなどを用意する必要はありますか？

Sat isfood はお客様自身のスマートフォンでご利用いただくサービスですので、
タブレットなどを別途ご用意頂く必要はありません。タブレットを置くスペースや
電源を気にする必要もありません。また、キッチンプリンターなどを用意しなくても、
オーダーのやり取りを行うことができるので、現在のオペレーションを変更する必
要もありません。

Q  お客様向けのWiFi環境を用意していなくても導入できますか？

Satisfood を利用いただくにはインターネット環境が必要になりますが、お客様
側の端末がインターネット環境下にあれば、問題なくSatisfood をご利用いただ
けます。WiFi 環境を店舗で用意することは旅行者の利便性向上に役立ち満足度
向上に寄与します。Satisfoodの導入と同時に、WiFi 環境の整備をお考えの
場合はお問い合わせください。お得なセットもございます。

Q　アプリをダウンロードする必要がありますか？

Webサービスなので、ダウンロードは不要です。

1

2

3



お問い合わせ
Sat i s f ood の導入をご検討の方は、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせは、専用フォームまたはお電話から承ります。

●サービス紹介ホームページ内の専用フォーム URL
h t tps : / / sa t i s f ood . co / suppo r t / i nqu i r y /

　 0120-29-0315
（受付 : 月～金曜日 9：00~18：00/ 定休日 : 土・日・祝日）

メニューの解析
現在店舗で使用しているメニューをいただきSatisfood に取り込み解析します。

 

ヒアリング
人気メニューやお料理情報など、ヒアリングを通して重み付けや情報の肉
付けを行います。
 

シナリオの構築および翻訳
Step02 や 03 を通して得られた情報をもと、お客様専用の
Sat i s f ood を構築し、お料理等のお店情報を多言語翻訳します。

 

動作の確認
店舗ごとの QR コードから動作をご確認ください。

導入までのステップ

　

導入までのステップ
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04

Step
05



Satisfood 利用契約条項
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第１条（適用範囲）
本契約条項は，株式会社 Super Duper（以下「当社」といいます）が運営するサービス「Satisfood」（以下「本サービス」といいます）について，当社から本サービスの利用開始の通知を受けた者（以下「利用者」
といいます）と当社との間で適用されるものとします。
第２条（本サービスの利用契約）
１. 本サービスは，利用者が第三者に提供したい情報を利用者が希望する言語に変換するアプリケーション及びWebサービスであり（以下「本ソフトウェア等」といいます），利用者は本ソフトウェア等に利用者
の運営するビジネス，サービス及び製品等に関する情報を有償で掲載することができます。２. 本サービスの利用を希望する者は，本契約条項に同意した上で，当社が別途指定する方法に従って利用申込みを行う
ものとします。３. 当社は，前項の申込みを受けた後，所定の審査基準を満たし利用料の振り込みが確認された者に対して，本サービスの利用開始の通知を行うこととし，当該通知をもって本サービスの利用契約
が成立するものとします。また，当社は利用者に対して本サービスの利用に必要なURL を通知することとし，この通知を行った日を本サービスの利用開始日とします。４. 前項の審査基準を満たさない場合，本サー
ビスの利用ができません。この場合，当社は，審査の内容及び審査結果の理由を通知しないものとします。５. 本サービスの内容・機能に関する詳細については本ソフトウェア等の画面上で別途表示され，その内
容も本サービスの利用契約の一部となります。
第３条（本サービスの利用期間）
本サービスの利用期間は，利用開始日から合意した契約期間（ただし最低利用期間は１年間）とします。ただし，利用期間満了の日の１ヶ月前までに当社又は利用者から更新拒絶の申出がない場合は，さらに合
意した契約期間に応じて１年間延長するものとし，以降も同様とします。
第４条（初期費用及び月額利用料）
１. 利用者は，利用申込書記載の初期費用及び月額利用料（以下，「利用料金等」といいます）を，当社が別途指定する方法で支払うものとします。ただし，支払方法が銀行口座への振込みの場合，振込手数料は
利用者が負担するものとします。２. 利用者が利用開始日から最低利用期間にあたる１年間の利用期間内に解約を行う場合でも，最低利用期間に応じた１年分の利用料金等をお支払い頂きます。３. 本条に定める
利用料金等は，第１０条に規定されるサービスの停止又は中断及びその他のいかなる理由によっても消滅，減額又は免除されないものとします。
第５条（申込みのキャンセル及び内容変更）
１. 第２条第２項に従って本サービスの利用申込みがなされた後，申込みをした者の都合により，本サービスの利用開始日よりも前に申込みをキャンセルしたとしても，第４条第１項に定める初期費用をお支払い
頂きます。２. 利用者は，本サービスの利用を申し込んだときに当社に提供した内容に変更がある場合は，速やかに当社に通知するものとします。
第６条（途中解約）
利用者は，本サービスの利用契約を解約しようとする場合は，解約を希望する日の１ヶ月前までに，解約希望日を明記して，当社に書面又は電子メールの方法で申し出るものとします。
第７条（著作権）
本ソフトウェア等を通じて提供される当社が所有するすべてのコンテンツ，及び利用者の依頼に応じて当社が制作・編集等した掲載物の著作権，その他の知的財産権は，当社に帰属することとします。
第８条（掲載拒否等）
１. 当社は，本サービスの閲覧者（以下「ユーザー」といいます）に対してユーザーに適した情報を正しく提供することを目的とし，利用者の掲載物の内容が以下の各号に該当するおそれがあると判断したときは，
当該掲載物の掲載を拒否したり，内容の修正を求めたりすることがあります。  (1) 法律に違反する内容を含む，(2) 公序良俗に反する，(3) 虚偽の内容や誇大表現を含む，(4) 差別的表現を含む，(5) 人権侵害にあた
る内容を含む，(6) 詐欺的な内容を含む，(7) マルチ商法，ねずみ講，ネットワークビジネス等に関連している，(8) パチンコ，競馬，競輪等のギャンブルに関連している，(9) 出会い系サイト，ライブチャット，ア
ダルトサイト等に関連している，(10) 第三者の知的財産権，肖像権，プライバシー，名誉その他の権利又は利益を侵害する，(11) 当社の信用を毀損する，(12) その他当社が不適切と判断する表現を含む　２. 本条
に基づき利用者の掲載物の掲載を拒否することにより利用者が損害を被った場合，当社は一切の責任を負わないものとします。
第９条（本サービスの利用停止及び解除）
１. 当社は，利用者が本契約に定める利用料金等の支払義務を怠り，又は第１２条を除く本契約条項に違反したとき，相当の期間を定めて催告し，当該期間内に利用者がこれを是正しない場合，何ら催告なく本サー
ビス利用の停止，又は本契約の全部又は一部を解除できるものとします。それにより利用者が損害を被った場合，当社はその一切の責任を負わないものとします。２. 前項の場合においても，利用料は減額されな
いものとします。３. 本条の解除権の行使は，損害賠償の請求を妨げるものではありません。
第１０条（サービスの変更・運用の停止）
１. 当社は，利用者への事前の通知なく，本ソフトウェア等の機能追加，バージョンアップ，その他必要に応じて本サービスの内容を変更することがあります。２. 当社は，次の各号に該当する場合，利用者へ事
前の通知をすることなく，本サービスの一時的な運用の停止を行うことがあります。(1) 本ソフトウェア等のシステム点検，保守又は仕様の変更を定期的又は緊急に行わなければならない場合，(2) 火災，停電，
天災地変等の非常事態が発生し，又は発生するおそれがあり，本サービスの提供が困難となった場合，(3) 本サービスの提供のためのシステムの不良及び第三者からの不正アクセス，コンピューターウイルスの感
染等により本サービスの提供が困難又は不能となった場合，(4) コンピューター，通信回線等の事故により本サービスが停止した場合，(5) アクセスが輻輳するなどシステムの容量を超える利用がなされた場合，
(6) 法令等に基づく措置により，本サービスの提供が困難又は不能となった場合，(7) 当社がやむをえない事由により本サービスの運営上一時的な停止が必要であると判断した場合　３. 前項の場合において，利用
者が損害を被ったとしても，当社はその一切の責任を負わないものとします。
第１１条（免責事項）
１. 当社は，本サービスに関して，如何なる保証も行いません。利用者は自己の責任において本サービスを利用するものとし，当社は，自然災害，回線の輻輳，通常講ずるべきウィルス対策では防止できないウィ
ルス被害，機器の障害又は保守のためなどによる本サービスの停止，第三者による情報の改竄や漏洩，本サービスの利用による情報の削除又は消失，ソフトウェア又はハードウェアや機器の故障又は損傷による
損害等，本サービスの利用によって利用者が被った損害及び本サービス利用の成果に関して一切の責任を負わないものとします。２. 利用者が当社に提供した情報に誤りがあり，それが原因で本サービスに関連し
て利用者とその他の第三者（ユーザーを含む）との間で紛争が生じた場合，当社は一切の責任を負わないものとします。
 第１２条（禁止事項）
１. 利用者が本サービスに関して以下の行為を行うことを禁止します。(1) 本サービスを不正の目的をもって利用する行為，(2) 虚偽の情報を使用する行為，(3) 本サービスにより利用し得る情報を改ざんする行為，
(4) 社会通念を逸脱した行為，(5) 政治活動，選挙活動，宗教活動，(6) 法令，又は当社もしくは利用者が所属する業界団体の内部規則に違反する事業を行う行為，(7) 当社，他の利用者及び第三者の財産権（特許権，
商標権，著作権等のあらゆる知的財産権を含む），あらゆる法的権利を侵害する行為，(8) 当社，他の利用者及び第三者を差別，誹謗中傷，脅迫し，あるいはプライバイシー，人権等を侵害する行為，(9) コンピュー
ターウイルスその他の有害なコンピュータープログラムを含む情報を送信する行為，(10) 本サービスの運営又は当社の経営を妨げ，又はそのおそれのある行為，(11) 犯罪行為に関連する行為，又は法律，法令，
公序良俗に反する行為，又はそのおそれのある行為，(12) 上記各号への該当を避ける目的で別会社を利用して登録を試みているものと推測される行為，(13) その他当社が不適当・不適切と判断する一切の行為　２.
前項に掲げる行為によって，当社又は第三者に損害を生じた場合，利用者はすべての法的責任を負うものとし，当社及び第三者に損害を与えないものとします。３. 当社は，利用者が本条第１項に掲げる行為を行っ
たと判断した場合は，利用者に事前に通知することなく，本サービスの利用を停止することができ，また利用者の登録情報を削除する必要がある場合は，利用者に事前に通知することなく，当該情報を削除する
ことができるものとします。それにより利用者が損害を被った場合でも，当社はその一切の責任を負わないものとします。４. 前項以外にも，ユーザー及び消費者保護機関からの意見を参考に，利用者の特定の商
品，サービス又はコンテンツについて，ユーザーの安全や利便性が不当に損なわれると見なした場合は，前項の定めが適用されます。５. 前２項の場合においても，月額利用料は減額されないものとします。
第１３条（反社会的勢力の排除）
１. 利用者は，自ら，子会社，関連会社もしくは関係者等が，現在，暴力団，暴力団員，暴力団員でなくなった時から５年を経過していない者，暴力団準構成員，暴力団関係企業，総会屋等，社会運動等標ぼうゴ
ロ又は特殊知能暴力集団等，その他これらに準ずる者（以下「暴力団員等」といいます）に該当しないこと，及び次のいずれにも該当しないこと，かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
　(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること，(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること，(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者
に損害を加える目的をもってするなど，不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること，(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し，又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を
有すること，(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
２. 利用者は，自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。　(1) 暴力的あるいは法的な責任を超えた不当な要求行為，(2) 取引に関して脅迫的な言動をし，
又は暴力を用いる脅迫行為，(3) 風説を流布し，偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し，又は当社の業務を妨げる行為，(4) その他前各号に準ずる行為
 第１４条（個人情報等の取扱い）
１. 当社は，利用者のプライバシーを尊重し，利用者の個人情報の管理に細心の注意を払い，当社が別途定めるプライバシーポリシーに従って利用者の個人情報を取り扱うものとします。
２. 当社は，利用者が本サービス上で登録・提供する利用者情報を秘密として厳重かつ適正に取り扱うものとし，当該利用者の同意を得た場合を除き，第三者に開示又は漏洩しないものとします。
第１５条（権利・義務の譲渡禁止）
本契約にもとづき利用者に発生する権利又は義務は，当社の事前の書面による承諾がない限り，第三者への移転・承継することはできないものとします。
第１６条（業務委託）
当社は，本サービスの全部又は一部を第三者に委託できるものとし，利用者についての情報（個人情報を含む）を提供します。利用者はこのことを承認するものとします。　
第１７条（紛争処理及び損害賠償）
１. 利用者が本契約に違反することにより当社に損害を与えた場合，当該利用者は当社に対しその一切の損害（合理的な範囲内の当社の弁護士費用を含む）を賠償するものとします。２. 利用者が，本サービス利
用に関連して第三者からクレームを受け，又はそれらの者との間で紛争が生じた場合は，直ちにその内容を当社に通知するとともに，利用者の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し，当社からの要
請に基づきその結果を当社に報告するものとします。 　３. 利用者の本サービスの利用に関連して，当社が第三者から賠償の請求を受けた場合，利用者は当該請求に基づき当社が支払いを余儀なくされた金額の一
切を（合理的な範囲内の当社の弁護士費用を含む）賠償するものとします。
第１８条（準拠法）
本契約条項に関する準拠法は日本法とします。
第１９条（協議）
本契約条項に定めのない事項及び本契約条項に関する疑義が生じた場合，当事者は誠実に協議するものとします。
第２０条（合意管轄）
本サービスの利用契約及び本契約条項に関して裁判上の争いが生じたときは，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。
第２１条（守秘義務）
１. 利用者は、本契約の締結及び本契約の履行の際に知り得た相手方の秘密情報を第三者に開示・漏洩してはなりません。２. 前項の義務は，本契約の終了後も効力を有するものとします。
以上 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2018.2
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