
XR City 利用規約 

  

株式会社NTT コノキュー（以下「当社」といいます。）は、この「XR City 利用規約」（以

下「本規約」といいます。）を定め、これにより「XR City」（名称が変更された場合は変更

後のものとし、以下「本アプリ」といいます。）を提供します。 

なお、アプリストア上での本アプリの配信は株式会社NTT ドコモにより行うものとします

が、本アプリの利用契約は当社と契約者（第２条第２号で定めるとおりとします。）との間

で成立し、株式会社NTT ドコモは契約者に対して本アプリの提供に関する責任を負いませ

ん。 

  

第 1条   （規約の適用） 

1. 本規約は、本アプリの利用に関する当社との間の一切の関係に適用されます。本規約の

内容に同意しない場合、本アプリを利用することはできません。 

2. 本規約の内容と、本アプリ情報サイト（第 2条第 6 号に定めるとおりとします。）その

他の本規約外における本アプリの説明等とが異なる場合、本規約の規定が優先して適

用されるものとします。 

  

第 2条   （用語の定義） 

本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。 

① 利用契約：当社から本アプリの提供を受けるための本規約に基づく契約をいいます。 

② 契約者：当社との間で利用契約を締結している者をいいます。 

③ 本コンテンツ：本アプリを通じて契約者に提供される AR コンテンツその他のコンテン

ツ及び情報等をいいます。 

④ 有料コンテンツ：有料で提供される本コンテンツをいいます。 

⑤ 本サーバ：当社が本アプリを提供するために設置する電子計算機（サーバ）をいいます。 

⑥ 本アプリ情報サイト：本アプリに関する情報を掲載した当社のインターネットウェブ

サイト＜https://xrcity.docomo.ne.jp＞（当該URL配下のインターネットウェブサイト

を含み、当社がこの URL を変更した場合は、変更後の URL とします。）をいいます。

なお、本規約において本アプリ情報サイト上に定めることとしている条件については、

本アプリ情報サイト上の定め（本アプリ情報サイト上の定めが変更された場合は変更

後のものとします。）も、本規約の一部を構成し、本規約の内容に含まれるものとしま

す。 

⑦ 対応端末：本アプリを利用することができる端末として、当社が別途本アプリ情報サイ

ト上で指定する端末をいいます。 

⑧ d アカウント：株式会社 NTT ドコモが定める「d アカウント規約」又は「ビジネス d

アカウント規約」（以下総称して「d アカウント規約」といいます。）に基づき発行され



たドコモ回線 dアカウントの ID及びパスワード若しくはキャリアフリーdアカウント

の ID 及びパスワード又はドコモ回線ビジネス d アカウントの ID 及びパスワード若し

くはキャリアフリービジネス dアカウントの ID及びパスワードをいいます。 

⑨ ドコモ回線ｄアカウント：d アカウント規約に基づき発行されたドコモ回線 d アカウン

トの ID 及びパスワード又はドコモ回線ビジネス d アカウントの ID 及びパスワードを

いいます。 

⑩ キャリアフリーｄアカウント：d アカウント規約に基づき発行されたキャリアフリーd

アカウントの ID 及びパスワード又はキャリアフリービジネス d アカウントの ID 及び

パスワードをいいます。 

  

第 3条   （本アプリの機能等） 

1. 本アプリは、次の各号に掲げる機能（以下「本機能」といいます。）を提供するアプリ

ケーションソフトウェアであり、その詳細は、本アプリ上で定めるとおりとします。な

お、対応端末の種別、本アプリのバージョン等によっては、利用できる機能に制限があ

る場合があります。 

① コンテンツ表示機能：対応端末のカメラを通じて本コンテンツを表示します。 

② コンテンツ撮影機能：本コンテンツの写真及び動画を撮影できます。 

③ コンテンツ検索機能：契約者が入力した文字を含む本コンテンツの一覧を表示し

ます。 

④ マップ機能：本コンテンツの提供場所を表示します。 

⑤ コンテンツ共有機能：本コンテンツを他の契約者と同期して体験することができ

ます。 

⑥ クーポン機能：①の機能提供時に、クーポンの配信を行う場合があります。クーポ

ンの利用条件等は、各クーポンの注意事項に記載します。 

⑦ コンテンツもちかえり機能：場所を問わずに表示することが可能な本コンテンツ

を入手することができます。 

⑧ 混雑状況予測機能：過去の一定期間における本コンテンツの表示頻度を元に現在

の混雑状況を予測し、表示します。 

2. 当社は、本アプリ、本コンテンツ及び本機能について、契約者の特定の利用目的への適

合性、利用結果の完全性、有用性、的確性、信頼性、即時性等について何ら保証するも

のではなく、これらに関連して契約者に損害が生じたとしても責任を負いません。 

3. 本アプリの利用には、対応端末が必要となります。 

4. 当社が本アプリ情報サイトにおいて指定する機能の利用には、ｄアカウントによるロ

グインが必要となります。ログインに利用したｄアカウントが失効した場合（ログイン

に利用したドコモ回線ｄアカウントがキャリアフリーｄアカウントに移行した場合、

及び、ログインに利用したキャリアフリーｄアカウントがドコモ回線ｄアカウントに



移行した場合を除きます。）、契約者が本アプリ上で登録した情報及び有料コンテンツ

の購入履歴その他の当該契約者による本アプリの利用に関係する情報（以下「登録情報」

といいます。）はすべて削除され、当該契約者が別のｄアカウントによるログインを行

ったとしても、登録情報は復元されません。その場合、購入いただいた有料コンテンツ

も利用できなくなります。 

5. d アカウントの取扱いに関する条件は、d アカウント規約に定めるところによります。

契約者は、dアカウントが他人に知られないように自己の責任において十分注意して管

理しなければなりません。 

6. 本アプリの利用可能地域は日本国内とします。当社は、契約者による本アプリの利用は、

全て日本国内で行われたものとみなして取り扱います。 

 

第 4条   （利用契約の成立） 

利用契約は、本アプリ画面上で、本規約に同意して本アプリの利用を開始する操作を行った

時点で、当社との間に成立し、その効力を生じるものとします。なお、未成年者又は利用契

約の締結にその保佐人若しくはその補助人の同意を要する旨の家庭裁判所の審判を受けて

いる被保佐人若しくは被補助人が当社との間で利用契約を締結するにあたっては、それぞ

れ法定代理人（親権者若しくは未成年後見人、保佐人又は補助人をいいます。）の事前の同

意を得るものとします。 

 

第 5条   （知的財産権等） 

本アプリ及び本コンテンツに係る著作権等の知的財産権その他一切の権利は、当社又は第

三者に帰属します。利用契約の締結は、契約者に対してこれらに関する何らの権利を移転す

るものではなく、契約者は、利用契約に基づく本機能の利用に必要な範囲又は当社が別途認

めた範囲に限って、本アプリ及び本コンテンツを使用又は利用することができるものとし

ます。 

 

第 6条   （禁止事項） 

契約者は、本アプリの利用にあたって次の各号に該当する行為を行ってはならないものと

します。 

① 当社若しくは第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的財産権、

プライバシーその他の権利若しくは利益を侵害する行為、又はそれらのおそれのある

行為（立入りが許されていない住居、邸宅、建造物、敷地等に立ち入る行為を含みます。） 

② 公序良俗に反する行為若しくは公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為、又は

それらのおそれのある行為 

③ 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為若しくは法令に違反する行為、又はそれらのお

それのある行為 



④ 事実に反する情報又はそのおそれのある情報を提供する行為 

⑤ 当社若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為、又はそれらのおそれのある

行為 

⑥ 本サーバその他の当社の設備に対して過度な負担を与える行為、当社による 本アプリ

の提供を不能にする行為その他当社による本アプリの提供に支障を与え若しくはその

運営を妨げる行為、又はそれらのおそれのある行為 

⑦ コンピュータウイルス等有害なプログラムを、本アプリを通じて若しくは本アプリに

関連して使用し若しくは提供する行為、又はそれらのおそれのある行為 

⑧ 本アプリ又は本コンテンツについて、複製、公衆送信（自動公衆送信の場合にあっては、

送信可能化を含みます。）、伝達、譲渡、貸与、変形、翻案等の利用を行うなど、本アプ

リ又は本コンテンツを第 5 条（知的財産権等）に定める範囲を超えて使用し又は利用

する行為 

⑨ 本アプリ又は本コンテンツについて、改変若しくは改ざんを行い、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（主に、内容を解析して、人間が読み取り

可能な形に変換することを指します。）を行う行為 

⑩ 本アプリ又は本コンテンツに付されている著作権表示その他の権利表示を除去し又は

変更する行為 

⑪ 当社の定める手順に反する方法で本アプリをインストールし、使用する行為 

⑫ 不正な方法により有料コンテンツ購入代金の支払いを回避する行為その他の不正利用

行為 

⑬ その他当社が合理的な根拠に基づき合理的に不適切と判断する行為 

  

第 7条   （利用料） 

1. 有料コンテンツ購入代金を除き、本アプリの利用料は無料です。 

2. 有料コンテンツ購入代金は、購入前最終画面に表示される金額とします。 

3. 契約者は、有料コンテンツを購入する場合、本アプリ内の有料コンテンツ購入画面に表

示される「注意事項に同意して購入」ボタンを押下し、購入前最終画面において決済の

ための認証を申請することにより、当該有料コンテンツの購入の申込みを行うものと

します。なお、購入代金は、対応端末の種別に応じて、Google LLC が定める Google 

Play における支払方法又は Apple Inc.が定める App Store における支払方法にてお支

払いいただくものとします。 

4. 前項に定める申込みの完了後、Google Play又は App Store における決済が完了したこ

とを示す画面が表示された時点で、当該有料コンテンツの購入に係る契約が契約者と

当社との間に成立し、その効力を生じるとともに、当該契約に係る決済が完了します。 

5. 未成年者又は前項に定める契約の締結にその保佐人若しくはその補助人の同意を要す

る旨の家庭裁判所の審判を受けている被保佐人若しくは被補助人が当社との間で前項



に定める契約を締結するにあたっては、それぞれ法定代理人（親権者若しくは未成年後

見人、保佐人又は補助人）の事前の同意を得るものとします。 

6. 契約者は、第 4 項に定める契約に基づき発生した権利及び義務を、第三者に譲渡、担保

提供その他の処分をすることができないものとします。 

7. 契約者は、第 4 項に定める契約の成立後に、有料コンテンツの購入をキャンセルする

ことができないことを、あらかじめ了承するものとします。 

8. 契約者は、当社が、事前に本アプリ上又は本アプリ情報サイト上で契約者に告知したう

えで、有料コンテンツの配信をキャンセルする場合があることを、あらかじめ了承する

ものとします。 

9. 以下の各号に定める場合、同一の有料コンテンツについて、二重に購入代金の支払いが

発生する場合がありますので、ご注意ください。 

① Apple ID のファミリー共有「承認と購入のリクエスト」をON に設定し、購入承

認待ちの状態で他の手段を用いて同一の有料コンテンツを購入した場合 

② 複数の端末で同一の有料コンテンツの購入手続きを行った場合 

10. 有料コンテンツの購入代金の返金は、対応端末の種別に応じて、Google LLC 又は Ap

ple Inc.により行われます。返金をご希望の場合は、対応端末の種別に応じて、Google

 LLC が定める Google Play における返金ポリシー<https://support.google.com/goog

leplay/answer/2479637?hl=ja>（当該URL配下のインターネットウェブサイトを含み、

Google LLC がこの URL を変更した場合は、変更後の URL とします。）又は Apple I

nc.が定めるApp Storeにおける返金ポリシー<https://www.apple.com/jp/legal/intern

et-services/itunes/jp/terms.html>（当該URL 配下のインターネットウェブサイトを含

み、Apple Inc.がこの URL を変更した場合は、変更後の URL とします。）に従って、

返金手続を行ってください。 

11. 本アプリの利用（本アプリのダウンロード及びバージョンアップを含みます。）に伴い、

別途通信料が生じる場合があります。 

 

第 8条   （個人情報等） 

1. 当社は、本アプリの提供にあたり契約者から取得する情報（本アプリを通じて取得し、

又は蓄積される情報を含みます。）を、当社がパーソナルデータの取扱いに関する方針

として別途定める「NTT コノキュー プライバシーポリシー」＜https://www.nttqono

q.com/privacy/＞（当社がその URL を変更した場合は、変更後の URL とします。）の

ほか、当社が本アプリの提供に関して別途定める「アプリケーション・プライバシーポ

リシー」に従って取り扱います。 

2. 前項に定める他、本アプリでは、マップ機能の提供に際しての端末位置特定のため、

GPS 位置情報を取得し、Mapbox, Inc.に提供します。Mapbox, Inc.は、当該 GPS位置

情報を Mapbox, Inc.が有するマップデータと突合し、当該突合結果を当社に送信しま

https://www.nttqonoq.com/privacy/
https://www.nttqonoq.com/privacy/


す。なお、当該 GPS 位置情報は、数メートル程度の精度で、マップ機能の利用中に限

り、毎秒単位で取得します。また、当該 GPS位置情報は、マップ機能の利用後、速や

かに廃棄されます。Mapbox, Inc.における情報の取扱いについては、Mapbox, Inc.が別

途定める「プライバシーポリシー」＜https://www.mapbox.jp/legal/privacy＞（Mapbox, 

Inc.がそのURLを変更した場合は、変更後の URLとします。）をご参照ください。 

3. 前二項に定める他、本アプリでは、コンテンツ表示機能の提供に際しての端末位置特定

のため、カメラで撮影された場所の空間スキャンデータを取得し、Google LLC 及びそ

の完全子会社に提供します。Google LLC 及びその完全子会社は、当該空間スキャンデ

ータを Google LLC 及びその完全子会社が有するマップデータと突合し、契約者の位

置情報を推定し、当該推定位置情報を当社に送信します。なお、当該推定位置情報は、

１メートル程度の精度で、本コンテンツの表示中に限り、毎秒単位で取得します。また、

当該推定位置情報は、本コンテンツの表示終了後、速やかに廃棄されます。Google LLC

における情報の取扱いについては、Google LLCが別途定める「プライバシーポリシー」

＜https://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/＞（Google LLC がその URL を変

更した場合は、変更後のURLとします。）をご参照ください。 

4. 前三項に定める他、当社は、以下の情報を掛け合わせ、統計処理を行ったうえで、当該

統計情報を第三者に提供する場合があります。第三者は、当該統計情報を商品開発やマ

ーケティング施策等に利用します。 

① 契約者のｄアカウントに紐づく情報 

② 契約者が本アプリ上で入力・登録した情報 

③ 契約者による本アプリ上の閲覧・利用履歴 

 

第 9条   （提供中断） 

1. 当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、本機能の全部又は一

部の提供を中断することがあります。 

① 気象状況や周辺環境の変化、天災地変等の不可抗力により本機能が提供できなく

なったとき。 

② 本サーバその他本機能に関する機器、設備等の保守、工事等を実施する必要がある

とき。 

③ 本サーバその他本機能に関する機器、設備等に故障、障害等が発生したとき。 

④ 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に

必要な通信その他公共のために必要があるとき。 

⑤ 当社の運用上又は技術上、本機能の全部又は一部の提供を中断する必要があると

き。 

2. 当社は、前項に基づく本機能の全部又は一部の提供の中断を計画している場合は、その

旨を本アプリ情報サイト上に掲載する方法により契約者に周知するものとします。但



し、緊急やむを得ない場合は当該周知を行わないことがあります。 

3. 当社は、第 1 項の定めに基づき本機能の提供を中断した場合であっても、当該提供中

断により契約者に生じた損害について、責任を負いません。但し、当社の故意又は過失

による損害については、この限りではありません。 

  

第 10 条 （本機能等の変更・追加・廃止） 

1. 当社は、当社の都合によりいつでも、本アプリ、本コンテンツ又は本機能の全部又は一

部を変更し、追加し又は廃止することができるものとします（本コンテンツを表示可能

な期間の変更等を含みますが、これに限られません。）。なお、本機能の全部が廃止され

た場合は、利用契約は終了するものとします。 

2. 前項による本アプリ、本コンテンツ又は本機能の全部又は一部の変更、追加又は廃止が

契約者に重大な影響を及ぼすと当社が判断した場合は、当社は、あらかじめその変更、

追加又は廃止の内容について、契約者に対して周知し、又は通知するものとします。但

し、緊急やむを得ないときは当該周知又は通知を行わない場合があります。 

3. 当社は、第 1項により本アプリ、本コンテンツ又は本機能の全部又は一部を変更し、追

加し、又は廃止した場合において、契約者に損害が生じたとしても、責任を負いません。

但し、当社の故意又は過失による損害については、この限りではありません。 

  

第 11 条 （契約者による利用契約の解約） 

契約者が、自己の占有下又は管理下にある全ての本アプリを再生不能な形で消去した場合

又は本アプリがインストールされた対応端末が契約者の占有下又は管理下にない状態とな

った場合、利用契約は解約されたものとします。 

 

第 12 条（提供停止等） 

1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が合理的な根拠に基づき合理

的に判断したときは、事前の通知を行うことなく、当該契約者に対する本アプリ、本コ

ンテンツ又は本機能の全部又は一部の提供を停止することができるものとします。 

① 第 6条（禁止事項）その他本規約に違反したとき。 

② 他の契約者による本機能の利用に支障を与える又はそのおそれのある行為を行った

とき。 

③ その他当社の業務の遂行に支障を与える又はそのおそれのある行為を行ったとき。 

2. 当社は、契約者に対し、前項の措置に替えて、又は前項の措置とともに、期限を定めて

前項各号に定める事由を解消することを求めることができるものとします。但し、本項

の定めは、当社が次条（当社が行う利用契約の解除）に基づき利用契約を解除すること

を妨げるものではありません。 

 



第 13 条（当社が行う利用契約の解除） 

当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると、当社が合理的な根拠に基づき合理的に

判断したときは、契約者に対し何らの催告を行うことなく、利用契約を直ちに解除し、被っ

た損害の賠償を請求することができるものとします。 

① 前条（提供停止等）第 1 項各号に定める事由のいずれかに該当するとして、本アプリ、

本コンテンツ若しくは本機能の全部若しくは一部の提供が停止された場合において、

当該事由が当社の業務に支障を及ぼすおそれがあるとき、又は当社が指定する期限ま

でに当該停止の原因となった事由を解消しないとき。 

② 第 6条（禁止事項）に違反したとき。 

③ 本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。 

④ 当社に重大な危害若しくは損害を及ぼしたとき、又はそのおそれがあるとき。 

⑤ その他本アプリ、本コンテンツ又は本機能の提供を継続できないと認められる相当の

事由があるとき。 

  

第 14 条 （利用契約終了時の措置等） 

1. 利用契約が終了した場合、契約者は本アプリを利用することはできません。この場合に

おいて、契約者が本アプリをインストールした対応端末を有するときは、契約者は、速

やかに、自己の占有又は管理下にある全ての本アプリを再生不能な方法で消去するも

のとします。 

2. 利用契約の終了にかかわらず、第 3 条（本アプリの機能等）第 2 項、第 8 条（個人情

報等）、第 9 条（提供中断）第 3 項、第 10条（本機能等の変更・追加・廃止）第 3 項、

本条、次条（保証の否認及び免責）、第 17 条（損害賠償の制限）、第 19 条 （反社会的

勢力の排除）、第 22 条（権利の譲渡等）、第 23 条（合意管轄）及び第 24 条（準拠法）

の定めは、なお有効に存続するものとします。 

 

第 15 条 （保証の否認及び免責） 

1. 当社は、本アプリに利用契約に定める内容に適合しない点（以下「契約不適合」といい

ます。）が発見された場合で、当該契約不適合の修補が必要であると認めたときは、契

約不適合のない本アプリを提供し、又は当該本アプリの契約不適合を修補するよう努

めますが、その実現を保証するものではありません。 

2. 本アプリの契約不適合によって、契約者が損害を被ったとしても、当社はその責任を負

いません。但し、当社の故意又は過失による損害については、この限りではありません。 

3. 当社は、契約者と他の契約者又は契約者と第三者との間の紛争等に関与しません。紛争

等が生じた場合、契約者が自己の責任によって解決するものとし、当社はその責任を負

いません。 

4. 本コンテンツには、当社が所有又は管理しない第三者のインターネットウェブサイト



又はアプリケーションソフトウェア等（以下総称して「第三者サービス」といいます。）

へのリンクを含むことがあります。契約者が、第三者サービスへのリンクを経由して、

当該第三者サービスを利用する場合、当該第三者の定める利用規約及びプライバシー

ポリシーに従い、自らの責任と費用でこれを利用するものとします。第三者サービス及

び契約者による第三者サービスの利用について、当社は責任を負いません。 

 

第 16 条 （本アプリのバージョンアップ等） 

1. 第 10 条（本機能等の変更・追加・廃止）又は前条の場合、本アプリの再ダウンロード

又はバージョンアップが必要となることがあります。 

2. 前項に基づき本アプリのバージョンアップを行う場合、当該バージョンアップが完了

するまでの間、本機能の全部又は一部を利用できないことがあります。 

  

第 17 条 （損害賠償の制限） 

1. 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社が契約者に対して負

う責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害（逸失利益を除きます。）に限られるものと

し、かつ、300円を上限とします。 

2. 当社の故意又は重大な過失により契約者に損害を与えた場合は、前項その他本規約上

の当社の免責の定めは適用しません。 

  

第 18 条 （輸出入関連法規類の遵守） 

契約者は、本アプリを日本国外に持ち出す場合など、日本国又は諸外国の輸出入に関連する

法令等（以下「輸出入関連法規類」といいます。）の適用を受ける場合には、当該輸出入関

連法規類を遵守するものとします。 

  

第 19 条 （反社会的勢力の排除） 

1. 契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても

該当しないことを表明し、保証するものとします。 

① 自ら（法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます。）が、暴力団、暴力

団員、暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団

関係企業、総会屋、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

準じる者（以下総称して「暴力団員等」といいます。）であること。 

② 契約者が法人その他の団体の場合にあっては、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。 

③ 自ら若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

って取引を行うなど、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 契約者が法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員又は自らの経営に実質

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. 契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行

わないことを保証するものとします。 

① 暴力的な要求行為 

② 法的な責任を超えた不当な要求行為 

③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

④ 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務

を妨害する行為 

⑤ その他前各号に準ずる行為 

 

第 20 条 （規約の変更） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約者へ当社が適切と判断した方法にて公

表又は通知することにより、本規約を変更することができるものとし、変更日以降はこれら

が適用されるものとします。 

① 本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合するとき。 

② 本規約の変更が、利用契約の目的に反せず、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。 

  

第 21 条（通知） 

1. 当社は、本アプリに関する契約者への通知を、次に掲げる方法により行うことができる

ものとします。  

① 契約者の d アカウントにおいて ID として利用されているメールアドレス又は予備メ

ールアドレスとして登録されているメールアドレスへの電子メールによる通知 

② その他当社が適当と判断した方法による通知 

2. 前項各号の方法による契約者への通知は、当社が特に指定する場合を除き、当社が前項

に定める通知を発した日になされたものとみなします。 

3. 当社は、第 1 項各号の他、本アプリ情報サイトへの掲載をもって契約者への通知に代

えることができるものとします。この場合、掲載した日をもって当該通知が契約者に対

してなされたものとみなします。 

 

第 22 条 （権利の譲渡等） 

1. 契約者は、利用契約に基づき当社に対して有する権利又は当社に対して負う義務の全

部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。 

2. 当社は、本アプリにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い、利用



契約上の地位、利用契約に基づき契約者に対して有する権利及び契約者に対して負う

義務並びに契約者の登録事項その他の顧客情報を、当該事業譲渡の譲受人に譲渡する

ことができるものとし、契約者は、当該譲渡につき本項において予め同意したものとし

ます。なお、本項に定める事業譲渡には、会社法上の事業譲渡のみならず、会社分割そ

の他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。 

  

第 23 条 （合意管轄） 

契約者と当社との間で利用契約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所又

は契約者の住所地の地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

  

第 24 条 （準拠法） 

利用契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。 

  

附則（2022年 7月 13日） 

本規約は、2022 年 7 月 13 日から実施します。 


