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      書                  

        場合 最新                           無料 

                                

 著作権     

当電子書籍 著作権法 保護     著作物   

使用 関     以下 点  注意     

 本電子書籍 著作権 作者   株式会社 好     生          

著作権者 書面   事前許可   本     一部    全部        上 公

開                    転売     禁    

 本電子書籍 一部    全部        蓄積手段 印刷物 電子          

        他電子          複製 流用   転載     禁    

 使用許諾契約書 

本契約  本教材         法人 個人 以下 甲     作者 以下 乙     

 間 合意  契約   

本教材 甲 受 取       甲   契約 同意          

第 条 本契約 目的

乙 著作権 有  本教材 含   情報  本契約 基  甲 非独占的 使用  権

利 承諾       

第 条 禁止事項 第三者  公開 禁止 

本教材 含   情報  著作権法    保護       甲 本教材  得 情報  

乙 書面   事前許可 得   出版 講演活動   電子       配信等    

    第三者  公開     禁    

第 条 契約 解除

甲 本契約 違反   乙 判断  場合   乙 使用許諾契約 解除        

       

第 条 損害賠償

甲 本契約 第 条 違反  場合 本契約 解除 関    甲 乙 対  違約金  

  違約件数 販売価格 乗  金額 支払        

http://get.adobe.com/jp/reader/
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         動画投稿手順

                                                               

             電話番号              入力   次           

http://www.youtube.com/?gl=JP
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          入力   次           

                動画                 

      名 確認         作成          
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                動画                 

                選択                     選択    

  動画     説明文 入力     処理 完了            確認   公開  
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   埋 込       動画      任意     選択             

                   任意 記事内 貼 付   動画 埋 込  完了   
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            作成手順

      使   事前           取得    必要      

           持    方 以下                           

   作成       

                                      

     

                           

          使        

以下             

      

                         

   一般      作成            

http://line.me/ja/download
http://entry-at.line.me/
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                   入力                 

              起動  認証番号 入力       
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        名  業種  入力   確認            
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   完了            



Copyright(C)2019 株式会社 好きなことで生きていく.All Rights Reserved.

12

             作成      
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   同意          

                 表示     

以上            作成 完了   
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          利用手順

         

                         

   無料 試              

  画面 下         注意事項 利用規約 同意         入        

     申 込           

http://linestep.jp/lp/01/
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   客様情報 各項目 入力   入力内容 確認            
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      情報入力画面           

     情報 入力   支払 手続  完了            利用登録 完了   
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              作成手順

        

                            

        作成          

   名前   電話番号  入力   次           

http://twitter.com/?lang=ja


Copyright(C)2019 株式会社 好きなことで生きていく.All Rights Reserved.

18

   登録            

  電話番号 認証 行                 
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  電話 届   認証     入力   次           

      時       設定    任意       入力   次           
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   今              

   次           
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   通知 許可          

    許可          
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   日本語表示 切 替                                           

               日本語                                          選択  
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           入力                        

   日本語表示 切 替                                     
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       内容 入力                 

             以上                完了   
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  人気        登録手順

 人気        

                       

   今        参加 新規登録          

   今  人気         参加             

http://blog.with2.net/
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  各項目 入力   入力内容 確認           
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   新規登録            
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   登録             入力                 
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          取得          
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                  選         

今回              選    
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                    内 任意 記事内 貼 付             参加

 完了   
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                作成手順

          

                                

  各項目 入力   登録            

               上        

                       

http://www.instagram.com/?hl=ja
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  登録   携帯電話           桁     届       桁     入力

   実行          
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  以上               作成      
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  続                                                 

       

         使  場合                    

  検索窓           入力                      
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   開          



Copyright(C)2019 株式会社 好きなことで生きていく.All Rights Reserved.

37

                

       登録 行      電話番号          入力                
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        完了              画面 表示     

                    使           


