
 

 

au メール持ち運び利用規約 

 

第 1 章 総則 

 

第 1 条(適用等) 

１．KDDI 株式会社(以下「KDDI」といいます。)及び沖縄セルラー電話株式会社(以下、KDDI と併せて、

「当社」といいます。)は、au メール持ち運び利用規約(以下「本規約」といいます。)に基づき、「au メール

持ち運び」との名称のサービス(名称変更後のサービスを含み、以下「本サービス」といいます。)及び本サー

ビス利用者向けの Android au メールアプリ（以下「本アプリ」）を提供します。本サービスおよび本アプリ

を利用するにあたっては、本規約にあらかじめ同意の上、これに従って頂く必要があります。 

２．当社は、本サービスおよび本アプリの利用条件について、本規約のほか、必要に応じて、個別にガイドライ

ンや規約等 (以下「個別規約」といいます。)を定める場合があります。その場合、個別規約は本規約と一

体となって本規約の一部を構成するものとします。ただし、個別規約の内容と本規約の内容が矛盾抵触

する場合には、個別規約の内容が本規約の内容に優先するものとします。 

３．当社は、民法の定めに従い、本規約を変更することができます。この場合、本サービスおよび本アプリの提

供条件は変更後の本規約によります。なお、当社は、変更後の本規約及びその効力発生時期を、所定

の Web サイトその他相当な方法で周知するものとし、変更後の本規約は、当該効力発生時期が到来し

た時点で効力を生じるものとします。 

 

第 2 章 au メール持ち運び 

 

第 2 条(利用契約の成立) 

１．本サービスの利用を希望するユーザー(以下「利用希望者」といいます。)は、当社所定の方法で本サービ

スの申込み(以下「本申込」といいます。)を行うものとします。なお、利用希望者が以下事由に該当する

場合、当社は本申込をお断りすることがあります。 

（1） 当社所定ドメインのメールアドレス（以下「対象メールアドレス」といいます。）を保有していない

場合 

（2） au 回線契約に基づき発行された au ID をお持ちでない場合 

（3） au 通信サービス契約に係る債務について利用希望者に債務不履行がある場合 

（4） 当社の au(5G)通信サービス契約約款又は au(LTE)通信サービス契約約款等の au 通信サ

ービス契約又は法令に基づき、au 通信サービスの契約を解除された場合 

（5） au 回線契約を締結していた期間が、別途当社が定める期間に満たない場合 

（6） その他当社の業務遂行に支障が出る場合 

 

２．当社が本申込を承諾した時点で、当社及び利用希望者との間で本サービスの利用に係る契約(以下

「本サービス利用契約」といいます。)が成立するものとします。なお、１つの対象メールアドレスごとに、１つ



 

 

の本サービス利用契約が成立するものとします。 

 

第 3 条(本サービスの提供) 

１．当社は、本サービス利用契約の成立した利用希望者(以下「ユーザー」といいます。)に対して、対象メー

ルアドレスにかかるメールサーバ内のメールボックス（以下「本メールボックス」といいます。）に存在する電子

メールの送受信機能及びその他当社所定のホームページ等で掲示する付加機能を提供します。 

２．本メールボックスに存在する電子メールを閲覧する機能は、当社が提供するまたは、本アプリまたは別途

指定する条件を満たした第三者提供のアプリケーション（以下「第三者提供アプリ」といいます。）で利用

できます。 

３．当社所定のホームページに掲示する特定のフォルダに格納された電子メール、規定件数を超えた電子メ

ールについては消去されるものとします。 

 

第 4 条(ユーザーの情報の変更) 

ユーザーは、本サービスの利用のために当社に提供した情報（au ID 会員情報含む）に変更があった場合、

当社所定の方法により遅滞なく当該変更事項を当社に通知するものとします。 

 

第 5 条(パスワード、ID 等の管理) 

１．au ID、パスワード等（以下「au ID 等」といいます。）を第三者が取得した場合、ユーザーが送受信し

たメッセージ（内容、履歴等を含みますが、これらに限りません）を当該第三者が閲覧できること、当該第

三者がユーザーになりすましてメッセージを送受信できること、並びにユーザー及び通信の相手方の通信の

秘密及びプライバシーが侵害されるおそれがあることを理解した上で、au ID 等を厳重に管理するものとし

ます。 

２．当社は、au ID 等の使用上の過誤や第三者の使用による損害の責任を負いません。 

 

第６条(利用料金等) 

１．ユーザーは、本サービスの料金として、本サービス利用契約ごとに月額 330 円（税込）(以下「本サービ

ス利用料」といいます。)を当社所定の方法により支払うものとします。 

２．ユーザーは、支払い方法の利用にかかる条件を規定した利用規約等当社の定める取り決めに従うものと

します。 

３．ユーザーは、本サービス利用料を、本サービス利用契約が成立した日(以下「成立日」といいます。)の属

する月及びそれ以降の各暦月について支払うものとします。但し、かかる成立日から当社が定める課金開

始日（以下「課金開始日」といいます。）までの期間については、本サービス利用料の支払いを要しない

ものとします。 

４．課金開始日の属する月の翌月以降、毎歴月の 1 日午前 0 時を経過した時点で、自動的に当月分の

本サービス利用料が課金されます。 

５．当社は、本サービス利用契約の終了日が歴月の中途であっても、当該終了が当社の責に帰すべき事由



 

 

による場合を除き、当月の本サービス利用料につき日割り計算しないものとし、本サービス利用料の減額、

返金を行わないものとします。 

６.本サービスの利用に係る通信に要する通信料等の費用は、ユーザーが負担するものとします。 

 

第 7 条(禁止事項) 

１．ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の各号に定める行為を行わないものとします。 

(１)電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為 

(２)(１)のほか、当社若しくは他社のインターネット関連設備の利用若しくは運営に支障を与える行為又

は与えるおそれがある行為 

(３)無断で他人に広告、宣伝若しくは勧誘する行為又は他人に嫌悪感を抱かせ、若しくは嫌悪感を抱

かせるおそれがある文章等を送信、記載若しくは転載する行為 

(４)他人になりすまして電子メールを送信する行為等第三者に成りすます行為 

(５)当社又は第三者の権利を侵害する行為 

(６)本サービスで利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為 

(７)ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信する行為 

(８)犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為  

(９)法令又は慣習に違反する行為  

(10)本サービスを含む当社のサービスの運営を妨げる行為 

(11)当社が定める方法以外の方法で本サービス全部若しくは一部を利用する行為  

(12)通常利用の範囲を超えて当社のサーバに負担をかける行為、又はそれを助⾧するような行為、その

他当社による本サービスの運営・提供若しくは第三者による本サービスの利用を妨害し、又はそれらに

支障をきたす行為  

(13)当社の社会的信用、名誉を失墜させる行為  

(14)当社の知的財産権(著作権、意匠権、実用新案権、商標権、特許権、ノウハウ、企業秘 密等が

含まれますが、これに限定されないものとし、以下同様とします。)又は第三者の知的財産権を侵害す

る行為 

(15)当社が提供するソフトウェアその他のシステムに対するリバースエンジニアリングその他の解析行為 

(16)当社のネットワーク又はシステム等への不正アクセス行為 

(17)本サービスを利用するのに必要な他のユーザーの ID 又はパスワードを利用する行為 

(18)他のユーザーの情報の収集行為 

(19)本規約又は個別規約その他当社の規約に違反する行為 

(20)本サービス及び本サービスを通じて得るデータ及び情報等につき、転載・複製・複写・修正・改変・公

衆送信・頒布・貸与・翻訳・翻案・二次的著作物を作成し、又は第三者に譲渡、使用許諾、その他

の処分をする行為 

(21)その他、当社が、合理的な理由に基づき不適切と判断する行為 

２．当社は、本サービス契約のメールアドレスから、１日あたり 1,000 通を超える電子メールの送信が行われ



 

 

た場合には、前項第１号に該当する行為がなされたものとして取り扱います。この場合において、宛先とし

て指定されたメールアドレスが存在しないものであった場合であっても１のメールとして数えます。但し、送信

するユーザーからその送信行為が当該条項に該当しない旨の申告があり、当社が当該条項には該当しな

いと認めた場合は、この限りでありません。 

 

第 8 条(利用上の制限) 

１．本サービスは、ご利用の環境（機種/OS/ブラウザ等）によっては正常に動作しない場合があります。 

２．本サービスを第三者提供アプリで利用する場合、当社はその動作を保証することができません。 

３．本サービスを利用して送信又は転送されたメールは、送信先又は転送先の設備等の受信条件により受

信できない場合があります。 

４．本サービスでのメールサーバ内に保存されるメールデータは、対象メールアドレス宛に送信された電子メー

ル及び対象メールアドレスから送信した電子メールに限ります。当社 au 回線契約中に、端末内に保存さ

れているメールを本サービス利用開始後に本サービスに係るメールサーバ内に保存することはできません。 

５．ユーザーがメールサーバ内のメールデータを削除した場合、データを復元することができません。 

６．以下の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、当社は、当該事由発生日から 31 日を経過し

た時点において、当該ユーザーに係るサーバデータ、メールアドレスを含む一切の情報を削除することができ

るものとします。 

(1)当社が別に定める申込可能期間までに、本サービスの申し込みがなかった場合 

(2)終了事由のいかんにかかわらず本サービス利用契約が終了した場合 

 

第 9 条(本サービスの停止・中断) 

１．当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を一時的に中断又は停

止することができるものとします。 

(1)本サービスのネットワーク等の設備のメンテナンス、保守、更新又はその他工事を行う場合 

(2)火災、停電、天災等の不可抗力、ウイルスやワーム等の第三者の侵害行為、電気通信事業者の不

履行によるネットワーク障害等、当社の責に帰すべき事由以外の事由に起因して、本サービスの提供

が不能又は困難となった場合 

(3)その他不測の事態により、当社が本サービスの提供が不能又は困難と判断した場合  

２．当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を一時的に中断又は停止する場合は、当社所

定の Web サイトに掲載する等の相当の方法により、その旨周知を行います。但し、緊急やむを得ない場

合は事後速やかに周知を行います。 

 

第 10 条(本サービスの変更等) 

1. 当社は、ユーザーへ事前の通知又は周知を行うことにより、本サービスの全部又は一部を変更、追加、中

断、停止又は終了することができるものとします。なお、当社は、本サービスの提供を終了した場合、終了

した日以降メールサーバ内の電子メールを含む一切の情報を削除することができるものとします。 



 

 

2. 当社は、前項に関する通知又は周知を行うことを目的に、本サービスでご契約のメールアドレス宛て又は

au ID 会員情報の連絡先（電話番号又はメールアドレス等の連絡先）にサービスに関するお知らせを

配信できるものとします。 

 

第 11 条(利用停止・解約等)  

１．当社は、ユーザーが以下の各号の事由のいずれかに該当する場合には、何らの催告なくして、当該ユー

ザーに対する本サービスの全部若しくは一部の利用の停止又本サービスの解約等を含む措置を取ることに

より、ユーザーに対する本サービスの提供を停止又は終了させることができるものとします。 

(1)本サービスの利用料の支払いが確認できない場合 

(2)第２条第１項各号で定める契約拒絶事由に該当することが判明した場合又は au 通信サービス契

約に係る債務についてユーザーに債務不履行が生じた場合若しくは au 通信サービス契約を解除され

た場合 

(3)本規約又は個別規約に違反した場合  

(4)当社が発行するユーザーの au ID の利用が禁止、制限又は停止された場合 

(5)当社がユーザーの au ID の登録を抹消した場合  

(6)ユーザーが当社に提供する情報に虚偽があることが判明した場合 

(7)その他当社が本サービスの利用の継続が不適切と合理的に判断した場合 

２．ユーザーは、当社所定の方法により、いつでも本サービス利用契約を解約することができます。 

 

第 12 条(知的財産権) 

１．本サービスに関する著作権等を含む一切の知的財産権その他の権利は、当社又は当社に対して使用

許諾をしている第三者に帰属することをあらかじめ同意するものとします。  

２．本サービスは日本国内をサービス提供対象とし、当社は日本国外における権利者の知的財産権に対し

ていかなる保証もせず、また一切の責任を負いません。 

 

第 13 条(他の電気通信事業者への通知) 

本サービスにおける電子メールの送信について、その電子メールを受信した他網契約者回線に係る契約を締

結している者からの申告に基づき、その他網契約者回線に係る電気通信事業者が定める禁止行為（本規

約第７条に定める禁止行為に相当するものをいいます｡)に抵触すると判断した場合は、その電気通信事業

者が当社のプライバシーポリシーに定める電気通信事業者に、同プライバシーポリシーに定める情報を通知す

ることに、あらかじめ同意するものとします。 

 

第 14 条(免責事項)  

１．ユーザーは、自己の責任に基づき本サービスを利用するものとし、利用する本サービスの機能等の選択、

利用結果等について、全責任を負うものとします。 

２．当社は、本サービスの内容及び結果について、その完全性、正確性、安全性、目的適合性又は有用



 

 

性等について、何ら保証するものでなく、当該内容及び結果が第三者の権利を侵害しないこと等について

何ら保証するものではありません。 

３．当社は、本サービスの利用に必要な au ID 等の認証が確認できないユーザーに対し、本サービスの提供

を制限し、又は提供を行わない場合があります。 

４．ユーザーは自己の責任において、本サービスを利用するために必要なコンピュータ端末、通信機器、通信

回線等の設備を保持管理するものとします。 

５．本サービスを利用した電子メールのデータ送受信、添付ファイルのダウンロード等によって、ユーザーのコンピ

ュータ機器、通信機器、通信回線等の設備及びデータに損害が発生した場合であっても、当社はその一

切の責任を負わないものとします。 

６．ユーザーは、本サービスの利用に伴って、第三者から問い合わせ、クレーム若しくは損害賠償その他の権

利の侵害等（知的財産権その他の権利の侵害等をいう。）により第三者との間で紛争等が生じた場合、

又は第三者に対して問合せ、クレーム若しくは損害賠償等の請求を行う場合は、自己の責任と費用をも

って処理解決するものとし、当社は、その一切の責任を負わないものとします。 

７．本サービスの利用停止・解約、一時中断・停止又は本サービス等の変更・提供終了により、ユーザーに

生じた損害について一切責任を負わないものとします。 

８．ユーザーは、本規約への違反その他自らの責に帰すべき事由により、当社に対して損害を与えた場合、

その損害を賠償するものとします。 

９. 当社は、不可抗力その他当社の責めに帰すべからざる事由により発生したユーザーの損害に対し、いかな

る責任も負わないものとします。 

１０.当社は、第三者がユーザーの au ID を利用して本サービスを利用する場合であっても、当該第三者の

行為をユーザーの行為とみなすことができ、当該第三者の行為についてユーザーが責任を負うものとします。 

 

第 15 条(特記事項) 

１．第 6 条第 1 項の定めにかかわらず、当社は、本サービスの提供開始日から別途当社の定める日の属す

る月(以下「本請求期間」という。)までの本サービス利用料を、au 通信サービス契約時に設定された請求

先情報（お支払い方法や紙請求書発行有無等）を用いて請求します。 

２．ユーザーは、別途当社が定める日までに前項に定める本請求期間の翌月以降の本サービス利用料に係

る支払方法を当社所定の方法で設定する必要があります。 

３．当社は、ユーザーが別途当社の定める日までに前項に定める支払方法の設定をしない場合には、当該

ユーザーとの本サービス利用契約を終了することができるものとします。なお、この場合でも、ユーザーは、第

2 条第 1 項の定めに従い本申込をし、これを当社が承諾したときには、本サービスを利用することができま

す。 

 

第 3 章 au メールアプリ 

 



 

 

第 16 条(ご利用に係る契約) 

第 2 条第 2 項に従い本サービス利用契約が成立した時点をもって、ユーザーと当社との間で本アプリのご利用

に係る契約（以下「本アプリ利用契約」といいます）が成立するものとします。なお、１つの対象メールアドレス

ごとに、１つの本アプリ利用契約が成立するものとします。 

 

第 17 条(利用料) 

本アプリは、無料でご利用いただけます。但し、本アプリのご利用に必要な通信料等の費用はユーザーが負担

するものとします。 

 

第 18 条(知的財産権) 

１．本アプリに関する著作権等を含む一切の知的財産権その他の権利は、当社又は当社に対して使用許

諾を行っている第三者に帰属します。 

２．本アプリは、日本国内をサービス提供対象とし、当社は日本国外における権利者の知的財産権に対し

ていかなる保証もせず、また一切の責任を負いません。 

 

第 19 条(アップデート) 

1. ユーザーは、本アプリを随時最新のバージョンにアップデートするものとします。 

2. 当社は、ユーザーに通知することなく本アプリのアップデートを行うことができるものとします。 

3. 本アプリのアップデートに必要な通信料等は、ユーザーのご負担となります。 

 

第 20 条(禁止事項) 

1. ユーザーは、本アプリをユーザー個人のご利用のためのみに利用することができるものとし、商業・広告目的

その他当社が許可していない目的での利用及び二次利用を一切してはならないものとします。 

2. ユーザーは、本アプリに関して以下の行為を一切行ってはならないものとします。 

(１)電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為 

(２)(１)のほか、当社若しくは他社のインターネット関連設備の利用若しくは運営に支障を与える行為又

は与えるおそれがある行為 

(３)無断で他人に広告、宣伝若しくは勧誘する行為又は他人に嫌悪感を抱かせ、若しくは嫌悪感を抱

かせるおそれがある文章等を送信、記載若しくは転載する行為 

(４)他人になりすまして電子メールを送信する行為等第三者に成りすます行為 

(５)当社又は第三者の権利を侵害する行為 

(６)本アプリで利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為 

(７)ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信する行為 

(８)犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為  

(９)法令又は慣習に違反する行為  

(10)本アプリを含む当社のサービスの運営を妨げる行為 



 

 

(11)当社が定める方法以外の方法で本アプリ全部若しくは一部を利用する行為  

(12)通常利用の範囲を超えて当社のサーバに負担をかける行為、又はそれを助⾧するような行為、その

他当社による本サービスの運営・提供若しくは第三者による本サービスの利用を妨害し、又はそれらに

支障をきたす行為  

(13)当社の社会的信用、名誉を失墜させる行為  

(14)当社の知的財産権(著作権、意匠権、実用新案権、商標権、特許権、ノウハウ、企業秘 密等が

含まれますが、これに限定されないものとし、以下同様とします。)又は第三者の知的財産権を侵害す

る行為 

(15)当社が提供するソフトウェアその他のシステムに対するリバースエンジニアリングその他の解析行為 

(16)当社のネットワーク又はシステム等への不正アクセス行為 

(17)本アプリを利用するのに必要な他のユーザーの ID 又はパスワードを利用する行為 

(18)他のユーザーの情報の収集行為 

(19)本規約又は個別規約その他当社の規約に違反する行為 

(20)本アプリ及び本アプリを通じて得るデータ及び情報等につき、転載・複製・複写・修正・改変・公衆送

信・頒布・貸与・翻訳・翻案・二次的著作物を作成し、又は第三者に譲渡、使用許諾、その他の処

分をする行為 

(21)その他、当社が、合理的な理由に基づき不適切と判断する行為 

 

第 21 条(免責) 

１．ユーザーは、自己の責任に基づき本アプリを利用するものとし、利用する本アプリの機能等の選択、利用

結果等について、全責任を負うものとします。 

２．当社は、本アプリの内容及び結果について、その完全性、正確性、安全性、目的適合性又は有用性等

について、何ら保証するものでなく、当該内容及び結果が第三者の権利を侵害しないこと等について何ら

保証するものではありません。 

３．当社は、本アプリの利用に必要な ID、パスワード等の認証が確認できないユーザーに対し、本アプリの提

供を制限し、又は提供を行わない場合があります。 

４．ユーザーは自己の責任において、本アプリを利用するために必要なコンピュータ端末、通信機器、通信回

線等の設備を保持管理するものとします。 

５．本アプリを利用した電子メールのデータ送受信、添付ファイルのダウンロード等によって、ユーザーのコンピュ

ータ機器、通信機器、通信回線等の設備及びデータに損害が発生した場合であっても、当社はその一切

の責任を負わないものとします。 

６．ユーザーは、本アプリの利用に伴って、第三者から問い合わせ、クレーム若しくは損害賠償その他の権利

の侵害等（知的財産権その他の権利の侵害等をいう。）により第三者との間で紛争等が生じた場合、

又は第三者に対して問合せ、クレーム若しくは損害賠償等の請求を行う場合は、自己の責任と費用をも

って処理解決するものとし、当社は、その一切の責任を負わないものとします。 

７．本アプリの利用停止・解約、一時中断・停止又は本アプリの変更・提供終了により、ユーザーに生じた損



 

 

害について一切責任を負わないものとします。 

８．ユーザーは、本規約への違反その他自らの責に帰すべき事由により、当社に対して損害を与えた場合、

その損害を賠償するものとします。 

９. 当社は、不可抗力その他当社の責めに帰すべからざる事由により発生したユーザーの損害に対し、いかな

る責任も負わないものとします。 

１０.当社は、第三者がユーザーの ID、パスワード等を利用して本アプリを利用する場合であっても、当該第

三者の行為をユーザーの行為とみなすことができ、当該第三者の行為についてユーザーが責任を負うものと

します。 

１１．本アプリは、ご利用の環境（機種/OS/ブラウザ等）によっては正常に動作しない場合があります。 

 

第 22 条(変更、廃止等) 

1. 当社は、ユーザーへ事前の通知又は周知を行うことにより、本アプリの全部又は一部を変更又は廃止する

ことができるものとします。なお、当社は、本アプリの提供を終了した場合、終了した日以降メールサーバ内

の電子メールを含む一切の情報を削除することができるものとします。 

2．当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本アプリの全部又は一部を一時的に中断又は停止す

ることができるものとします。 

(1)本アプリのネットワーク等の設備のメンテナンス、保守、更新又はその他工事を行う場合 

(2)火災、停電、天災等の不可抗力、ウイルスやワーム等の第三者の侵害行為、電気通信事業者の不

履行によるネットワーク障害等、当社の責に帰すべき事由以外の事由に起因して、本アプリ提供が不

能又は困難となった場合 

(3)その他不測の事態により、当社が本アプリの提供が不能又は困難と判断した場合  

3．当社は、前項の規定により本アプリの全部又は一部を一時的に中断又は停止する場合は、当社所定の

Web サイト又は本アプリに掲載する方法等相当の方法により、その旨周知を行います。但し、緊急やむを

得ない場合は事後速やかに周知を行います。 

 

 

第 23 条(本アプリ利用契約の終了等) 

1. ユーザーは、当社所定の方法により、いつでも本アプリ利用契約を解除することができます。 

2. 当社は、以下の各号に該当する場合には、何らの催告なくして、当該ユーザーに対する本アプリの全部若

しくは一部の利用の停止又本アプリの解約等を含む措置を取ることにより、ユーザーに対する本アプリの全

部又は一部の提供を停止又は終了させることができるものとします。 

(1)第 11 条第 1 項各号の事由に該当する場合 

(2)本サービス利用契約の全部又は一部が終了した場合 

(3)本サービスの全部又は一部の利用を停止した場合 

(4)その他当社が本アプリの利用の継続が不適切と合理的に判断した場合 

3. 当社は、事由の如何を問わず本アプリ利用契約が終了した場合、ユーザーが本アプリを利用して保存した



 

 

情報、ユーザーの本アプリご利用に係る情報等をすべて消去することができるものとします。 

 

第 4 章 共通事項 

 

第 24 条(顧客情報の取扱い) 

1. 当社は、本サービス及び本アプリの提供にあたり取得するユーザーに係る情報(本アプリから送信される情

報等を含み、以下「顧客情報」といいます。)について、当社が公表する「KDDI 株式会社プライバシーポ

リシー」及び「au メールのアプリケーションプライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。KDDI 株式

会社プライバシーポリシー及び au メールのアプリケーションプライバシーポリシーは、以下に記載する Web 

サイト上で確認することができます。 

KDDI 株式会社プライバシーポリシーはこちら 

https://www.kddi.com/corporate/kddi/kokai/kojin/index.html 

au メールのアプリケーションプライバシーポリシーはこちら 

https://www.kddi.com/app-policy/android/app-policy-aumail.html 

2. 当社は、第 15 条第 1 項に基づき、本請求期間において、本サービス利用料の請求を行うにあたり au

通信サービス契約時に設定された請求先情報を利用することができるものとします。 

 

第 25 条(損害賠償) 

本規約の規定にかかわらず、本アプリ又は本サービスのご利用にあたり、ユーザーが被った損害を当社が法令に

従い賠償する責を負う場合、本サービスの月額利用料に相当する金額を上限として、当該損害を賠償するも

のとします。但し、当社の故意又は重大な過失に基づく損害については、当該上限を適用しないものとします。 

 

第 26 条(契約上の地位の移転等の禁止) 

ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、本サービス利用契約及び本アプリ利用契約上の地位又は本

規約及び個別規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処

分をすることはできません。 

 

第 27 条(裁判管轄) 

ユーザーとの間で本規約の内容について疑義又は本サービス若しくは本アプリに関して争いが生じた場合には、

誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には東京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 28 条(準拠法) 

本規約は、日本国の法律に基づき解釈されます。 

2021 年 12 月 20 日  制定 

2022 年 8 月 23 日   改定 

https://www.kddi.com/corporate/kddi/kokai/kojin/index.html
https://www.kddi.com/app-policy/android/app-policy-aumail.html

