
 

MAfolova 利用規約 

 

マフォロバ株式会社（以下「当社」といいます。）が提供する「MAfolova」のサービス（以

下、「本サービス」といいます。）は、企業買収における譲受企業と譲渡企業及びフィナンシ

ャル・アドバイザー間の円滑なアプローチに寄与することを目的としています。 

本サービスに利用登録をされる場合には、MAfolova 利用規約（以下「本規約」といいます。）

の内容に同意した上で、利用登録を行ってください。 

 

第 1 条（定義） 

本規約において利用される以下の用語は、各々以下の各号に定める意味を有するもの

とします。 

（1）「企業買収」とは、株式または新株予約権の引受け・譲受け若しくは債権、資産または

事業等の譲受け等を含む取引、資金調達（増資の引受け、社債の引受け、その他資金調達

の方法を問わない。）および業務提携等の全部又は一部を移転する行為を指します。 

（2）「譲受企業」とは、本サービスに登録済みの利用者のうち、企業買収について、企業買

収の対象となる企業の引受けを希望する企業を指します。 

（3）「譲渡企業」とは、本サービスに登録済みの利用者のうち、企業買収の引継ぎを希望し

ている企業を指します。 

（4）「フィナンシャル・アドバイザー等」とは、本サービスに登録済みの利用者のうち、買

い手企業又は売り手企業の依頼を受けて、企業買収の対象となる企業を選定する業務等

を実施している事業者を指します。 

（5）「利用者」とは、第３条で定めるアカウント登録を完了した者で、本条第２号から第４

号までに定める者の総称とします。 

（6）「案件情報」とは、利用者が登録する企業買収に関する情報の総体を指します。 

 

第 2 条（MAfolova について） 

1. 「MAfolova」とは、当社が次条に基づき本サービスに登録した利用者に対して提供する

以下の各号の内容により構成されるサービス（以下「本サービス」といいます。）です。 

（1）譲受企業からフィナンシャル・アドバイザー等への企業買収に関する意向・条件の提

示 

譲受企業は、当社が運営するウェブサイト（以下、「本ウェブサイト」）に企業買収につ

いて、その意向・条件の公開内容・範囲を自ら設定し、当該設定範囲に従い匿名性を維持

しながら公開することで不特定のフィナンシャル・アドバイザー等に企業買収に関する

意向・条件を公開することができます。 

（2）譲受企業の検索 



  フィナンシャル・アドバイザー等は本ウェブサイトから企業買収における売却条件の

提示について、企業買収の対象となる企業の秘匿性を確保しつつ、業種・業態、買収予定

金額などの買収基準から買い手企業を検索することができます。 

（3）フィナンシャル・アドバイザー等から譲受企業への案件情報の提供 

  フィナンシャル・アドバイザー等は、本ウェブサイト上に企業買収の対象となる企業に

関し匿名で登録しつつ、開示する範囲や条件を自ら設定することで、開示すべき範囲内の

買い手企業に対し案件情報を公開することができます。 

（4) 利用者相互のメッセージ交換 

本サービスの利用者は、秘匿性を確保しつつ案件に関する質問・意思確認等を本ウェブ

サイト上の機能を利用して行うことができます。 

（5) 秘密保持契約の締結支援 

譲受企業とフィナンシャル・アドバイザー等は本ウェブサイト上で、当社所定のテンプ

レートもしくは双方のフォーマットによる秘密保持契約の締結をすることができます。

ただし、当社は、譲受企業とフィナンシャル・アドバイザー等による秘密保持契約の締結

を支援するためのプラットフォームを提供するにとどまり、秘密保持契約の締結に向け

た協力義務を負担するものではありません。 

2. 当社は、本サービスに付随して必要と判断するサービスを提供することができます。 

3. 当社が、本サービスを提供することが不適切であると判断した場合、当該利用者に対し、

本サービスのご利用をお断りする場合があります。 

 

第 3 条（アカウント登録及び ID・パスワードの管理） 

1. 本サービスの利用を希望する者は、本規約に同意したうえで、当社の定める一定の情報

（以下、「アカウント情報」といいます。）を当社の定める方法で登録して頂き、登録した

アカウント情報を使用して利用者となり、本サービスを利用することができるものとし

ます。利用者登録時に、本規約に従った本サービスの利用契約が利用者と当社の間に成立

し、利用者は本サービスを当社の定める方法で利用することができるようになります。 

2. 利用者が登録したメールアドレス宛に、当社から、本サービスに関する、新機能、更新

情報その他本サービスの利用に必要又は有益な情報に関する案内のメールを送付するこ

とがあり、利用者はこれに同意するものとします。 

3. 以下の項目はアカウント登録拒否および抹消事由となり、いずれかに該当した場合、当

社の判断でアカウント登録の拒否・抹消を行うことができるものとします。 

（1）本規約に違反するおそれがあると当社が判断した場合、又は違反した場合 

（2）当社に提供された登録事項の全部または一部につき虚偽、誤記または記載漏れがあっ

た場合 

（3）アカウント情報として登録した利用者の商号、名称等が、真実と異なる場合 

（4）過去に当社が提供するサービスの利用の登録を拒否又は抹消された者である場合 



（5）同一利用者による複数のアカウントが確認された場合またはその恐れがあると判断し

た場合 

（7）当社、他の利用者または第三者に損害を生じさせるおそれのある目的または方法で本

サービスを利用しまたは利用しようとした場合 

（8）本サービスを通じて本サービス利用者が閲覧又は取得する情報、コンテンツ、本サー

ビス等の全部又は一部を複製、改変、改ざん、又は逆コンパイル、逆アセンブル等のリ

バースエンジニアリングをした場合 

（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）解散決議、特別清算、破産又は再生、会社更生手続の開始決定があった場合 

（11）6 ヶ月以上本サービスを利用しておらず、当社からの連絡に対して応答がない場合 

（12）本サービスの機能を利用して法令に違反する行為を行い、又はそれを助長する行為を

行った場合 

（13）その他、当社が利用者としての登録及び登録継続を適当でないと判断した場合 

2. 利用者は、本サービスの利用につき、登録事項のうちメールアドレス及びパスワードを、

それぞれ ID およびパスワードとして使用します。 

3. 利用者は、ID およびパスワードの使用ならびに管理について、一切の責任を負うもの

とし、利用者は自己に付与された ID およびパスワードを第三者に使用させ、または譲渡

してはなりません。 

4. パスワードまたはアカウントの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害

の責任は利用者が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。 

 

第 4 条（利用者の責任） 

1. 利用者は、本規約に同意し、自らの責任にもとづき本サービスを利用するものとし、本

サービスの利用に関する一切の責任を負うものとします。 

2. 利用者は、当社に対し、案件情報を不備・齟齬のないよう正確に提供するものとします。

利用者が提供した案件情報が正確でなかった場合等、利用者が当社に対して提供した情

報内容に起因して、他の利用者、その他の第三者との間で紛争等が生じた場合には、当該

利用者自身の責任においてこれに対処するものとし、当社に一切の損害及び迷惑をかけ

ないものとします。 

 

第 5 条（著作権等） 

1. 本サービスのコンテンツに関する著作権その他の知的財産権は全て当社に帰属してい

ます。当社は利用者に対し、本サービスを本規約に従って利用するために必要な限度で、

コンテンツを利用することを許諾します。 

2. 利用者は、自らが提供した案件情報について、当該案件情報を提示することについての

適法な権利を有していること、および案件情報が第三者の権利を侵害していないことに



ついて、当社に対し表明し、保証するものとします。 

第 6 条（商標） 

本ウェブサイトに掲載される商標およびロゴマーク等に関する権利は、当社または

個々の権利者に帰属し、商標法、不正競争防止法等により保護されています。利用者が上

記権利の利用を希望する場合、事前に当社に連絡し、当社の許諾を得た上で利用できるも

のとします。 

 

第 7 条（禁止事項等） 

1. 利用者は、本サービスの利用に際し、以下各号の行為を行ってはならないものとします。 

（1) 本サービスを目的外利用する行為 

（2）虚偽または不正確な情報を提供する行為 

（3）個人や団体を誹謗、中傷、脅迫し、またはそのおそれのある行為 

（4）著作権、商標権、その他の知的財産権を含む他人の権利を侵害し、またはそのおそれ

のある行為 

（5）本サービスを通じて入手した情報を、複製、販売、出版その他方法の如何を問わず、

私的利用の範囲を超えて利用し、または第三者に開示、提供する行為 

（6）本サービスを通じて入手した情報を利用して、当社もしくは第三者に対して金銭等を

要求し、または不利益もしくは損害を与える行為 

（7）手段の如何を問わず本サービスの円滑な運営を妨げる行為 

（8）当社および他の利用者の信用または名誉を毀損する行為、もしくはそれらのおそれの

ある行為 

（9）当社が定める一定のデータ容量以上のデータを本サービス上で送信する行為 

（10）本サービスを通じて本サービス利用者が閲覧又は取得する情報、コンテンツ、本サー

ビス等の全部又は一部を複製、改変、改ざん、又は逆コンパイル、逆アセンブル等のリバ

ースエンジニアリングをした場合 

（11）犯罪行為、または法令に反する行為等公序良俗に反する行為、もしくはそれらのおそ

れのある行為 

（12）反社会的勢力等に関連する組織に属する行為、反社会的勢力に利益を与え、または利

用する等不適切な関係を持つ行為、もしくはそれらのおそれのある行為 

（13）その他各号に準じる事由で当社が不適切と判断する行為 

2. 当社は、利用者が前項に違反した場合、自己の判断により、利用者に対する事前の告知

なく、利用者の登録事項及び利用者が作成・提出した案件情報のデータを本ウェブサイト

から削除する等当社が適切であると判断する一切の対応を行い、利用者はこれに同意し

ます。 

3. 当社は、当社が任意の理由に基づきやむを得ないと判断した場合には、利用者に対する

事前の告知なく、利用者の登録事項及び利用者が作成・提出した案件情報のデータを本ウ



ェブサイトから削除する等の対応を行うことがあり、利用者はこれに同意します。 

4. 第 2 項又は第 3 項に関する措置を実施する前提として、当社は利用者の登録情報及び

案件情報を運営上の必要に応じて適宜閲覧することができます。 

5. 利用者は、前 3 項による当社の登録事項及び案件のデータの本ウェブサイトからの削

除、閲覧等一切の対応について、当社に対し異議を述べないものとします。 

 

第 8 条（サービスの休止・終了等） 

1. 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、又は該当するおそれがあると当社が判

断するときは、本サービスの提供を休止することができます。本サービスの提供を休止し

た場合に、利用者が被った損害について当社は賠償の責任を負わないものとします。 

(1) 当社のサーバーやソフトウェア等電気通信設備の保守、点検、修理、データ更新の必

要があるとき 

(2) 設備の故障等やむを得ない事情があるとき 

(3) 電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災その他の非常事態が発生し、もしくはそ

のおそれがあり、公共の利益の為に緊急を要する通信を優先させる必要があるとき 

(4) 電気通信事業者等が、電気通信サービスを中断したとき 

(5) 利用者の行為が当社の電気通信設備に支障を及ぼし、又はそのおそれがあり、その結

果、当社の業務遂行に支障が生じると当社が認めたとき 

2. 当社は、利用者において以下各号のいずれかに該当する事由が発生したと判断した場合、

当該利用者に対して、何らの催告を要することなく、本サービスの提供を終了することが

できるものとします。 

（1）利用者が本規約に定める事項に違反した場合 

（2）当社において、当社と利用者との信頼関係を維持できないと判断した場合 

3. 当社は、前各項に掲げる場合の他、当社が必要と判断する場合には、利用者へ相当の周

知期間をもって通知のうえ、本サービスの提供の全部又は一部をいつでも休止し、または

終了することができます。 

 

第 9 条（当社の責任） 

1. 当社は、当社の故意又は重過失による場合を除き、利用者が本サービスへ登録し、また

は本サービスを利用したこと、本サービスの提供の休止又は終了若しくは変更、案件情報

の削除、利用者登録の抹消、機器の故障若しくは損傷、その他本サービスの利用に関して

利用者に生じた精神的、財産的損害につき、何らの責任も負わないものとします。 

2. 当社は、情報取扱業務において通常講ずべき合理的なウィルス対策では防止できないウ

ィルス被害、その他当社の責に帰すべき事由によらない火災、停電、天災地変その他の不

可抗力により、本サービスの提供に支障が生じ、または本サービスの提供が困難となった

場合、これによって利用者に生じた損害につき何らの責任も負わないものとします。 



3. 当社は、利用者に提供する情報のうち、案件情報等の第三者に関する情報、その他第三

者より提供される情報内容の正確性につき保証するものではありません。 

4. 当社は本サイトにエラーその他の不具合がないこと、サーバー等にウィルスその他の有

害な要素が含まれていないこと、その他本サービス提供のためのインフラ、システム等に

瑕疵がないこと等につき完全性を保証するものではありません。 

5. 当社は、本サービス上での利用者の活動を管理するものではなく、本サービスを利用し

た利用者間における情報交換は自己責任で行っていただくものとし、本サービスにおい

て利用者が発信または共有する情報及びそれらに起因する利用者間のトラブルについて、

一切責任を負わないものとします。 

 

第 10 条（個人情報の取扱） 

別途「プライバシーポリシー」に定めるものとし、当社は、これに基づき利用者の個人

情報を適切に収集、利用、管理、および保管し、または第三者への提供を行います。 

なお、個人情報とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、メールア

ドレスその他の記述および資料によって当該個人を識別できるもの、また、当該情報のみ

では識別できないが、他の情報と容易に照合することにより、当該個人を識別できるもの

若しくは個人情報保護法が定める個人識別符号が含まれる情報をいいます。 

 

第 11 条（統計データ、属性情報等の取扱） 

当社は、利用者の登録・抹消の前後を問わず、本サービス上で利用者が登録した利用者

に関する情報、本サービスの利用履歴（ページビュー、使用履歴、利用者相互の情報の送

受信等を含みますが、これらに限られません。）を、識別・特定できないように加工した

後、集計および分析した統計データ、属性情報等を作成し、これらを何らの制限なく利用

することができるものとし、利用者はこれをあらかじめ承諾します。 

 

第 12 条（情報の保管期間） 

1. 当社は、本サービスを提供するために必要な期間が経過したと判断した場合、当社が保

有するサーバー上に蓄積されている、当社または利用者とのやり取りに関する情報、およ

び利用者の登録情報等を、抹消することがあります。抹消後はこれを復元することはでき

ません。 

2. 利用者は、前項の事情を踏まえ、自らに不利益もしくは損害が発生しないために必要な

措置を、自己の責任と費用負担において講じるものとします。 

 

第 13 条(本サービスの利用料) 

1. 譲受企業が、MAfolova を介して出会ったフィナンシャル・アドバイザーを通じて、ま

たは本サービスを通じて、企業買収に関する案件情報を受領し、当該案件情報に基づき



企業買収が成立した場合、当該譲受企業は当社に対し、本サービスの利用料として企業

買収の総額※１の 1.5％に相当する金額、金 100 万円又はフィナンシャル・アドバイザ

ー等に支払った手数料の８分の１のいずれか高い金額を第 14条第 1項に定める報告期

日から１ヶ月以内に支払う（支払期限とする）ものとします。 

本サービス利用開始後に利用者が本サービスを通じる事なくフィナンシャル・アドバイ

ザー等から紹介された場合であっても１件目の成約の場合は上記と同等の利用料を支払

うものとします。 

2. 譲受企業の子会社、親会社もしくは関連会社、またはその他買い手企業が関与する第

三者の間で当該契約に基づく企業買収が成立された場合、譲受企業が当社に対し、前項

に定める金員を支払うものとします 

3. フィナンシャル・アドバイザー等が企業買収に関する案件情報を提供し、当該案件情

報に基づき企業買収が成立した場合（前項に定める場合も含む。）、当該フィナンシャ

ル・アドバイザー等は当社に対し、本サービスの利用料として仲介料の 10％に相当する

金員を支払うものとします。 

4. 第 1 項、第 2 項又は前項に定める企業買収が成立した後、利用者の責めに帰すべき事

由なく、企業買収が完了しなかった場合、当該企業買収に関して受領した利用料を返金

するものとします。 

5. 第 3 項に定める利用料については、フィナンシャル・アドバイザー等が企業買収の実

施について企業買収の成立後 1 か月以内に当社へ報告した場合には、これを免除するも

のとします。 

6.  第 1 項から第 3 項に定める企業買収が成立した後、当該利用者が本サービス利用料の

支払いを遅延した場合には、本サービス利用料に対する第１項に定める支払期限の翌日

から年 14.6％の割合による遅延損害金を加算して当社に支払うものとします。 

 

第 14 条(報告義務) 

1. 利用者が、本サービスを通じて企業買収に関する情報を交換し、株式譲渡、事業譲渡、

出資等の対象案件に係る何らかの取引の成立を示す契約を締結した場合、当該利用者は

当社に対して 10営業日以内にその事実の報告と企業買収の総額がわかる資料を報告しな

ければなりません。締結日から１か月経過しても報告がない場合は重過失あるものとみ

なします。 

2. 利用者が、前項の報告義務を怠った場合や虚偽の報告をした場合、当該利用者は当社に

対し、前条第 1 項に定める支払期限までに違約金として前条の利用料の 3 倍に相当する

金員を支払わなければなりません。違約金の支払いを遅延した場合には、当該違約金に対

する支払期限の翌日から年 14.6％の割合による遅延損害金を加算して当社に支払うもの

とします。 



 

第 15 条（秘密保持） 

1. 利用者は、本サービスに関連して当社が利用者に対して開示した機密情報（本サービス

に関する情報・仕組・ノウハウ・プログラムソース等）について、当社の事前の書面によ

る承諾がある場合を除き、秘密に取り扱うものとし、第三者に対して開示し又は本サービ

スの利用の目的の達成以外の目的で利用しないものとします。 

2. 利用者は、案件情報について、利用者以外の第三者に対して開示しないものとします。 

 

 

第 16 条（損害賠償） 

利用者が、本規約に違反し、または本サービスの利用に際し、当社、他の利用者もしく

は第三者に対して損害を与えた場合、利用者は直接・間接を問わず、一切の損害を賠償す

るものとします。 

 

第 17 条（協議事項） 

本規約の解釈に疑義が生じた場合、または本規約に定めのない事項については、当社と

利用者は、誠意をもって協議の上これを解決するものとします。 

 

第 18 条（規約の変更） 

1. 当社は、本規約の変更につき、利用者に事前に通知する（本ウェブサイト内において通

知又は公表した場合を含む）ことで変更することができます。 

2. 前項の変更通知から 2 週間経過した後、利用者が本サービスを継続利用した場合、利用

者は通知日まで遡及して変更後の規約を承認したものとみなします。 

3. 利用者が本規約の変更に同意しない場合は、直ちに利用を停止するものとします。 

 

第 19 条（分離可能性） 

1. 本規約のいずれかの条項が無効または違法となったときは、その無効または違法は、い

かなる意味でも本契約の他の条項に影響せず、有効性を損なわず、無効にしないものとし、

本契約の他の条項は全て有効とする。 

2. 本規約の条項が無効となる余地がある場合には、法律で認められる最大限の範囲にて有

効となるものとする。 

 

第 20 条（管轄裁判所） 

  本サービスおよび本規約に関する一切の紛争、請求等については、訴額に応じて、東京

地方裁判所又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 21 条（お問い合わせ連絡先） 

本規約に関するお問い合わせについては、下記までご連絡ください。 

本サービスに関するお問い合わせ 

 MAfolova 事務局  

 info@mafolova.biz 

 

※１ 

【企業買収の総額】とは以下を意味します。 

株式譲渡/事業譲渡/資産譲渡/権利譲渡/出資持分/地位譲渡⇒譲渡価額の総額 

会社分割⇒分割対価の総額 

株式、新株予約権又は新株予約権付き社債⇒発行価額の総額 

社債発行⇒発行価額の総額 

株式、新株予約権又は新株予約権付社債の譲渡⇒譲渡価額の総額 

新株発行（増資）⇒発行価額の総額 

合併、株式移転、株式交換⇒対価の時価総額 

合弁会社設立、共同出資⇒出資総額（現物出資の評価額も含む） 

融資⇒貸付金額の総額 

上記以外の取引（資本/業務提携、販売代理、共同研究開発、業務委託）⇒当該取引の対

価の総額 

 

※企業買収の総額には本取引として発生する退職慰労金、貸付け、貸付金の減免、借入金

の返済その他名目の如何を問わず支払った又は減免した金額の合計額も含む 

 

以上 

2018 年 04 月 18 日   制定・施行 

2019 年 04 月 08 日   改定 

2020 年 12 月 24 日   改定 

2023 年 02 月 01 日   改定 
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