
うたコイン 利用規約 

 

第 1 条（総則） 

KDDI 株式会社（以下「KDDI」といいます）は、「うたコイン」サービス利用規約（以下

「本規約」といいます）に従って「うたコイン」サービス（以下「本サービス」といいます）

を提供します。 

本サービスの利用者（以下「利用者」といいます）は、本サービスのご利用にあたり、本規

約に同意いただく必要があります。また、ご利用開始後、本規約を誠実に遵守する義務を負

うものとします。 

KDDI は、本規約を本サービス用の Web サイト（以下「本サイト」といいます）への掲載

又はその他の合理的な方法により告知します。 

KDDI は、利用者の個別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。この場

合、本サービスの提供条件は、変更後の本規約によるものとします。 

本サービスのご利用にあたっては、KDDI 所定の本サービスに対応した端末（以下「対応端

末」といいます）でのみ利用することができます。 

本サービスのご利用にあたっては、対応端末上に au ID の登録、設定がなされている必要が

あります。本サービス利用時に利用者がログインした当該 auID を以下「本サービス ID」

といいます。 

本サービスは、個人（事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを

除きます）の私的利用に限るものとします。 

KDDI は、利用者の承諾を得ることなく、本サービスの提供条件を変更することができま

す。 

本規約は、KDDI 所定の条件に基づき発行される仮想通貨である「うたコイン」（以下「コ

イン」といいます）の付与、利用、有効期限等に関わる諸条件について定めるものとします。 

本サービスのご利用には、別途通信料が必要になります。 

 

第 2 条（コインの付与） 

本サービスでは、以下の方法によりコインが付与されます。 

（1）利用者がコインの対価（以下「利用料」といいます）を支払うこと（以下「購入」と

いいます）によるコインの付与（コインのうち、購入により付与されるコインを、以下「購

入コイン」といいます） 

（2）購入によらない KDDI によるコインの付与（コインのうち、本号の方法により付与さ

れるコインを、以下「ボーナスコイン」といいます） 

利用者が本規約の内容に同意した時点をもって、当該利用者と KDDI との間で、本規約に

基づき本サービスの利用に係る契約（以下「本利用契約」といいます）が成立するものとし

ます。なお、次条第 1 項に定める利用登録又は第 5 条第 1 項に定めるコインの利用がなさ



れた場合、当該利用登録又は当該利用がなされたことをもって、本規約の内容に同意したも

のとみなします。 

利用者による不正、KDDI 又は第三者のシステムの障害その他 KDDI が別途定める取消基

準に該当した場合は、KDDI は、利用者に付与したコインを取り消すことができるものとし

ます。 

本利用契約の成立後であっても、利用者が以下の各号のいずれかに該当することが判明し

た場合、KDDI は当該利用者による本利用契約の解除又は本サービスの利用停止を行うこ

とができます。 

（1）本規約への違反等により、本利用契約の解除又は本サービスの利用停止等を受けたこ

とがある場合 

（2）本利用契約が第三者になりすますことを目的としていると KDDI が判断する場合 

（3）利用者が、KDDI の提供する本サービス以外のサービスにおいて、利用契約の解除又

はサービスの利用停止等を受けたことがある場合又は現に受けている場合若しくはその虞

がある場合 

（4）その他、合理的な事由により、KDDI が本利用契約を不適当と判断する場合 

 

第 3 条（購入コインの付与、利用料の支払方法） 

コインの購入にあたっては、その都度、KDDI 所定の方法による利用登録（以下「利用登録」

といいます）を行う必要があります。 

コインの購入方法は、次の各号に定めるとおりとします。 

（1）利用者が、毎暦月付与される購入コインの数に応じたコース（以下「月額コース」と

いいます）のいずれかをあらかじめ選択したうえで、月額コース毎に設定された月額の利用

料を支払う方法（以下「定期購入」といいます） 

（2）利用者が、利用料を購入の都度支払う方法（以下「都度購入」といいます） 

利用者は、定期購入登録済みの月額コースと同じ月額コースの定期購入登録を行うことは

できません。 

利用者は、定期購入登録が継続している各暦月について、利用料として、本サイトの画面上

に表示される金額（非課税）の支払いを要します。定期購入登録が暦月の途中で開始又は終

了した場合でも、当該暦月における利用料について日割り計算による減額は行いません。ま

た、利用者が、定期購入登録開始から 1 ヶ月内で定期購入登録を終了したときであっても、

当該利用者は、1 ヶ月分の利用料の支払いを要します。 

利用者は、定期購入登録を終了する場合、KDDI 所定の方法により手続を行っていただきま

す。 

利用料の支払方法は、KDDI 又は沖縄セルラー電話株式会社（以下「沖縄セルラー電話」と

いい、KDDI と併せて「KDDI 等」といいます）の提供する「au かんたん決済」のみとな

ります。利用者は、au かんたん決済に関して、本規約に定めるほか、KDDI 等が別途定め



る「au かんたん決済会員規約」に従うものとします。詳細は KDDI 及び沖縄セルラー電話

が別途定める「au かんたん決済会員規約」に従うものとします。 

利用者が沖縄セルラー電話との間で電気通信サービス利用契約をされている場合は、 

① 利用料に係る債権を KDDI が沖縄セルラー電話に譲渡することを予め承諾していただ

きます。なお、KDDI は、同譲渡について、利用者への個別の通知又は譲渡承認の請求は行

いません。 

② 利用料は、沖縄セルラー電話の定める「契約約款」に基づき、同社が請求します。 

 

第 4 条（ボーナスコインの付与） 

KDDI は、KDDI の裁量で、KDDI が定める条件により、利用者に対してボーナスコインを

付与することがあります。 

 

第 5 条（コインの利用） 

コインは、「Music Store powered by レコチョク」で提供される楽曲ファイル等（以下「コ

ンテンツ」といいます）の購入代金への充当、その他 KDDI が指定する方法で利用するこ

とができます。この場合の詳細な条件（コインの充当条件、利用できる利用者の条件、利用

できるコインの条件、利用できるサービス・サイト等に関する条件等）については、コイン

の利用時に表示される画面、本サイト、その他 KDDI が定める方法で提示される条件によ

るものとします。なお、利用者は、コインの利用の申込を撤回することはできないものとし

ます。 

利用者は、事由の如何を問わず、コインを現金その他コイン以外のポイントプログラムと引

き換えることはできません。 

利用者は、コインを他の利用者その他第三者に利用させること、貸与、譲渡、売買、質入等

をすることはできません。 

 

第 6 条（コインの有効期限） 

購入コインの有効期限は、特に定めのない限り、利用者が購入コインの付与を受けた日の属

する月を 1 ヶ月目として起算し、6 ヶ月目の末日までとします。未消費の購入コインは、当

該購入コインの有効期限の翌月 1 日 0 時に自動的に消滅するものとします。 

ボーナスコインの有効期限は、特に定めのない限り、利用者がボーナスコインの付与を受け

た日の属する月を 1 ヶ月目として起算し、2 ヶ月目の末日までとします。未消費のボーナス

コインは、当該ボーナスコインの有効期限の翌月 1 日 0 時に自動的に消滅するものとしま

す。 

利用者に付与されたコインは、その有効期限に拘らず、au ID の利用が禁止、制限若しくは

停止されたとき、又は、KDDI が au ID 会員の登録を抹消したときと同時に自動的に消滅す

るものとします。 



KDDI は、利用者の都合によるいかなる理由であっても、利用者がコンテンツの購入代金に

充当し又は失効させたコイン、並びに、本利用契約の解除、終了等及び au ID の利用の禁

止、制限若しくは停止、又は KDDI による au ID の抹消に伴い消滅したコインを返還しま

せん。 

本サービス ID であったとしても、複数の au ID を用いて獲得したコインの合算、及び、同

一でない au ID との間の移行はできません。 

 

第 7 条（利用履歴） 

コインの付与、利用等に関する履歴（以下「利用履歴」といいます）は、KDDI 所定のサー

バ等に保存されます。 

KDDI は、利用履歴に加えて、利用者が対応端末に設定した au ID 及び au ID に紐づく情

報（住所、氏名、年齢、電子メールアドレス等）（利用履歴と併せて以下「個人情報」とい

います）を、以下の目的で利用できるものとします。 

（1）キャンペーン情報その他 KDDI の指定する情報を利用者に提供するため 

（2）本サービスの改善、品質向上のため 

利用者は、利用履歴が本サイト上又は「うたパス」、「Music Store powered by レコチョク」

その他 KDDI 所定のサービス（以下「音楽サービス」といいます）のアプリ上で表示され

ることに同意するものとします。利用履歴は、利用者によるコインの残高の確認や付与、消

費状況の確認等の目的で表示されます。表示される内容は KDDI の判断により随時変更さ

れるものとします。 

利用者は、「Music Store powered by レコチョク」でのコインの利用に伴い、KDDI が、株

式会社レコチョクに対して、個人情報を提供することに同意いたします。 

 

第 8 条（ID 変更） 

au ID の変更に関しては、当社が別途定める「ID 利用規約（第 2 章 au ID の利用）」が適

用され、変更前の au ID 利用情報又は au ID 利用情報は変更後の au ID 利用情報として継

続して保持されます。 

本サービスは、au 通信サービス契約約款に基づく契約（以下「au 通信サービス」といいま

す）と紐づく auID を用いて「au かんたん決済」のうち「通信料金合算」または「au PAY

クレジットカード」（本サービス契約時にクレジットカード番号入力無く登録した場合に限

る）を選択して本サービスにかかる料金を支払っていたお客様が au 通信サービスを解約し

た場合には、月額コインコースは自動退会となります。その他の場合には、月額コインコー

スは自動退会とならず継続課金となります。（※付与済みコインは有効期限内であれば利用

可能です。） 

 

第 9 条（KDDI による本サービスの利用停止､本利用契約の解除） 



利用者が以下の項目に該当する場合、KDDI は事前に通知することなく、直ちに当該利用者

による本サービスの全部もしくは一部の利用を停止し、又は本利用契約の全部若しくは一

部を解除することができるものとします。なお、利用者が第 2 号に該当する場合には、KDDI

は、次条各号のいずれかに該当する行為に関連する情報を削除することができるものとし

ます。 

（1）第 2 条第 4 項各号のいずれかに該当することが判明した場合 

（2）次条各号のいずれかに該当すると判断される行為を行った場合 

（3）利用者が死亡した場合 

利用者が前項第 1号又は第 2号に該当することによりKDDIが何らかの損害を被った場合、

利用者は KDDI に対して当該損害を賠償するものとします。 

利用者は、本サービスを利用する上で必要となるインターネット接続サービス利用契約が

終了したとき、又は、au ID の利用が禁止、制限若しくは停止されたときには、本サービス

の利用が全部若しくは一部制限される場合があることを承諾するものとします。また、au 

ID の登録が抹消されたときには、利用者は、本サービスの利用が中断若しくは停止され、

又は本利用契約が自動的に終了する場合があることを承諾します。 

利用者が、本サービス ID を含む複数の au ID をご利用の場合において、本サービス ID 以

外の au ID に複数の au 通信サービスの利用に係る契約を統合したときは、本利用契約は、

当該統合の時をもって自動的に終了します。 

 

第 10 条（禁止行為） 

利用者は、本サービスの利用にあたり、次の行為をしてはならないものとします。 

（1）本利用規約又は音楽サービスの利用規約に違反する行為 

（2）本サービスの運営を妨げ、又は本サービスの信用を毀損するような行為 

（3）不正なアクセス（接続）を試みる行為 

（4）社会通念上、不適切と解釈され、又はその虞のある行為 

（5）KDDI、他の利用者又は第三者の財産、プライバシー、知的財産権及びその他一切の

権利を侵害する行為 

（6）KDDI、他の利用者又は第三者の名誉、人格又は信用等を毀損する等、KDDI、他の利

用者又は第三者に不利益を与える行為 

（7）その他、公序良俗に反する行為 

（8）法令に違反する行為又はその虞のある行為 

（9）その他、KDDI が不適切と判断する行為 

 

第 11 条（利用前の準備） 

利用者は、自己の責任と費用負担において、本サービスを利用するために必要な通信機器、

ソフトウェア及びインターネット接続サービス利用契約を準備するものとします。 



 

第 12 条（責任） 

KDDI は、本サービスの内容及びこれに付随する情報について、その安全性、正確性、確実

性、有用性、最新性、合法性、道徳性等のいかなる事項に関して何ら保証するものではあり

ません。 

利用者は、利用者の判断と責任において本サービスを利用するものとし、本サービスの利用

の結果について一切の責任を負うものとします。 

利用者は、本サービスを対応端末でのみ利用することができます。対応端末以外で本サービ

スを利用したことにより被った一切の損害又は不利益に関して、KDDI は、一切責任を負わ

ないものとします。 

本サービスの利用に関連して、利用者が第三者と紛争を生じた場合又は第三者に対して損

害を与えた場合、当該利用者は自己の費用と責任で解決するものとし、KDDI にはいかなる

迷惑又は損害をも与えないものとします。 

 

第 13 条（本サービスの中断・停止等） 

KDDI は、以下に該当する場合、本サービスの一部又は全部を一時的に中断又は停止するこ

とができ、当該一時中断、停止に伴い利用者に不利益、損害が発生した場合であっても、

KDDI は免責されるものとします。 

（1）本サービスのネットワーク等の設備のメンテナンス、更新をする場合 

（2）火災、停電、天災等の不可抗力、電気通信事業者の不履行によるネットワーク障害な

ど、KDDI の責に帰すことができない事由に起因して、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 KDDI が本サービスの提供が不能又は困難と判断した場合 

KDDI は、予告なく本サービスの一部又は全部を、変更、停止、中止、終了することができ

ます。KDDI が本サービスを変更、停止、中止又は終了し、これに起因して利用者に損害が

生じた場合であっても、KDDI は当該損害については補償しないものとします。 

 

第 14 条（通知） 

KDDI が、本サービスに関して利用者へ通知を行う場合には、本サイト上への掲載、利用者

への電子メールの送信、その他 KDDI が適当と認める方法により行うものとします。 

 

第 15 条（個人情報） 

KDDI は、個人情報について、KDDI が公表するプライバシーポリシー及び個人情報取扱共

通規約の他、以下の各号に定める利用目的の範囲内で適正に取り扱うものとします。 

KDDI プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー は こ ち ら

（http://www.kddi.com/corporate/kddi/kokai/kojin/index.html） 



個人情報取扱共通規約はこちら（https://id.auone.jp/id/pc/legal/personal_terms.html） 

（1）利用者に本サービスを提供するため 

（2）キャンペーン情報その他 KDDI の指定する情報を利用者に提供するため 

（3）KDDI の各種サービス（ビデオパス、ブックパス等）のおすすめ情報を利用者に提供

するため 

（4）本サービスの改善、品質向上等のため 

KDDI は、事由の如何を問わず本サービスの提供が終了した場合、利用履歴その他利用者の

コインの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 16 条（権利義務の譲渡禁止） 

利用者は、本利用契約上の地位及び本利用契約に基づく権利義務の一切について、第三者に

譲渡、移転等の処分又は担保権の設定等をしてはならないものとします。 

 

第 17 条（損害賠償） 

本サービスのご利用にあたり、KDDI の責に帰すべき事由により利用者が損害を被った場

合は、KDDI は、通常生ずべき損害に限り、かつ、当該損害の発生の直接の原因となった取

引に関連して利用者が KDDI に支払った利用料（但し、かかる利用料の支払いがない場合

は金 100 円）を上限として、当該損害を補償するものとします。但し、KDDI の故意又は重

大な過失に基づく損害についてはその限りではありません。 

 

第 18 条（準拠法） 

本利用契約に関する準拠法は、日本法とします。 

 

第 19 条（管轄裁判所） 

本利用契約に関する一切については、東京裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所としま

す。 

 

改定日 2020 年 6 月 18 日 


