
JRA-VAN利用規約 

 

第 1条 （目的） 

 JRA-VAN利用規約（以下、「本規約」といいます。）は、JRAシステムサービス株式会社

（以下「当社」といいます。）が運営する JRA-VANインターネットサービス（以下「本サ

ービス」といいます。）の提供条件について定めます。 

2 本規約は、本サービスの利用者（以下「お客様」といいます。）と当社との間の本サービ

ス利用に係わる一切の関係に適用します。 

3 当社が本サービス上で規定する利用上の決まりも本規約の一部を構成するものとし、お

客様はこれを承認するものとします。 

 

第 2条 （サービス提供等） 

 当社は、本サービスにおいて、日本中央競馬会、（公財）ジャパン・スタッドブック・イ

ンターナショナル、（公社）日本軽種馬協会、（株）中央競馬ピーアール・センター等からの

許諾を受けた日本中央競馬会主催の中央競馬に関する情報等を提供します。 

2 当社は、必要に応じて本サービスの内容を事前の告知なく追加し、変更し、または削除す

ることがあります。 

3 当社は、インターネットにより本サービスを提供します。 

4 お客様から本サービスについてのメール等での問い合わせは、日本語によるものとしま

す。 

 

第 3条 （本サービスの中断・停止） 

 当社は、原則として毎月第一火曜日の午前 7 時から午後 3 時まで本サービスを休止しま

す。 

2 当社は、前項によるほか、システムの保守の必要性がある場合や天災地変、通信混雑、通

信障害、計算機障害その他やむを得ない事由が発生した場合には、お客様に事前の連絡をす

ることなく、本サービスを中断することがあります。 

 

第 4条 （第三者の提供するサービスのご利用について） 

 お客様は、本サービスを通じて第三者が提供するサービスを利用できる場合があります。

この場合、第三者が提供するサービスの内容および利用条件等については、第三者が別に定

めるところによります。 

2 お客様が、JRA インターネット投票連携機能を利用いただくときは、ご利用の際の注意

事項をご承知の上、お客様自身の責任で利用するものとし、当該機能に何らかの不具合があ

った場合には、JRA 公式サイトから直接購入するものとします。 

 



第 5条 （本サービスの利用手続き） 

 お客様は、本サービスを利用する場合は所定の手続きを経るものとし、利用を解除する場

合も同様とします。なお、利用解除の手続きがなされない限り本サービスを利用しているも

のとします。 

 

第 6条 （サービス提供地域） 

 当社は、本サービスにおけるサービスの提供地域については、日本国内に限るものとしま

す。 

 

第 7条 （情報の利用範囲） 

 お客様は、本人が自ら個人として私的に使用する以外に、本サービスを通じて入手した一

切の情報等を、複製、改変、翻案、放送、有線送信、インターネット、編集、出版、上映、

演奏、頒布、販売するなどいかなる方法によっても、使用したり公表したりすることができ

ません。 

2 お客様は、第三者をして、本サービスを通じて入手した一切の情報等を、営利を目的とす

るか否かを問わず複製、改変、翻案、放送、有線送信、インターネット、編集、出版、上映、

演奏、頒布、販売するなどいかなる方法によっても、使用させたり、公表させたりすること

はできません。 

3 前 2項にかかわらず、JRA-VAN登録ソフトのソフト紹介を目的とした場合など、当社が

認めた場合はこの限りではありません。 

 

第 8条 （免責） 

 当社は、本サービスの提供ができなかったこと、本サービスによる情報等の提供が遅れた

こと、本サービスにより提供した情報等に誤りがあったこと、その他本サービスの利用によ

り生じたお客様あるいは第三者の損害に対し、いかなる責任も負いません。 

 ただし、当社に故意または重大な過失があった場合には、この限りではありません。 

2 当社は、本サービスにより提供する情報等についていかなる保証もしません。 

3 本サービスで情報等を提供後、変更が生じても、変更があったことあるいは変更後の内容

はお知らせしません。 

4 当社は、本サービスに不具合が発見された場合で、当該不具合の修補が必要であると認め

たときは、不具合のないものを提供し、または当該不具合を修補するものとします。この場

合、お客様には、必要に応じて、当社所定のアプリケーションを再ダウンロードし、または

バージョンアップしていただくことがあります。なお、当該再ダウンロードまたはバージョ

ンアップが完了するまでの間、本サービスを利用できない場合があります。 

5 当社は、JRA インターネット投票連携機能について、一切責任を負いません。また、本

サービスに関する WEB サイトにおいて、第三者の提供するサイトにリンクを設定する場



合がありますが、当該リンク先について一切責任を負いません。 

6 お客様との間の本規約に基づく契約が消費者契約法（平成１２年法律第６１号）第２条第

３項の消費者契約に該当する場合には、当社の債務不履行責任をすべて免除する規定は適

用されないものとします。 

7 前項までの定めにかかわらず、当社が債務不履行または不法行為により損害賠償責任を

負う場合については、当社に故意または重大な過失がある場合を除いて、その損害賠償の範

囲は通常生ずべき損害に限られるものとし、予見の有無にかかわらず、特別の事情によって

生じた損害、逸失利益、弁護士費用は含まないものとします。この場合において、本サービ

スに関して当社がお客様に賠償する金額は、本サービスの１か月分の利用料に相当する金

額を上限とします。 

 

第 9条 （禁止行為および利用停止） 

 お客様は、本サービスを利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。 

（1） 本サービスのシステムあるいはデータを損壊する行為 

（2） 有害なコンピュータプログラム等を送信したり書き込む行為 

（3） 他のお客様あるいは第三者の著作権その他知的財産権を侵害する行為 

（4） 他のお客様あるいは第三者を誹謗中傷したり名誉を傷つける行為 

（5） 他のお客様あるいは第三者の財産、プライバシーを侵害するなど、不利益を与える行

為 

（6） 選挙の事前運動、選挙活動またはこれらに類似する行為、公職選挙法に違反する行為 

（7） 公序良俗に反する内容の文書を書き込んだり図画等を送信する行為 

（8） 当社との契約または当社の事前の許諾が無く、営業活動を行ったり、営利を目的とし

た文書、プログラム、データ等を送信する行為 

（9） 本サービスの運営等当社の業務を妨げるような行為 

（10） 当社との契約または当社の事前の許諾がない第 7条で定める行為 

（11） 法令に違反するまたは違反の恐れのある行為 

（12） その他当社が合理的な理由で不適当と判断する行為 

（13） 理由の如何にかかわらず本サービスのシステムに悪影響を与えるような行為 

（14） 理由の如何にかかわらず他のお客様の利用に著しい不便をあたえるような行為 

2 お客様は、JRA-VAN NEXT 専用ブラウザ（以下「専用ブラウザ」といいます。）を利用

するにあたり、次の行為を行わないものとします。 

（1） 専用ブラウザのリバースエンジニアリング等プログラムロジックを解析する行為 

（2） 専用ブラウザとサーバ間のインターフェースを解析する行為 

（3） 専用ブラウザ以外から JRA-VAN NEXTサーバにアクセスする行為 

（4） 専用ブラウザを複製・改変する行為 

（5） 専用ブラウザにより取得したデータを他のプログラムで利用する行為 



3 お客様は、JRA-VAN Data Lab.サービスにおけるサーバ通信モジュール JV-Link（以下

「JV-Link」といいます。）を利用するにあたり、次の行為を行わないものとします。 

（1） JV-Linkのリバースエンジニアリング等プログラムロジックを解析する行為 

（2） JV-Linkとサーバ間のインターフェースを解析する行為 

（3） JV-Link以外から JRA-VAN Data Lab.サーバにアクセスする行為 

4 お客様は、iPhone向けアプリ （以下「iPhoneアプリ」といいます。）を利用するにあた

り、次の行為を行わないものとします。 

（1） iPhoneアプリのリバースエンジニアリング等プログラムロジックを解析する行為 

（2） iPhoneアプリとサーバ間のインターフェースを解析する行為 

（3） iPhoneアプリ以外から iPhoneアプリ用サーバにアクセスする行為 

（4） iPhoneアプリを複製・改変する行為 

（5） iPhoneアプリにより取得したデータを他のプログラムで利用する行為 

5 お客様は、Android 向けアプリ（以下「Android アプリ」といいます。）を利用するにあ

たり、次の行為を行わないものとします。 

（1） Androidアプリのリバースエンジニアリング等プログラムロジックを解析する行為 

（2） Androidアプリとサーバ間のインターフェースを解析する行為 

（3） Androidアプリ以外から Androidアプリ用サーバにアクセスする行為 

（4） Androidアプリを複製・改変する行為 

（5） Androidアプリにより取得したデータを他のプログラムで利用する行為 

6 お客様は、JRA-VAN TRY（以下「TRY」といいます。）を利用するにあたり、次の行為

を行わないものとします。 

（1） TRYのリバースエンジニアリング等プログラムロジックを解析する行為 

（2） TRYとサーバ間のインターフェースを解析する行為 

（3） TRY以外から TRY用サーバにアクセスする行為 

（4） TRYを複製・改変する行為 

（5） TRYにより取得したデータを他のプログラムで利用する行為 

7 当社は、お客様が第 1 項から第 6 項までの各号のいずれかに該当する行為をなした場合

には、当該お客様へ事前の通告または催告することなく、本サービスの利用を停止すること

ができるものとします。 

 

第 10条 （期限の利益喪失） 

 お客様は、前条第 7 項に該当した場合においては、期限の利益を喪失するとともにその

時点で発生している債務の一切を履行するものとします。 

 

第 11条 （損害賠償） 

 お客様が本サービスを通じて当社に損害を与えた場合、当社はその者に対し、損害賠償の



請求を行うことができるものとします。 

 

第 12条 （情報の消去） 

 当社は、第 9条に掲げる内容に該当すると判断される文書、プログラム、データ、電子メ

ール等を消去することがあります。 

2 当社は、本サービス運営の必要上、一定期間経過あるいは所定の量を越えた場合、本サー

ビスに蓄積された、文書、プログラム、データ、電子メール等を消去することがあります。 

 

第 13条 （情報の移動） 

 当社は、コミュニティ等に登録した文書等を他のコーナー等に移動することがあります。 

 

第 14条 （機器の設置等） 

 お客様は、本サービスを利用するために必要な機器は、自らの費用と責任で設置するもの

とします。 

2 お客様は、本サービスを利用するために必要な接続措置については、自らの費用と責任で

行うものとします。 

 

第 15条 （有料サービス利用料金等と決済手段） 

 お客様は、当社が定める有料サービスを利用する場合には、利用料金その他の債務を負担

するものとします。 

2 お客様は、登録期間中に当社が定める有料サービスへ一度もアクセスまたはログインし

なくても、解約をされない限りは、利用料金その他の債務を支払うものとします。 

3 当社は、既に支払われた利用料金その他の債務については、いかなる場合においても一切

返還しないものとします。 

4 お客様は、前項の利用料金その他債務を、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各

号に定める決済方法のいずれかで支払うものとします。 

（1） クレジットカード決済をご利用の場合・・・クレジットカード決済代行会社（株式会

社 DGフィナンシャルテクノロジー）を通じクレジットカード会社の定める方法 

（2） PayPay銀行（旧：ジャパンネット銀行）株式会社（以下「PayPay銀行（旧：ジャ

パンネット銀行）」といいます。）の口座振替をご利用の場合・・・PayPay銀行（旧：ジャ

パンネット銀行）の口座振替で定める方法 

（3） 楽天銀行株式会社（以下「楽天銀行」といいます。）の口座振替をご利用の場合・・・

楽天銀行の自動引落で定める方法 

（4） コンビニエンスストアでのお支払いの場合・・・振込票発行日から 2週間以内のご入

金、ご入金確認後、サービス開始（キー発行） 

（5）電子マネー決済でのお支払いの場合・・・電子マネー決済代行会社（株式会社 DGフ



ィナンシャルテクノロジー）を通じ電子マネー決済会社の定める方法 

（6） 銀行振込みの場合・・・振込票発行日から 2週間以内のご入金、ご入金確認後、サー

ビス開始（キー発行） 

（7） ゆうちょ銀行 ATM・ゆうちょダイレクトでのお支払いの場合・・・振込票発行日か

ら 2週間以内のご入金、ご入金確認後、サービス開始（キー発行） 

（8) auじぶん銀行の口座振替をご利用の場合・・・auじぶん銀行の自動引落で定める方

法 

（9） Apple IDでのお支払いの場合（iPhoneアプリのみ）・・・アップルジャパン株式会

社および同社のグループ会社（以下総称して「アップル」といいます。）が定める方法。お

客様がアップルへ利用料金その他債務をクレジットカードにより支払うことを申請してい

る場合にはクレジットカード会社より請求されます。 

（10） 株式会社 NTTドコモ（以下「NTTドコモ」といいます。）が提供する spモード決

済をご利用の場合・・・NTT ドコモが定める電気通信サービスに関する契約約款に基づく

情報料の回収に含める方法 

（11） KDDI株式会社（以下「KDDI」といいます。）が提供する auかんたん決済／au PAY

をご利用の場合・・・KDDIが定める電気通信サービスに関する契約約款に基づく情報料の

回収に含める方法 

 

第 16条 （利用手続きに関する個人情報登録について） 

 お客様は、第 5 条に掲げる所定の手続きにおいて次の各号に掲げる個人情報を入力また

は登録することを、同意するものとします。 

（1） 名前 

（2） メールアドレス 

（3） 郵便番号 

（4） 住所 

（5） 電話番号 

（6） 生年月日 

（7） 性別 

（8） クレジットカード決済をご利用の場合・・・クレジットカード会社名 

（9） クレジットカード決済をご利用の場合・・・クレジットカード番号 

（10） PayPay銀行（旧：ジャパンネット銀行）の口座振替をご利用の場合・・・PayPay

銀行（旧：ジャパンネット銀行）の口座番号 

（11） 楽天銀行の自動引落をご利用の場合・・・楽天銀行の口座番号 

2 お客様の個人情報に変更があった場合、原則、本サービスのマイページからお客様自らが

登録内容の変更を行うものとします。 

 



第 17条 （遅延利息） 

 お客様が、第 15条で定める利用料金その他の債務を、支払期日が経過してもなお履行し

ない場合には、お客様は支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に年 14.5%の割合

で計算された金額を延滞利息として、利用料金その他の債務と一括して、当社が指定した期

日および方法により支払うものとします。 

2 お客様は、前項の支払に必要な全ての費用を負担するものとします。 

 

第 18条 （準拠法） 

 本サービス利用契約の成立、効力、履行および解釈に関しては、日本法が適用されるもの

とします。 

 

第 19条 （裁判管轄） 

 お客様と当社との間で紛争が生じた場合、当社の本社所在地を管轄する地方裁判所を唯

一の管轄裁判所と定めます。 

 

第 20条 （本規約の変更） 

 当社は、お客様の承諾を得ることなく本規約を変更することがあります。 

2 当社は、前項の規定により本規約を変更する場合には、変更後の本規約を事前に当社ウェ

ブサイト（URL：https://jra-van.jp/）で告知します。 

3 変更後の本規約の効力発生日以降にお客様が本サービスを利用したときは、お客様は本

規約の変更に合意したものとみなします。 

 

附 則 

    この規約は、令和 3年 4 月 6 日から実施します。 


