「うたパス」のご利⽤にあたっては、以下の「うたパス」サービス利⽤規約の内容を承諾の
上、KDDI 株式会社（以下｢KDDI｣といいます）が定める⽅法に従って利⽤登録をしていた
だく必要があります。ご利⽤前に必ず利⽤規約をお読み下さい。

「うたパス」サービス利⽤規約
第 1 条（総則）
1. KDDI は、
「うたパス」サービス利⽤規約（以下「本規約」といいます）に従って「うた
パス 聴き放題プラン ベーシック」
、
「うたパス 聴き放題プラン My うたプラス」
、
「うたパ
ス 聴き放題プラン オンデマンド」等のサービス（併せて、以下｢本サービス｣といいます）
を提供します。KDDI が本サービスの円滑な運⽤を図るために定める本サービスの利⽤に
関する諸規定（ガイドライン、ご利⽤条件等を含みますが、これらに限られません）は、本
規約の⼀部を構成するものとします。
2. 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。なお、本サービスには、ご利⽤いただくにあたり利⽤者による申込み
を要する有料サービス（
「うたパス 聴き放題プラン ベーシック」
、
「うたパス 聴き放題プラ
ン My うたプラス」及び「うたパス 聴き放題プラン オンデマンド」をいい、以下総称し
て「有料サービス」といいます）と、申込みを要しないサービス（無料コンテンツ等をいい、
以下「無料サービス」といいます）と、KDDI が提供する「au スマートパスプレミアム」
の加⼊者に対し提供するコンテンツ（以下「特典サービス」といいます）とが含まれます。
有料サービス及び特典サービスについては、第３条に基づく利⽤者からの申込みをいただ
いた時点で、また、無料サービスについては、利⽤者が「うたパス」を利⽤した時点で、本
サービス規約の内容に同意いただいたものとします。
3. 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、本アプリ（第
7 項に定義されます）に記載する URL から遷移する Web サイトとなります）⼜はその他の
合理的な⽅法により告知します。
4. KDDI は、⺠法の定めに従い、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、KDDI は、変更後の本規約及びその効⼒発⽣時期を、本アプリ⼜
は本サイト内への掲載その他相当の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。

5. 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。
6. 本サービスのご利⽤にあたっては、対応端末において、au ID ⼜は Apple ID の登録、設
定が必要となる場合があります。Apple ID のみの登録、設定のみで利⽤可能な場合があり
ますが、制限事項がございますので詳細は本サイト内に掲⽰します。
7. 本サービスのご利⽤にあたっては、本サービスに係るアプリ（以下「本アプリ」といい
ます）の対応端末へのダウンロードが必要です。利⽤者は、本アプリを随時最新のバージョ
ンにアップデートする必要があります。また、利⽤者は、本アプリが、随時 KDDI のサー
バ、ネットワークと通信を⾏い、利⽤者に対する事前の通知なく、アップデートを受信する
ことに同意します。なお、アップデートの⾃動リクエスト及び受信に要する通信料等は利⽤
者が負担するものとします。
8.

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。
9. 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（楽曲のラインナップ
を含みます）を変更することがあります。
10. 利⽤者が、Google Home、Amazon Alexa 等を⽤いたボイスユーザーインターフェース
（以下「VUI」といいます）を介して本サービスを利⽤する場合、⼜はアプリケーション内
購⼊（Apple ID）を通して本サービスを利⽤する場合、本サービスのうち、第５条に定める
「My うた機能」
、第 6 条に定める「オンデマンド機能」
、
「うたコイン」
、チャット、割引ク
ーポンの利⽤及びプレゼントへの応募、
「Music Store powered by レコチョク」のサービス
並びに歌詞データ及びその閲覧サービス等の機能を利⽤することができません。
11. 利⽤者は、第 3 条で定める本利⽤登録及び第 8 条で定める本利⽤契約の解約を、VUI 経
由では実施できません。

第 2 条（権利の帰属）
1. 本サービスにおいて提供される楽曲、⽂書、図画、CD ジャケット写真、歌詞データ等に
係る電⼦データファイル、プログラム、データベース、Web サイトデザイン、クーポン、商
品その他⼀切の物品、サービス等（クーポンを利⽤して購⼊⼜は受領した商品その他⼀切の

物品、サービス等を含みますが、これらに限りません。
）
（以下総称して「楽曲ファイル等」
といいます）に係る著作権、著作隣接権、商標権、⼯業所有権その他⼀切の知的財産権、ノ
ウハウその他の権利（以下総称して「知的財産権」といいます）は、KDDI、各レコード会
社、株式会社シンクパワー⼜は KDDI に対して使⽤許諾を⾏っている第三者に帰属するも
のとします。
2. 本アプリ及び本サイトに係る知的財産権は､KDDI ⼜は KDDI に対してその提供、使⽤
許諾等を⾏っている第三者に帰属するものとします｡

第 3 条（本サービスの利⽤登録）
1. 有料サービス及び特典サービスのご利⽤にあたっては、本規約の内容に同意したうえで、
所定の⼿続に従って利⽤登録（以下「本利⽤登録」といいます）をしていただく必要があり
ます。なお、未成年の⽅等は、必ず親権者、法定代理⼈等の同意を予め得たうえで本利⽤登
録を⾏って下さい。
2. 本利⽤登録の希望者は、本利⽤登録に際し、有料サービスのうち「うたパス 聴き放題プ
ラン ベーシック」
「うたパス 聴き放題プラン My うたプラス」
「うたパス 聴き放題プラン
オンデマンド」のいずれかの料⾦プラン（以下「プラン」といいます）を選択できます。
3. 本利⽤登録の希望者が、本利⽤登録を⾏い、これに対して KDDI が承諾した時点をもっ
て、KDDI との有料サービスの利⽤に係る契約（以下「本利⽤契約」といいます）が成⽴し
ます。KDDI は、本利⽤登録の希望者が以下の各号に該当する場合、本利⽤登録を承諾しな
い場合があります。
（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若しくは本アプリの利⽤
停⽌等を受けたことがある場合
（2）本利⽤登録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）本利⽤登録の希望者が、KDDI の提供する本サービス以外のサービスにおいて、利⽤
契約の解除若しく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）本利⽤登録の希望者が、第 12 条に定める禁⽌⾏為を⾏ったことがある場合⼜は⾏う
虞がある場合
（5）その他、合理的な事由により、KDDI が本利⽤登録を不適当と判断する場合

4.「うたパス 聴き放題プラン ベーシック」
「うたパス 聴き放題プラン My うたプラス」の
いずれかのプランに係る本利⽤登録が既に完了している場合、利⽤者は、いつでも、本利⽤
登録中のプランに係る本利⽤契約を終了し、もう⼀⽅のプランに係る本利⽤登録への切り
替え（以下「プラン変更」といいます）を⾏うことができます。
5. 「うたパス 聴き放題プラン オンデマンド」から他のプランへのプラン変更、⼜は他の
プランから「うたパス 聴き放題プラン オンデマンド」へのプラン変更はできません。かか
るプランの切り替えを希望する利⽤者は、本利⽤登録中のプランに係る本利⽤契約を解約
し、その利⽤可能期間が終了した後で、新たに他のプランに係る本利⽤登録を⾏う必要があ
ります。
６. 本利⽤契約の成⽴後であっても、利⽤者が第 3 項各号のいずれかに該当することが判明
した場合、KDDI は当該利⽤者に係る本利⽤契約の解除⼜は本サービス若しくは本アプリ
の利⽤停⽌を⾏うことができます。
７. 利⽤者は、本利⽤契約終了後、本サービスの利⽤、視聴等を⾏うことができません。
８. 第１項乃⾄ 3 項の定めに拘らず、無料サービスについては、無料サービスの利⽤があっ
た時点で、当該利⽤者と KDDI の間に、本サービス利⽤契約が成⽴するものとします。

第 4 条（本サービスの利⽤）
1. 利⽤者は、本サービスにおいて KDDI の設定する複数のプレイリスト（以下「本プレイ
リスト」といいます）から希望のチャンネルを選択して楽曲を視聴することができます。但
し、KDDI が特に定める場合を除き、視聴できる楽曲を選択することはできません。
2. ⼀部の対応端末を除き、利⽤者は、本チャンネルのうち、⼀部のチャンネルにおいて、
他の利⽤者と同時に楽曲を視聴したり、チャットを楽しむことができます。当該チャンネル
のご利⽤の際には、利⽤者が予め登録した当該利⽤者のニックネームが当該チャンネル上
に公開されます。
3. KDDI は、前項に定める公開により利⽤者に損害が⽣じた場合でも、その責任は⼀切負
わないものとします。
4. 利⽤者は、本サービスにおいて、割引クーポンの利⽤、プレゼントへの応募等をするこ

とができます。
5. 「うたパス 聴き放題プラン My うたプラス」の本利⽤登録を⾏った利⽤者は、第 1 項、
第 2 項及び前項の定めに加え、My うたを利⽤することができます。
6. 「うたパス 聴き放題プラン オンデマンド」の本利⽤登録を⾏った利⽤者は、第 1 項、
第 2 項及び第 4 項の定めに加え、オンデマンド機能を利⽤することができます。

第 5 条（My うた機能）
1. 「うたパス 聴き放題プラン My うたプラス」の本利⽤登録を⾏った利⽤者は、
「うたパ
ス 聴き放題プラン My うたプラス」の本利⽤契約中に限り、My うたを繰り返し再⽣する
ことが可能です。
2. My うたを対応端末に 1 曲ダウンロードするには、第５項に従い別途 KDDI が付与する
My うたをダウンロードするための権利（以下「My うた保存枠」といいます）の 1 枠が必
要になります。⼀度ダウンロードした My うたを変更すること、⼜は削除することはできま
せん。
3. My うたは、次項に定める My うた保存枠の上限枠内で対応端末にダウンロードすること
が可能です。但し、各レコード会社からの要請等やむを得ない理由により、KDDI が My う
た及びこれに係る My うた保存枠を削除する場合があります。この場合、KDDI は削除した
My うたの楽曲数と同数の My うた保存枠を利⽤者に補填いたします。
4. My うた保存枠は、60 枠を上限として蓄積することが可能です。KDDI は 60 枠を超えた
My うた保存枠の付与は⾏いません。
5. My うた保存枠の付与条件及び My うたの利⽤条件は、以下に定めるとおりとなります。
（1）
「au かんたん決済」を利⽤する場合
①「うたパス 聴き放題プラン My うたプラス」の本利⽤契約が成⽴した⽇（以下「My う
たプラス契約成⽴⽇」といいます）の属する暦⽉及びそれ以降の各暦⽉に対し、10 枠ずつ
My うた保存枠が付与されます。
②My うたプラス契約成⽴⽇より起算して KDDI が利⽤料を無料とする期間（以下「My う
たプラス無料期間」といいます）中に、利⽤者による解約⼜はプラン変更により「うたパス

聴き放題プラン My うたプラス」の本利⽤契約が終了する場合、それまでに保持していた
My うた及び My うた保存枠は失効し、即時利⽤不可となります。My うたプラス無料期間
中の本利⽤契約の終了を除いて、利⽤者は、本利⽤契約が終了する暦⽉の末⽇まで本サービ
スの利⽤を継続することができます。
③無料期間に利⽤者による解約⼜はプラン変更により「うたパス 聴き放題プラン My うた
プラス」の本利⽤契約が終了した場合を除き、利⽤者の本利⽤契約が終了した後、本利⽤契
約が終了した⽇（以下「My うたプラス契約終了⽇」といいます）の属する暦⽉の翌⽉末ま
での間に、再度「うたパス 聴き放題プラン My うたプラス」の本利⽤登録を⾏った場合、
前回の本利⽤契約期間中にダウンロードした My うた及び使⽤した My うた保存枠を再度
取得することが可能となります。
但し、利⽤者の本利⽤契約が終了した後、
「うたパス 聴き放題 オンデマンド」に加⼊した
場合、My うたプラス契約終了⽇の属する暦⽉の翌⽉末までの間に、再度「うたパス 聴き
放題プラン My うたプラス」の本利⽤登録を⾏ったとしても、前回の本利⽤契約期間中に
ダウンロードした My うた及び使⽤した My うた保存枠を再度取得することはできません。
My うたプラス契約終了⽇の属する暦⽉の翌々⽉の初⽇以降、前回の本利⽤契約期間中にダ
ウンロードした My うた及び使⽤した My うた保存枠を再度取得することは不可となりま
す。
（2）
「アプリケーション内購⼊」利⽤者の利⽤料
①Apple Inc.、iTunes K.K.及びその関連会社（以下総称して「Apple 等」といいます）が提
供するアプリケーション内購⼊（以下「アプリケーション内購⼊」といいます）による利⽤
料の⽀払⽅法を選択し「うたパス 聴き放題プラン My うたプラス」の本利⽤登録を⾏った
場合、
「うたパス 聴き放題プラン My うたプラス」の購⼊⽇及びその購⼊⽇から起算して
1 ヶ⽉を経過した翌⽇（当該購⼊⽇の翌⽉の応当⽇をいいます。但し、当該翌⽉に応当⽇が
ないときは、当該翌々⽉の初⽇をいいます。
）に対し、10 枠ずつ My うた保存枠が付与され
ます。
②My うたプラス無料期間中に、利⽤者が当該アプリケーション内購⼊の取り消しを⾏い⼜
はプラン変更したことにより「うたパス 聴き放題プラン My うたプラス」の本利⽤契約が
終了した場合、それまでに保持していた My うた及び My うた保存枠は失効し、即時利⽤不
可となります。My うたプラス無料期間中の本利⽤契約の終了を除き、利⽤者は、次回「う
たパス聴き放題プラン My うたプラス」の購⼊⽇の前⽇まで本サービスの利⽤を継続する
ことができます。
③My うたプラス無料期間中に利⽤者による当該購⼊の取り消し⼜はプラン変更により「う

たパス 聴き放題プラン My うたプラス」の本利⽤契約が終了した場合を除き、利⽤者の本
利⽤契約が終了した後、契約終了⽇の属する暦⽉の翌⽉末までの間に、再度「うたパス 聴
き放題プラン My うたプラス」の本利⽤登録を⾏った場合、前回の本利⽤契約期間中にダ
ウンロードした My うた及び使⽤した My うた保存枠を再度取得することが可能となりま
す。My うたプラス契約終了⽇の属する暦⽉の翌々⽉の初⽇以降、前回の本利⽤契約期間中
にダウンロードした My うた及び使⽤した My うた保存枠を再度取得することは不可とな
ります。
6. KDDI ⼜は KDDI の提携する第三者が、単独⼜は共同して配布する、本サービスの利⽤
権を利⽤者に付与するためのシリアルコード（以下「コード」といいます）を利⽤する場合、
My うた機能は利⽤できません。但し、KDDI が別途定める⽅法により、⽀払⼿段に「au か
んたん決済」を選択し、プラン変更により「うたパス 聴き放題プラン My うたプラス」の
本利⽤登録を⾏うことで、My うた機能を利⽤することができます。当該プラン変更を⾏っ
た場合、My うたプラス契約成⽴⽇から起算し、別途利⽤者に⽰すコードの提供条件上で定
める期間（以下「コード利⽤期間」といいます）の最終⽇が属する暦⽉までの間、10 枠の
My うた保存枠が、My うたプラス 契約成⽴⽇及び当暦⽉ 1 ⽇に毎⽉ 1 回付与されます。
7. 前項に⽰す⽅法により取得した My うた保存枠及び当該 My うた保存枠を⽤いてダウン
ロードされた My うたは、コード利⽤期間中保持されます。コード利⽤期間終了後、当該コ
ード利⽤期間最終⽇の属する暦⽉の翌⽉末までの間に、⽀払⼿段に「au かんたん決済」を
選択し、au ID にてログイン後、再度「うたパス 聴き放題プラン My うたプラス」の本利
⽤登録を⾏った場合、当該コード利⽤期間中にダウンロードした My うた及び使⽤した My
うた保存枠を再度取得することが可能となります。当該コード利⽤期間最終⽇の属する暦
⽉の翌⽉末を超過した場合、当該コード利⽤期間中にダウンロードした My うた及び使⽤
した My うた保存枠を再度取得することは不可となります。

第 6 条（オンデマンド機能）
1. 「うたパス 聴き放題プラン オンデマンド」の本利⽤登録を⾏った利⽤者は、
「うたパス
聴き放題プラン オンデマンド」の本利⽤契約中に限り、オンデマンド機能を繰り返し再⽣
することが可能です。但し、各レコード会社からの要請等やむを得ない理由により、KDDI
が楽曲の再⽣を抑⽌する場合があります。
2 オンデマンド機能では、任意の曲を対応端末にダウンロードすることが可能です。但し、
各レコード会社からの要請等やむを得ない理由により、KDDI が楽曲のダウンロードを抑
⽌する場合があります。

3.オンデマンド機能の利⽤条件は、以下に定めるとおりとなります。
①「うたパス 聴き放題プラン オンデマンド」の本利⽤契約が成⽴した⽇（以下「オンデマ
ンド契約成⽴⽇」といいます）から、オンデマンド機能を利⽤することができます。
②オンデマンド契約成⽴⽇より起算して KDDI が利⽤料を無料とする期間（以下「オンデ
マンド無料期間」といいます）中に、利⽤者による解約により「うたパス 聴き放題プラン
オンデマンド」の本利⽤契約が終了する場合、本サービスは即時利⽤不可となります。無料
期間中の本利⽤契約の終了を除いて、利⽤者は、本利⽤契約が終了する暦⽉の末⽇まで本サ
ービスの利⽤を継続することができます。
4.コードを利⽤する場合、オンデマンド機能は利⽤できません。

第 7 条（利⽤料）
本サービス（KDDI が無料で提供するコンテンツ等を除きます。
）は、以下に定める利⽤料
の⽀払い⼜はコードの利⽤によりご利⽤いただけます。なお、本サービスのご利⽤及び本ア
プリのダウンロードには、本条に定める利⽤料のほか対応端末ごとに別途通信料がかかる
ことがあります。
1. 「au かんたん決済」利⽤者の利⽤料
（1）本サービスの利⽤料（以下「利⽤料」といいます）の⽀払⽅法は、次項に定める場合
を除き、KDDI 等の提供する「au かんたん決済」のみとなります。
（2）利⽤者は、
「うたパス 聴き放題プラン ベーシック」に係る契約成⽴⽇（以下「ベーシ
ック契約成⽴⽇」といいます）
、My うたプラス契約成⽴⽇⼜はオンデマンド契約成⽴⽇の
属する暦⽉及びそれ以降の各暦⽉について、選択した有料サービスに応じて、以下に定める
利⽤料の⽀払いを要します。
①「うたパス 聴き放題プラン ベーシック」の場合、⽉額 330 円（税込・⾃動継続）の⽀払
いを要します。
②「うたパス 聴き放題プラン My うたプラス」の場合、⽉額 550 円（税込・⾃動継続）の
⽀払いを要します。
③「うたパス 聴き放題プラン オンデマンド」の場合、⽉額 980 円（税込・⾃動継続）の⽀
払いを要します。

（3）前号の定めにかかわらず、利⽤者の本利⽤登録が初めてなされる場合に限り、無料期
間について、利⽤料の⽀払いを要しないものとします。
（4）前⼆号の定めにかかわらず、利⽤者が、｢au スマートパスプレミアム｣の会員である場
合、キャンペーンを実施する場合等で、KDDI が別途定める条件を満たしたときは、KDDI
が別途定める期間について利⽤料の⽀払いを要しないものとします。
（5）前三号の定めにかかわらず、コード利⽤期間中にプラン変更により「うたパス 聴き放
題プラン My うたプラス」の本利⽤登録がなされる場合、My うたプラス契約成⽴⽇から起
算し、コード利⽤期間の最終⽇までの暦⽉の⽉数に 220 円（税込）を乗じた⾦額の⽀払い
を要します。
（6）ベーシック契約成⽴⽇（但し、本項第 3 号及び第 4 号のいずれか⼜は両⽅の定めが適
⽤される場合は、当該定めに基づく利⽤料の無料期間満了⽇の翌⽇）を⽀払開始⽇とし、当
該⽀払開始⽇が暦⽉の中途であった場合には、当暦⽉の利⽤料について当暦⽉の⽀払開始
⽇からの利⽤⽇数及び暦⽇数に応じて⽇割り計算が⾏われるものとします。利⽤料の⽇割
り計算は税抜価格について⾏い、端数が⽣じた場合は切り上げとし、これに消費税等相当額
を付加するものとします。なお、本利⽤契約が暦⽉の中途で終了する場合には、当該暦⽉に
係る利⽤料は減額されず、⽇割り計算は⾏われないものとします。利⽤者による解約により
本利⽤契約が終了する場合、本項第 3 号及び第 4 号に定める無料期間中の解約を除いて、
利⽤者は、本利⽤契約が終了する暦⽉の末⽇まで本サービスの利⽤を継続することができ
ます。
（7）My うたプラス契約成⽴⽇（但し、本項第 3 号及び第 4 号のいずれか⼜は両⽅の定め
が適⽤される場合は、当該定めに基づく利⽤料の無料期間満了⽇の翌⽇を⽀払開始⽇とし、
当該⽀払開始⽇が暦⽉の中途であった場合には、当暦⽉の利⽤料は、220 円（税込）に、330
円（税込）を当暦⽉の⽀払開始⽇からの利⽤⽇数及び暦⽇数に応じて⽇割り計算した⾦額を
加えた⾦額となります。⽇割り計算は税抜価格について⾏い、端数が⽣じた場合は切り上げ
とし、これに消費税等相当額を付加するものとします。但し、本項第 3 号及び第 4 号に定
める利⽤料の無料期間満了⽇の翌⽇が、当該無料期間の開始⽇の属する暦⽉の 31 ⽇⽬に該
当する場合に限り、当暦⽉の利⽤料は 330 円（税込）を当暦⽉の⽀払開始⽇からの利⽤⽇
数及び暦⽇数に応じて⽇割り計算した⾦額となります。なお、本利⽤契約が暦⽉の中途で終
了する場合には、当暦⽉に係る利⽤料は減額されず、⽇割り計算は⾏われないものとしま
す。利⽤者による解約により本利⽤契約が終了する場合、本項第 3 号及び第 4 号に定める
無料期間中の解約を除いて、利⽤者は、本利⽤契約が終了する暦⽉の末⽇まで本サービスの
利⽤を継続することができます。

（8）オンデマンド契約成⽴⽇（但し、本項第 3 号及び第 4 号のいずれか⼜は両⽅の定めが
適⽤される場合は、当該定めに基づく利⽤料の無料期間満了⽇の翌⽇を⽀払開始⽇とし、当
該⽀払開始⽇が暦⽉の中途であった場合には、当暦⽉の利⽤料について当暦⽉の⽀払開始
⽇からの利⽤⽇数及び暦⽇数に応じて⽇割り計算が⾏われるものとします。利⽤料の⽇割
り計算は税抜価格について⾏い、端数が⽣じた場合は切り上げとし、これに消費税等相当額
を付加するものとします。なお、本利⽤契約が暦⽉の中途で終了する場合には、当該暦⽉に
係る利⽤料は減額されず、⽇割り計算は⾏われないものとします。利⽤者による解約により
本利⽤契約が終了する場合、本項第 3 号及び第 4 号に定める無料期間中の解約を除いて、
利⽤者は、本利⽤契約が終了する暦⽉の末⽇まで本サービスの利⽤を継続することができ
ます。
（9）利⽤料は、本利⽤登録時に⼊⼒された au ID を有する対応端末の契約者に請求されま
す（当該契約者以外の⽅が認証情報を⼊⼒された場合も同じです）
。また、au ショップにお
いて本利⽤登録を⾏った場合その他 KDDI が指定する⽅法により本利⽤登録を⾏った場合
は、その登録内容に基づき利⽤者に請求されます。
（10）⼀部の対応端末を除き、利⽤者は、本チャンネルの再⽣画⾯に設定されているリンク
を経由して、再⽣される楽曲の楽曲ファイル等に係る「Music Store powered by レコチョ
ク」
の Web サイトにアクセスすることができます。
但し、
当該利⽤者が
「Music Store powered
by レコチョク」にて販売される楽曲ファイル等を購⼊する場合、本サービスの利⽤料とは
別に当該楽曲ファイル等の料⾦の⽀払いが必要になります。また、当該利⽤者は、「Music
Store powered by レコチョク」にて楽曲ファイル等を購⼊する場合は、本規約とは別に、
「 Music

Store

powered

by

レ コ チ ョ ク 」 サ ー ビ ス 利 ⽤ 規 約

（https://musicstore.auone.jp/s/terms）に従う必要があります。
（11）利⽤者が沖縄セルラー電話と 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。
）を締結する場合は、
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。
（12）利⽤者が、利⽤料を「au かんたん決済」により au 通信サービスの通信料等と合算し
て⽀払う場合において、au 通信サービスの通信料等につきクレジットカード払いとするこ
とを選択している場合には、当該利⽤料に係る債権について、KDDI が、クレジットカード

会社に回収代⾏を委託することを予め承諾していただきます。なお、KDDI は、同譲渡⼜は
回収代⾏の委託について、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。

（13）プラン変更により「うたパス 聴き放題プラン ベーシック」の本利⽤登録が⾏われる
場合、本項第 6 号で定めるとおり、
「うたパス 聴き放題プラン ベーシック」の⽀払開始⽇
以降、
「うたパス 聴き放題プラン ベーシック」の利⽤料の⽀払いを要します。但し、
「うた
パス 聴き放題プラン ベーシック」の本利⽤契約⽇の属する暦⽉に「うたパス 聴き放題プ
ラン My うたプラス」の利⽤料が発⽣している場合、当暦⽉に「うたパス 聴き放題プラン
ベーシック」の利⽤料は発⽣せず、当暦⽉の翌⽉より、本項第 2 号で定める「うたパス 聴
き放題プラン ベーシック」の利⽤料の⽀払いを要します。なお、その「うたパス聴き放題
プラン ベーシック」の利⽤料の⽀払いを要する当暦⽉において、
「うたパス 聴き放題プラ
ン My うたプラス」の利⽤料は減額されず、⽇割り計算は⾏わないものとします。
（14）プラン変更により「うたパス 聴き放題プラン My うたプラス」の本利⽤登録が⾏わ
れる場合、本項第 7 号で定めるとおり、
「うたパス 聴き放題プラン My うたプラス」の⽀
払開始⽇以降、
「うたパス 聴き放題プラン My うたプラス」の利⽤料の⽀払いを要します。
但し、
「うたパス 聴き放題プラン My うたプラス」の本利⽤契約⽇の属する暦⽉に「うた
パス 聴き放題プラン ベーシック」の利⽤料が発⽣している場合、当暦⽉における「うたパ
ス 聴き放題プラン My うたプラス」の利⽤料は⼀律 200 円（税込）となります。なお、そ
の「うたパス聴き放題プランＭｙうたプラス」の利⽤料 200 円の⽀払いを要した翌暦⽉よ
り、本項第 2 号で定める「うたパス 聴き放題プラン My うたプラス」の利⽤料の⽀払いを
要します。
2.「アプリケーション内購⼊」利⽤者の利⽤料
（1）利⽤者は、iOS が搭載されている対応端末へ本アプリをダウンロードする⽅法により
本サービスを利⽤する場合には、前項に定める「au かんたん決済」による利⽤料の⽀払⽅
法の他に、アプリケーション内購⼊による利⽤料の⽀払⽅法を選択することができます。但
し、⼀度選択された⽀払⽅法は、本利⽤契約が終了するまで、変更することができないもの
とします。
（2）アプリケーション内購⼊を利⽤する利⽤者は、利⽤料として本利⽤登録の画⾯上に表
⽰される⾦額（消費税等込・⾃動更新あり）の⽀払いを要します。利⽤者は、アプリケーシ
ョン内購⼊を利⽤することにより、購⼊⽇から起算して 1 ヶ⽉を経過する⽇（当該購⼊⽇
の翌⽉の応当⽇の前⽇をいいます。但し、当該翌⽉に応当⽇がないときは、当該翌⽉の末⽇
をいいます。
）までの期間を当該利⽤料の課⾦単位となる⽉（以下「1 ⽉」といいます）と

して算定し、利⽤者が当該購⼊を取り消す⽇まで、その⽉数に応じてお⽀払いいただきま
す。但し、利⽤者が購⼊の取り消しを申請した⽇が 1 ⽉の途中であった場合、その取り消し
が適⽤されるのは、取り消しを申請した⽇の属する 1 ⽉の終了⽇となり、利⽤料の⽇割り
計算による減額はなされません。
（3）利⽤者が、アプリケーション内購⼊により利⽤料を⽀払う場合には、Apple 等が定め
る「サービス規約」が適⽤になり、当該利⽤料は、ご利⽤の iTunes アカウントに課⾦され、
Apple 等によって請求されます。KDDI は、いかなる理由によっても、Apple 等によって課
⾦され、⼜は利⽤者がアプリケーション内購⼊によって⽀払った利⽤料を返還いたしませ
ん。
（4）前⼆号の定めにかかわらず、利⽤者が、｢au スマートパスプレミアム｣の会員である場
合、キャンペーンを実施する場合等で、KDDI が別途定める条件を満たしたときは、KDDI
が別途定める期間について利⽤料の⽀払いを要しないものとします。
（5）アプリケーション内購⼊の⾃動更新の取り消しを希望する場合、購⼊⽇の翌⽉の応当
⽇（以下「更新⽇」といいます）の 0 時から起算して 24 時間前までに、所定の⼿続が必要
となります。係る⼿続がされない場合、アプリケーション内購⼊は⾃動更新され、翌⽉の利
⽤料の⽀払いが発⽣します。更新⽇の確認、⾃動更新の解除及び設定等の詳細については
Apple Inc.のホームページ（https://support.apple.com/ja-jp/HT202039#subscriptions）で
ご確認ください。
（6）前号のほか、利⽤者は、iTunes から更新⽇の確認や当該⾃動更新の解除及び設定等を
⾏うことが可能です。
（7）プラン変更により「うたパス 聴き放題プラン ベーシック」の本利⽤登録を⾏う場合、
利⽤者がプラン変更を申請した⽇が属する 1 ⽉の終了⽇が「うたパス 聴き放題プラン My
うたプラス」の本利⽤契約の終了⽇となり、翌⽇がベーシック契約成⽴⽇となります。ベー
シック契約成⽴⽇以降の「うたパス 聴き放題プラン ベーシック」の利⽤料は、本項第 2 号
の定めにより発⽣いたします。
（8）プラン変更により「うたパス 聴き放題プラン My うたプラス」の本利⽤登録を⾏う
場合、当該⽇が My うたプラス契約成⽴⽇となります。My うたプラス契約成⽴⽇以降の「う
たパス 聴き放題プラン My うたプラス」の利⽤料は、本項第 2 号の定めにより発⽣いたし
ます。なお、利⽤者がプラン変更を申請した⽇が「うたパス 聴き放題プラン ベーシック」
の本利⽤契約の終了⽇となります。当該⽇が 1 ⽉の途中だった場合、1 ⽉の開始⽇からの利

⽤⽇数及び暦⽇数に応じて⽇割り計算が⾏われ、「うたパス 聴き放題プラン ベーシック」
の利⽤料が減算されます。
3. コード利⽤者の利⽤料
（1）コードをご利⽤の場合、別途利⽤者に⽰すコード利⽤期間に限り、利⽤料⽀払いが不
要となります。利⽤者が⼀度有効化したコードは、コード利⽤期間中の解約はできません
が、コード利⽤期間が満了すると、⾃動的に退会となります。
（2）利⽤者がコードを利⽤した場合、コード利⽤期間の満了後、初めて本利⽤登録を⾏う
場合に限り、本条第 1 項第 3 号が適⽤されます。
（3）第 1 号の定めにかかわらず、利⽤者が「Music Store powered by レコチョク」にて楽
曲ファイル等を購⼊する場合、本条第 1 項第 10 号に従い、当該楽曲ファイル等の料⾦の⽀
払いが必要になります。

第 8 条（利⽤履歴等）
1. 利⽤者が本サービス上で楽曲ファイル等を視聴、利⽤、お気に⼊り登録等をした場合（以
下「視聴等」といいます。
）
、その他 KDDI の指定する⾏為（視聴等を⾏った際の直前の画
⾯閲覧を含みます。
）を利⽤者が⾏なった場合のそれらの利⽤の履歴（以下「利⽤履歴」と
いいます）及び利⽤者が本サービス上でチャット機能を利⽤した場合の利⽤の履歴（チャッ
ト機能による送信メッセージの内容を含み、以下「チャット履歴」といいます。以下、利⽤
履歴とチャット履歴とを併せて「利⽤履歴等」といいます）は、KDDI 所定のサーバ等に保
存されます。
2. 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 を、以下に定める⽬
的及び個⼈情報取扱共通規約（https://id.auone.jp/id/pc/legal/personal_terms.html）に記載
する⽬的で、並びに、チャット履歴を以下に定める⽬的で利⽤できるものとします。
（以下、
利⽤履歴等と au ID を併せて「個⼈情報」といいます。
）
（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
（5）第 12 条に定める禁⽌⾏為へ対処するため

3. ⼀部の対応端末を除き、利⽤者は、利⽤者の選択により、本サービス上で定める⽅式に
従い利⽤者の利⽤履歴を他の利⽤者等 KDDI が対象に定める第三者に公開することができ
ます。公開可能な利⽤履歴は、楽曲ファイルの視聴有無、視聴されている楽曲ファイル名等
となりますが、KDDI の判断により随時変更されるものとします。
4. 前項の定めにかかわらず、本サービスの利⽤中は、⼀部の対応端末を除き、利⽤者のオ
ンラインの状態が他の利⽤者に公開されます。
5. 利⽤者は、前四項に定める利⽤履歴等の保存及び利⽤について予め承諾するものとしま
す。

第 9 条（au ID 変更による保持情報等）
1. au ID の変更に関しては、KDDI が別途定める「ID 利⽤規約」第 2 章「au ID の利⽤」の
規定が適⽤され、変更前の 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。
2. 本サービスは、au 通信サービスに紐づく au ID を⽤いて「au かんたん決済」のうち「通
信料⾦合算」⼜は「au PAY 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）を選択されて本サービスにかかる料⾦のお⽀払いをされていたお客様
が au 通信サービスを解約した場合には、本サービスを⾃動退会することとなります。⾃動
退会とならず継続課⾦となる場合、以下の情報が引き継がれます。また、⾃動退会⽇が属す
る暦⽉の翌⽉末までに本サービスの⽀払い⽅法を変更した場合にも、以下の情報が引き継
がれます。
（1）My うた保存枠
（2）My うた（再ダウンロードが必要な場合があります。
）
（3）楽曲データ購⼊履歴
（4）お気に⼊り視聴履歴（ストリーミング配信曲に限ります。
）
なお、ID 移⾏の条件によっては、リッピングした楽曲・動画、視聴履歴等が引き継がれな
いことがあります。

第 10 条（利⽤者による解約）
利⽤者が本利⽤契約の解約を希望する場合の⼿続き⽅法については、本サイト⼜は本アプ
リ上でご確認ください。

第 11 条（KDDI による本サービスの利⽤停⽌､本利⽤契約の解除）
1. 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若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 3 条第 2 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
2. 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。
3. 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、
⼜は、au ID 若しくは Apple 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。
4. 利⽤者が、第 1 条第 6 項に定める au ID として登録、設定がなされている au ID（以下
「本サービス ID」といいます。
）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 12 条（禁⽌⾏為）
利⽤者は、本サービス及び本アプリの利⽤にあたり、次の⾏為をしてはならないものとしま
す。
（1）本規約に違反する⾏為

（2）本規約で KDDI が別途許諾している使⽤⽅法の範囲を超えて、営利･⾮営利に拘らず、
楽曲ファイル等の複製、頒布、貸与、譲渡、公衆送信、送信可能化若しくは上映を⾏い、⼜
は第三者をして⾏わせること
（3）楽曲ファイル等の修正、変更、編集、翻訳及びその他の改変⾏為
（4）本アプリにつき､KDDI の事前の承諾を得ることなく無断で､転載・複製・複写・修正・
改変・公衆送信・頒布・貸与・翻訳・翻案・⼆次的著作物の作成､リバースエンジニアリン
グ､逆コンパイル､逆アセンブル､その他の利⽤、第三者への譲渡､使⽤許諾､その他の処分を
⾏う⾏為
（5）本サービス及び本アプリの運営を妨げ、⼜は本サービス及び本アプリの信⽤を毀損す
るような⾏為
（6）不正なアクセス（接続）を試みる⾏為
（7）楽曲ファイル等に施された著作権を保護する技術的保護⼿段を回避する⾏為（技術的
保護⼿段に⽤いられている信号の除去⼜は改変を⾏うこと）
（8）以下に掲げる表現、内容等を送信⼜は掲載等（チャット機能によるメッセージ送信及
びプロフィール画像への設定を含みます）する⾏為
①アダルトサイト、出会い系サイト等へのリンク
②異性との出会い、交際⼜は性交渉を⽬的とする表現及び内容
③わいせつ、児童ポルノ⼜は児童虐待にあたる表現及び内容
④卑猥な表現及び内容、激しい性的描写、暴⼒的描写、残虐的描写その他第三者が嫌悪感を
抱く表現及び内容、⼜は不特定多数の者による閲覧に適さない表現及び内容
⑤⼈種、⺠族、性別、信条、社会的⾝分、居住地、⾝体的特徴、病歴、教育、財産等による
差別的な表現及び内容
⑥他の利⽤者⼜は第三者に対する誹謗中傷、侮辱、名誉⼜は信⽤を傷つける表現及び内容
⑦他の利⽤者⼜は第三者の個⼈情報（フルネーム、電話番号、メールアドレス、住所、本⼈
の顔写真等を含みます。以下同じとします。
）
⑧他の利⽤者⼜は第三者の個⼈情報を聞き出すことを⽬的とする表現及び内容
⑨犯罪⾏為その他の法令違反⾏為⼜は⻘少年の健全な育成を阻害する⾏為を推奨、肯定、若
しくは助⻑する等、社会的に有害であると KDDI が判断する表現及び内容
⑩無限連鎖講（ねずみ講）
、リードメール、ネットワークビジネス関連（マルチ商法、マネ
ーゲーム等を含みます）の勧誘等の内容
⑪違法な賭博及び富くじに関する内容、⼜は射幸⼼を煽る表現及び内容
⑫選挙の事前運動、選挙運動⼜はこれらに類似する活動に関する内容、及び公職選挙法に抵
触する表現、内容
⑬KDDI が許可したものを除き、営利、⾮営利⽬的を問わず、物・サービスの売買、交換（そ
れらの宣伝、告知、勧誘を含みます）を⽬的とする表現及び内容（物品を販売し、⼜は契約
を締結させることを⽬的とする無料セミナーの情報の送信等を含みます）

⑭他の利⽤者⼜は第三者を名乗る等のなりすまし
⑮政治団体、宗教団体若しくはそれと同視し得る団体への勧誘、布教、寄付等を求める表現
及び内容
⑯健全な社会通念に反し、品性を損なうような表現及び内容
（9）本サービスを通して取得したクーポン、商品その他⼀切の物品、サービス等（クーポ
ンを利⽤して購⼊⼜は受領した商品その他⼀切の物品、サービス等を含みますが、これらに
限りません）の利⽤にあたり KDDI が定めた個別の遵守事項（第三者への販売、取引、転
売の禁⽌を含みますが、これらに限りません）に違反する⾏為
（10）社会通念上、不適切と解釈され、⼜はその恐れのある⾏為
（11）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
（12）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
（13）その他、公序良俗に反する⾏為
（14）法令に違反する⾏為⼜はその虞のある⾏為
（15）その他、KDDI が不適切と合理的に判断する⾏為

第 13 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、本サービス及び本アプリ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 14 条（責任）
1. KDDI は、本サービス及び本アプリの内容、並びに楽曲ファイル等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。2. 利⽤者は、利⽤者の判断と責任にお
いて本サービス及び本アプリを利⽤するものとし、本サービス及び本アプリ並びに本サー
ビス及び本アプリの利⽤の結果について⼀切の責任を負うものとします。
3. 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。対応端末以外で本利
⽤登録を⾏い、⼜は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。

4. 本サービスを通じて購⼊し⼜は取得したクーポン、商品その他⼀切の物品、サービス等
（クーポンを利⽤して購⼊⼜は受領した商品その他⼀切の物品、サービス等を含みますが、
これらに限りません。）の内容、数量、性質、利⽤者の対応端末での利⽤可能性について、
KDDI は何ら保証を⾏わないものとします。
5. 本サービス及び本アプリの利⽤に関連して、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 15 条（本サービス及び本アプリの中断・停⽌等）
1. KDDI は、以下に該当する場合、本サービス及び本アプリ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 に故意⼜は重⼤な過失が認められない限り、免責されるものとしま
す。
（1）本サービス⼜は本アプリ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、本サービス⼜は本アプリの提供が不
能⼜は困難となった場合
（3）その他、不測の事態により KDDI が本サービス⼜は本アプリの提供が不能⼜は困難と
判断した場合
2. KDDI は、予告なく本サービス及び本アプリの⼀部⼜は全部を、変更、停⽌、中⽌、終了
することができます。KDDI が本サービス及び本アプリを変更、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 に故意⼜は重⼤な過失が認め
られない限り、当該損害について責任を負わないものとします。

第 16 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、本サイト⼜は本アプリ上への
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 17 条（個⼈情報等）
1. 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
扱共通規約に従って適正に取り扱うものとします。なお、第 8 条と、KDDI のプライバシー
ポリシー及び個⼈情報取扱共通規約と⽭盾する場合は、第 8 条が優先して適⽤されるもの
とします。
KDDI のプライバシーポリシーはこちら
https://www.kddi.com/corporate/kddi/public/privacy/
個⼈情報取扱共通規約はこちら
https://id.auone.jp/id/pc/legal/personal_terms.html
2. KDDI は、事由の如何を問わず本利⽤契約が終了した場合、利⽤履歴等その他利⽤者の
本サービス及び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 18 条（関連情報の取得）
1. 本サービスは、Google Inc.（以下「Google」といます）が提供する解析サービスである
Google Analytics を⽤いて、利⽤者が閲覧した画⾯のページビュー数、クリック数（以下総
称して「数値情報」といいます）
、及び、DoubleClick サードパーティ Cookie 若しくは端末
広告 ID により取得されるディスプレイ広告のトラッキングデータ、ユーザー属性、⼜はイ
ンタレストカテゴリに関する個⼈情報に当らないデータ（以下総称して「その他情報」とい
います）を取得しています。なお、数値情報は、Google において分析統計処理が施され、
個⼈が特定できないように加⼯されています。
KDDI は、Google から受領した数値情報及びその他情報を、本サービスの改善、品質向上
のため利⽤します。また、Google は、Google の責任の下、Google の利⽤規約及びプライ
バシーポリシーに基づき、数値情報を管理します。
詳細については、Google のホームページ（https://policies.google.com/?hl=ja)でご確認く
ださい。
2. 本アプリ（Android 版）は、Google が提供する Crashlytics を
⽤いて、本アプリの起動時に Android ID を取得する機能を有しています。Android ID は、

個⼈が特定できない状態で Google へ送信されます。
また、本アプリは、 Google が提供する Crashlytics を⽤いて、本アプリが予期せぬ不具合
により強制終了（以下「クラッシュ」といいます）した場合、クラッシュした⽇時、クラッ
シュの原因と推測されるプログラム上の不具合の場所（以下総称して「クラッシュ情報」と
いいます）
、端末の機種情報、端末を識別する ID 及び Android ID を取得する機能を有して
います。
クラッシュ情報、端末の機種情報、端末を識別する ID 及び Android ID（以下総称して「ク
ラッシュ情報等」といいます）は、個⼈が特定できない状態で Google へ送信され、Google
から KDDI へ送信されます。KDDI は、 本アプリの品質向上 のために、クラッシュ情報
等を利⽤します。また、Google は、Google の責任の下、Google の利⽤規約及びプライバ
シーポリシーに基づき、クラッシュ情報等を管理します。詳細については、Crashlytics のプ
ライバシーポリシー（https://firebase.google.com/policies/analytics/?hl=ja）をご確認くだ
さい。
3. 本アプリは、 Repro 株式会社 （以下「Repro 社」といいます）が提供するプッシュ通知
解析・配信サービスである Repro を⽤いて、端末のシステムログ情報・端末固有の情報・
Android ID・その他を取得する機能を有しています。
KDDI は、 お客様にとって有益と考える情報の提供のため、Repro 社へ端末のシステムロ
グ情報・端末固有の情報・Android ID・その他を送信します。但し、端末のシステムログ情
報・端末固有の情報・Android ID・その他によって個⼈を特定することはできません。また、
Repro 社は、Repro 社の責任の下、Repro 社のポリシーに基づき、端末のシステムログ情報・
端末固有の情報・Android ID・その他を管理します。詳細については、Repro 社のプライバ
シーポリシー （https://repro.io/company/legal/privacy/）をご確認ください。
4. KDDI は、本条に定めるほか、数値情報を利⽤者の同意を得ることなく、第三者に提供し
ないものとします。

第 19 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 20 条（損害賠償）
本サービス及び本アプリのご利⽤にあたり、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、利⽤者が現に利⽤している
本サービスの利⽤料の 1 か⽉分相当額を上限として、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 21 条（準拠法）
本規約及び本利⽤契約に関する準拠法は、⽇本法とします｡

第 22 条（管轄裁判所）
本規約及び本利⽤契約に関する⼀切については、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 23 条（歌詞データ等）
本サービス内の歌詞データ及びその閲覧機能については、株式会社シンクパワーの歌詞サ
ービス「プチリリ」より提供を受けております。歌詞データ及びその閲覧機能のご利⽤にあ
たっては同社の利⽤規約に従う必要があります。プチリリの利⽤規約はこちら
（https://petitlyrics.com/contents/kiyaku.html）

【附則】
2018 年 3 ⽉ 1 ⽇よりも前にこの規約に同意頂いたお客様が、改定後のこの規約⼜は個⼈情
報取扱共通規約のいずれかに同意するまでは、第 8 条第 2 項は、以下の規定に読み替えて
適⽤するものとします。
「2. 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 を、以下第 1 号乃
⾄第 3 号の⽬的で、また、チャット履歴を第 3 号の⽬的で利⽤できるものとします。
（以下、
利⽤履歴等と au ID を併せて「個⼈情報」といいます。
）
（１）楽曲等に関するお勧め情報その他 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

（３）第 12 条に定める禁⽌⾏為へ対処するため
2020 年 12 ⽉ 18 ⽇ 改訂
2020 年 6 ⽉ 18 ⽇ 改訂
2020 年 4 ⽉ 14 ⽇ 改訂
2019 年 11 ⽉ 19 ⽇ 改訂
2012 年 6 ⽉ 27 ⽇ 制定

