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第１条（総則）
１．表題記載の各社のうち、契約者がサービス提供を受ける地域を所管する会社（以下「当
社」といいます。
）は、会員に対し、J:COM ミュージック powered by うたパス利
用規約（以下「本規約」といいます。）の定めに従い、定額制音楽配信サービス「J:COM
ミュージック powered by うたパス」
（以下「本件サービス」といいます。）を提供し
ます。会員が予め本規約に同意されない場合、本サービスをご利用いただくことはで
きません。
２．会員は、本件サービスを利用するために、株式会社ジュピターテレコム（以下「ジュ
ピターテレコム」といいます。
）および当社が提供する「J:COM パーソナル ID」
（以
下「J:COM パーソナル ID 」といいます。）およびパスワードが必要となります。
会員に対しては、本規約の他に「J:COM パーソナル ID 利用規約」
（以下「J:COM
パーソナル ID 利用規約」といいます。
）が適用されるものとします。
４．J:COM パーソナル ID およびパスワードによる認証ができない場合、会員は、本件
サービスを利用することができません。
第２条（規約の変更等）
１．当社は、この規約を変更する場合があります。この場合には、料金その他の提供条件
は変更後の規約によります。
２．当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。
３．規約変更その他当社の申し出により契約者にとって不利益な内容を含む契約条の変
更を行う場合、当該変更の内容につき、契約者に対し、当社の判断により、令に従い、
個別の通知及び説明に代えて、事前に、文書、ダイレクトメール等の広告物、電子メー
ル、または当社ホームページ上の表示により、当該変更内容を通知または周知すること
があります。
第３条 (定義）
本規約において用いる用語は、以下の各号に定める意味で使用するものとします。
(1) 「利用申込者」とは、本件契約の締結を当社に申し込む個人(事業としてまたは
事業のために契約当事者となる場合におけるものを除きます)をいいます。
(2) 「会員」とは、当社との間で、本件契約が成立した利用申込者をいいます。会員
は、有料会員と無料会員を総称するものです。
(3) 「有料会員」とは、有料会員登録を行った会員をいいます。
(4) 「無料会員」とは、無料会員登録を行った会員をいいます。
(5) 「有料会員登録」とは、利用申込者が、有料サービスを利用するため、当社所定
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の加入申込書の提出、その他当社所定事項を当社に通知することをいいます。
(6) 「無料会員登録」とは、利用申込者が、無料サービスを利用するため、本件アプ
リをダウンロードし、本件アプリの利用を開始することをいいます。
(7) 「有料サービス」とは、本件サービスのうち、有料会員が当社に対して毎月会費
を支払うことにより、利用できるサービスをいい、
「聴き放題プラン My うたプ
ラス」を指します。
(8) 「無料サービス」とは、本件サービスのうち、無料会員が、当社に対して会費を
支払うことなく利用できるサービスをいいます。
(9) 「本件契約」とは、会員および当社間で締結される本件サービス利用契約をいい
ます。本件契約は、有料契約と無料契約を総称するものです。
(10) 「有料契約」とは、当社および有料会員間で締結される本件契約をいいます。
(11) 「無料契約」とは、当社および無料会員間で締結される本件契約をいいます。
(12) 「KDDI」とは、KDDI 株式会社をいいます。
(13) 「Google」とは、Google Inc.をいいます。
(14) 「Repro」とは、Repro 株式会社をいいます。
(15) 「会費」とは、有料会員が当社に対して支払う本件サービスの月額利用料金をい
います。会費の金額は、本規約第 10 条に定めるとおりとします。
(16) 「無料提供期間」とは、有料会員登録日から当該登録月の末日までをいいます。
無料提供期間中、初めて有料会員登録を行った有料会員に限り、当社に会費を支
払うことなく、有料サービスを利用することができます。
(17) 「対応端末」とは、本件アプリに対応した情報端末をいいます。対応端末詳細は、
本規約第 6 条に定めるとおりとします。
(18) 「本件アプリ」とは、当社所定の専用アプリケーション「J:COM ミュージック
powered by うたパス」をいいます。なお、本件アプリには、android 版と iOS
版が存在します。
(19) 「反社会的勢力」とは、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。）、暴力団員
（同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。）
、暴力団関係企業、総会屋、
社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに
準じる者およびこれらの者と密接な関わりを有する者を総称するものです。
(20) 「当社サービス」とは、当社が別に定める J:COM TV サービス加入契約約款、
インターネット接続サービス契約約款、J:COM PHONE プラスサービス契約約
款、プライマリ電話サービス契約約款、J:COM MOBILE（プラン a）契約約款、
J:COM MOBILE（プラン i）契約約款、J:COM 緊急地震速報サービス利用規約、
J:COM 電力家庭用コース契約約款および J:COM WiMAX 2+ サービス利用規
約のいずれかの約款または利用規約に基づき当社が提供するサービスをいいま
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す。
(21) 「利用履歴等」とは、利用履歴およびチャット履歴を総称するものです。
(22) 「利用履歴」とは、会員が楽曲の視聴、利用、お気に入り登録その他本件サービ
スを利用した履歴をいいます。
(23) 「チャット履歴」とは、会員がチャット機能による送信メッセージその他当社の
指定するチャット機能を利用した履歴をいいます。
(24) 「数値情報」とは、会員が本件サービス上で閲覧した画面ページビュー数および
画面クリック数をいいます。
(25) 「その他情報」とは、ディスプレイ広告のトラッキングデータ、ユーザー属性お
よび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をいいます。
(26) 「加入者番号」とは、当社サービスに加入する際に発行される個別の番号をいい
ます。
(27) 「加入情報」とは、本件契約の有無、本件契約の種類、本件サービスの提供開始
日をいいます。
第４条（本件契約）
１．本件契約は、1 世帯当たり 1 契約とします。
２．利用申込者は、有料会員登録または無料会員登録を実施することにより、当社に本件
契約の締結を申し込むものとします。
３．当社は、次の場合には、前項に定める申込みを承諾しないことがあります。
(1) 利用申込にかかる申告内容その他当社に提供された利用申込者の情報に虚偽も
しくは不備またはそれらのおそれがある場合
(2) 過去に本規約、J:COM パーソナル ID 利用規約等に違反する行為または違反す
るおそれのある行為をした場合
(3) 利用申込者が、本件サービス以外の当社の提供するサービス利用契約に違反し
たことがある場合、現に違反している場合または違反のおそれがあると当社に
おいて判断した場合
(4) 当社による会費請求に必要な手続として別途当社が指定する手続の完了が見込
めないと当社において判断する場合
(5) 利用申込者が法人の場合
(6) 利用申込者が事業としてまたは事業のために本件サービスを利用する個人の場
合
(7) 利用申込者が反社会的勢力の場合
(8) 当社が本件サービスを提供するにあたり、当社の業務遂行上支障が生じる場合
またはそのおそれがあると当社において判断した場合
(9) その他利用申込者を会員とすることが不適切であると当社において判断した場
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合
４．当社は、当社サービスの契約者に対し、本件サービスを提供します。
５．会員と当社の間の当社サービスの利用契約が全て終了した場合、本件契約は自動的
に終了するものとします。
６．当社は、会員の承諾を得ることなく、本件サービスの提供に必要となる業務の全部ま
たは一部を KDDI に対して委託できるものとします。
７．当社は、会員の承諾を得ることなく、本件サービスの全部または一部を変更し、また
は廃止できるものとします。当社は、本件サービスの変更または廃止により会員に生
じた損害について一切の責任を負わないものとします。
８．本件サービスの詳細は、別紙に定めるとおりとします。
第５条（利用条件等）
１．当社は、本規約に従い会員が本件サービスの利用(楽曲の視聴、歌詞その他関連情報
の閲覧にあたり、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、クーポンなら
びに商品その他一切の物品およびサービス等（クーポンを利用して購入または受領
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「楽曲等」といいます)の日本国内における非独占かつ譲渡不能の使用権を
会員に対し有償で許諾します。
２．会員は、自己の責任と負担において、本件サービスの利用において使用するものとし
ます。なお、当社は、本件サービスが全ての対応端末に対応することを保証するもの
ではありません。
３．会員は、本件サービスを利用するため、本件アプリを対応端末にダウンロードする必
要があります。
４．会員は、本件サービスを利用するため、本件アプリを最新のバージョンにアップデー
トする必要があります。
会員は、本件アプリが、随時当社のサーバー、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、自動アップデートされることに同意します。
５．本件アプリのダウンロード、自動アップデートおよびその利用、ならびに本件サービ
スの利用には別途当社所定の通信料がかかります。ただし、J:COM MOBILE A プラ
ンに加入しており、かつ、当社が別途指定する対応端末を使用する会員は、本件サー
ビスにおける楽曲のダウンロードに限り、当該通信料はかかりません。なお、この場
合においても、同契約約款第 36 条第 4 項の規定に基づき、J:COM MOBILE サービ
スの速度制限に関する規定が適用されるものとします。
６．本件サービスは、個人（事業としてまた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。
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７．当社は、利用者の承諾を得ることなく、本件サービスの提供条件（楽曲のラインナッ
プを含みます）を随時変更することができます。
８．当社は、日本国内でのみ、本件サービスを提供します。
第６条（対応端末）
会員は、当社が定める Android OS 搭載デバイスおよび iOS 搭載デバイス（以下併せて
「当社対応端末」といいます。
）のいずれかにおいて、本件サービスを利用できるものと
します。
第７条（有料契約の成立）
１．当社が、利用申込者が行った有料会員登録を承諾することにより、有料会員および当
社間で有料契約が成立するものとします。
２．有料契約が成立した日(以下「有料契約成立日」という)は、有料会員登録を当社が承
諾した日とします。
第８条（有料サービスの提供期間）
１．有料サービスの提供開始日は、以下のとおりとします。
(1)有料会員登録時、利用申込者が既に当社サービスの契約者である場合
有料契約成立日
(2)有料会員登録時、利用申込者が当社サービスと有料サービスを同時に申込んだ場
合
利用申込者が加入申込みを行った当社サービス全ての工事が完了した日
２．有料会員は、前項に定める有料サービスの提供開始日から第 11 条第 1 項に基づき解
約の通知を行った日の属する月の末日または第 16 条に基づき当社が本件契約を解除
する時点までの間、有料サービスを利用することができます。
第９条（有料会員登録の撤回等）
１．有料会員は、
「J:COM ミュージック powered by うたパス提供に関する特定商取引
法に基づく表示」の書面受領日から起算して 8 日を経過するまでの間、文書により
その申込みの撤回または本件契約の解除（以下「撤回等」といいます。
）を行うこと
ができます。ただし、当社サービスと有料サービスを同時に申込んだ場合に限り、当
社サービスに関する各契約約款および利用規約に規定する「契約締結後書面」を受領
した日から起算して 8 日を経過するまでの間、法令の定めに基づき、文書によりそ
の申込みの撤回または本件契約の解除を行うことができます。
２．前項の規定による撤回等は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。
３．本条第 1 項の規定による撤回等を行った者は、実際に支払った会費の還付を請求す
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ることができます。ただし、予め加入申込みの撤回をする意思をもって契約の申込み
を行った場合等、契約の申込みをしようとする者に対する保護を図ることとする本
条の規定の趣旨に反していると明らかに認められるときは、この限りではありませ
ん。
４．本条第 1 項の規定にかかわらず有料契約締結後、有料サービスを利用された場合に
は、有料サービスの利用申込者はその利用に関し当社が負担した全ての費用を負担
するものとします。
５．前 4 項の規定の他、有料会員が「J:COM ミュージック powered by うたパス提供
に関する特定商取引法に基づく表示」の書面または「契約締結後書面」を受領する以
前で、かつ有料サービスを利用されていない場合には、有料会員は当社に対し、当該
契約の申込みを撤回することができます。この場合、当社は有料会員に対し、原則と
して、いかなる費用の負担も求めません。
第１０条（有料契約にかかる会費）
１．有料会員は、有料サービスを利用するにあたり、月額 500 円（税込 550 円）の会費
を支払うものとします。
２．会費の支払義務は第 8 条第 1 項に基づき有料サービスの提供開始日の属する月から
発生するものとします。なお、有料会員は、実際に本件サービスを利用しなかった月
についても会費の支払義務を負うものとします。
３．前項の規定にかかわらず、無料提供期間中、初めて有料会員登録を行った有料会員は、
会費を支払う必要はありません。
４．有料会員が第 11 条に定める解約を行った後、再び当社との間で有料会員契約を締結
した場合、前項の規定は適用されず、有料会員は、無料提供期間中であっても、会費
の支払義務を負うものとします。
５．当社は、第 9 条第 3 項及び第 22 条に定める損害賠償の支払いを除き、会費その他本
規約等に基づき有料会員から支払われた一切の金員について、解約・取り消し・解除
その他事由の如何を問わず返還しないものとします。
第１１条（有料会員による解約）
１．有料会員が有料契約を解約しようとするときは、有料会員は、当社所定の方法により
当社に通知するものとします。当該通知の当社への到達日が属する月の末日をもっ
て、当社有料契約が解約されるものとします。
２．前項に基づく通知が暦月の途中で行われた場合においても、有料会員は、解約通知の
当社への到達日が属する月の末日までの期間にかかる会費の支払義務を負うものと
し、会費の日割計算は行わないものとします。
３．本条第 1 項に定める当社への解約通知がなければ、有料会員が本件アプリを削除し
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たとしても、有料契約は終了しません。
４．本条第 1 項に基づく有料契約の解約後、第 15 条第 1 項または第 16 条に基づき、無
料契約が終了しない限り、有料会員は、無料会員として無料サービスを継続して利用
することができるものとします。
第１２条（無料契約の成立）
１．利用申込者が無料会員登録を行うことにより、無料会員および当社間で無料契約が
成立するものとします。
２．無料契約が成立した日(以下「無料契約成立日」といいます)は、無料会員が無料会員
登録を実施した日とします。
第１３条（無料サービスの提供）
１．無料サービスの提供開始日は、無料契約成立日とします。
２．無料会員は、前項に定める無料サービス提供期間開始日から第 15 条第 1 項に基づく
無料会員の退会手続を行った時点または第 16 条に基づき当社が本件契約を解除する
時点までの間まで、無料サービスを利用することができます。
第１４条（無料契約にかかる会費）
無料サービスを利用する限り、無料会員は、会費の支払義務はありません。
第１５条（無料会員による解約）
無料会員が無料契約を解約しようとするときは、無料会員は、本件アプリを削除する
ものとします。
第１６条（当社による本件契約の解除）
１．会員が以下の各号のいずれかに該当した場合、当社は、通知催告等何らの手続を要す
ることなく、本件サービスの提供を停止し、本件契約を解除しまたは会員の資格を取
り消すことができるものとします。
(1) 利用申込にかかる申告内容その他当社に提供された会員の情報に虚偽もしくは
不備またはそれらのおそれが判明した場合
(2) 本規約の定めに違反し、または違反するおそれのある行為を行い、当社から当該
行為の是正を求められたにもかかわらず、相当の期間内にこれを是正しなかっ
た場合
(3) 会員が、当社の提供する本件サービス以外のサービスの利用にかかる契約に違
反した場合または違反のおそれがあると当社において判断した場合
(4) 会費の請求に必要な手続として別途当社が指定する手続の完了が見込めないと
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当社において判断する場合
(5) 会員が法人であることが判明した場合
(6) 会員が反社会的勢力であることが判明した場合
(7) 会員の所在が不明になりまたは当社所定の方法による会員に対する連絡が困難
となったとき
(8) その他、当会員として不適切と当社において判断した場合
２．有料会員は、前項に基づき有料サービスの提供が停止され、または有料契約が解除さ
れた場合であっても、当該提供停止日または解除日の属する月にかかる会費の支払
義務を免れないものとします。
第１７条（通知）
当社が、本件サービスに関して会員へ通知を行う場合、当社の Web サイト、本件アプリ
上への掲載、利用者への電子メールの送信またはその他当社が適当と認める方法により
行うものとします。
第１８条（加入情報の変更）
１．会員は、当社に届け出た情報に変更が生じた場合、当社の所定の方法により速やかに
変更の手続を行うものとします。
２．会員が前項に基づく変更手続を怠ったことにより会員が不測の不利益を被ったとし
ても、当社はその責任を一切負いません。また、会員が前項に基づく変更手続を怠っ
たことにより当社が会員宛に発送した通知が到達せず、または到達が遅延した場合、
当該通知は通常到達すべき時に会員に到達したものとみなされます。
第１９条（本件サービスの一時中断等）
１．当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、会員の同意を得ることなく、本件サー
ビスの全部もしくは一部の提供を一時中断しまたは一時停止することができるもの
とします。
(1) 火災、停電、天災等の不可抗力その他当社の責めに帰すべからざる事由に起因し
て本件サービスの提供が不可能または困難になった場合
(2) 交通事情、気象状況等により本件サービスの提供が当社の事業遂行上支障があ
ると判断する場合
(3) その他、当社が合理的な理由により、本件サービスの提供を一時中断または一時
停止する必要があると判断した場合
２．前項に基づき当社が行ったサービスの一時中断または一時停止に関して、当社は会
員に対していかなる責任も負いません。
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第２０条（禁止行為）
会員は、以下の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
(1) 本件サービスを犯罪行為その他の反社会的行為もしくはこれを予告、関与または
助長するために用いること
(2) 本件サービスを他人の権利、プライバシーの侵害、個人情報の不正取得またはそ
の他不正の目的をもって利用すること
(3) 本件サービスをストーキング行為に利用する等、方法のいかんを問わず第三者に
対する嫌がらせに利用すること
(4) 本件サービスを当社が提供する管理ソフトを回避する方法で利用すること
(5) 本件サービスを端末の利用者に無断でインストールし、利用すること
(6) 正当な理由なく本件サービスを端末にインストールすることを強制すること
(7) 会員が利用権限を有しない端末を正当な理由なく利用または管理するために本件
サービスを用いること
(8) 第三者に本件サービスの利用を許諾すること
(9) 本件サービスに関連して使用される当社または第三者の著作権、商標権その他一
切の権利を侵害する行為またはそのおそれのある行為をすること
(10) 楽曲ファイル等の修正、変更、編集、翻訳およびおよびその他の改変を行うこと
(11) リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブル、修正、翻訳およ
びその他改造をおこなうこと
(12) 本件サービスを接続しているサーバーもしくはネットワークを妨害したり混乱さ
せたりすること
(13) ID 等を不正に使用しまたは使用させること
(14) 虚偽または誤解を招くような内容を含む情報等を掲載等し、または登録すること
(15) 他の会員を含む第三者の名前その他の情報を不正利用する行為
(16) わいせつな内容、過度に暴力的な内容およびその他未成年者の人格形成等に悪影
響を与えるような表現（文書、図画、写真および動画等）を伴う投稿をすること
(17) 当社または他人の産業財産権（特許権、商標権等）、著作権、企業秘密等の知的
財産権を侵害すること
(18) 当社または他人の信用もしくは名誉を侵害し、または他人のプライバシー権、肖
像権その他一切の権利を侵害すること
(19) 本件サービスの運営または提供もしくは他の契約者による本件サービスの利用を
妨害し、またはそれらに支障をきたす行為をすること
(20) 選挙の事前運動、選挙活動またはこれらに類似する行為のために本件サービスを
利用すること
(21) 当社が別に定めるものを除き、本件サービスを商業目的で使用すること
(22) 法令または公序良俗に違反する行為をすること
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(23) コンピュータウイルス等、有害なプログラムまたはスクリプトの類を含む投稿を
おこなったり、これらの投稿を誘引したりすること
(24) 重大な危険行為に結びつく、またはこれらの行為を助長する投稿をすること
(25) 同内容の投稿を複数回行うこと
(26) 個人的な売買または譲渡を持ちかける目的をもって投稿をすること
(27) 第三者より金品などの対価を受けることを目的とする投稿をすること
(28) 本件サービスまたは当社のサービスの提供を妨げる内容の投稿をすること
(29) 当社が不適切と判断し削除した内容を再び投稿すること
(30) 本条に定めるほか、本規約に違反する行為を行うこと
(31) その他当社が不適当と判断すること
第２１条（権利の帰属）
１．本件サービスにおいて提供される楽曲等に係る著作権、著作隣接権、商標権、工業所
有権その他一切の知的財産権およびノウハウその他の権利（以下総称して「知的財産
権等」といいます）は、当社、KDDI、一般社団法人日本音楽著作権協会、株式会社
NexTone、レコード会社、株式会社シンクパワーまたは 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。本規約による楽曲等の使用許諾は、会員
に対して、楽曲等にかかるいかなる権利の譲渡または移転を認めるものではありま
せん。
２．本件アプリに係る知的財産権等は当社､KDDI あるいは KDDI に対してその提供また
は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２２条（損害賠償）
１． 本件サービスおよび本件アプリの利用にあたり、当社の責めに帰すべき事由によ
り会員が損害を被った場合、当社は、通常生ずべき損害に限り、かつ、会費の1ヶ月
分相当額を上限として、当該損害を賠償するものとします。
２． 前項の規定は、当社の故意または重大な過失に基づく損害については、この限り
ではありません。
第２３条（免責）
１．当社は、本件サービスについて、その安全性、正確性、確実性、有用性、発生したト
ラブルの解決、会員が意図する特定の目的との適合性等を何ら保証するものではあ
りません。
２．当社は、会員が行った利用履歴の公開により会員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。ただし、当社の故意または重大な過失に基づく場合に
ついては、この限りではありません。
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３．当社は、前条に定める場合を除き、会員が本件契約の有効期間中に本件サービスを利
用できなかったことおよび本件サービスの提供が遅延したことについて一切の責任
を負いません。ただし、当社の故意または重大な過失に基づく場合については、この
限りではありません。
４．当社、前条に定める場合を除き、本規約等に定める範囲を超える異議、苦情および請
求等について何ら責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重大な過
失に基づく場合については、この限りではありません。
第２４条（個人情報の取り扱い）
１．当社は、会員に係る氏名もしくは名称、電話番号、住所もしくは居所または請求書
の送付先、生年月日、性別、メールアドレス、本件サービス利用状況等の情報（以
下「個人情報等」といいます。）を、当社が当社ホームページ上で公開するプライ
バシーポリシーの定めに準じて管理します。
２．当社は、会員の個人情報等を、本件サービスおよびこれに関連するサービスの提供、
運営、料金の請求および品質向上、マーケティング分析ならびに会員にとって有益と
考える情報（当社の提供する商品もしくはサービスに関する情報広告を含みますが
これに限りません。）の選定および配信の目的に利用します。
３．当社は、加入者番号および加入情報ならびに利用履歴を契約者サポート、契約者への
通知および利用履歴等の確認のため、KDDI および株式会社ジュピターテレコムと
共同利用いたします。
４．前項に基づく個人情報の共同利用に係る責任者は以下の各号のとおりです。
(1) 加入者番号および加入情報
当社
(2) 利用履歴等
KDDI
第２５条（利用履歴等）
１．利用履歴等は、KDDI 所定のサーバー等に保存されます。
２．会員は、当社による利用履歴等の保存および利用について予め承諾するものとしま
す。
３．当社は利用履歴等を確認し、必要と判断する範囲で利用履歴の全部・一部削除または
修正・編集を行い、必要に応じてその内容を警察その他公的機関に通報することがあ
ります。
第２６条（関連情報の取得）
１．当社は Google が提供する解析サービスである Google Analytics を用いて数値情報
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および DoubleClick サードパーティ Cookie または端末広告 ID により取得されるそ
の他情報を取得します。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。
２．当社は、Google から受領した数値情報およびその他情報を、本件サービスの改善、
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
約およびプライバシーポリシー（https://www.google.com/intl/ja/policies/)に基づき、
数値情報を管理します。
３．当社は Repro 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・その他の情報を取得します。なお、数値情
報は、Repro 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。
４．当社は、当社がお客さまにとって有益と考える情報の提供のため、Repro へ端末のシ
ステムログ情報・その他情報を送信します。但し、端末のシステムログ情報・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・その他を管理します。
詳細については、以下のページをご確認ください。
（Repro 社のプライバシーポリシ
ー https://repro.io/company/legal/privacy/）
５．当社は、本条第１項および第３項に基づき取得した数値情報およびその他情報を会
員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２７条（分離可能性）
本規約等のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令により無効ま
たは執行不能と判断された場合であっても、本規約等の残りの規定は、継続して有効に存
続するものとします。
第２８条（譲渡禁止）
会員は、本規約等に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡し、または自己もし
くは第三者のために担保に供してはならないものとします。
第２９条（債権譲渡）
会員は、当社が第三者に、当社が有する会員に対する会費その他についての債権を譲渡
することがあることを予め承諾していただきます。
第３０条（準拠法）
本規約の効力・履行および解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
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第３１条（管轄裁判所）
会員と当社との間における一切の調停、訴訟その他の紛争については、当社のサービス区
域を管轄する簡易裁判所または地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とし
ます。。
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別紙
本件サービスの内容
第１条（有料サービスの内容）
有料サービスの内容は以下の各号のとおりです。
(1) 有料会員は、本サービスにおいて当社の設定する複数のチャンネル（以下「本チャン
ネル」といいます）から希望のチャンネルを選択して、予め当該チャンネル内に登録
された楽曲を当社が指定する再生順で視聴することができます。なお、当社が特に定
める場合を除き、視聴できる楽曲を個別に選択すること及び当社が指定する再生順
の変更することはできません。
(2) 有料会員は、一部の対応端末を除き、本チャンネルのうち、一部のチャンネルにおい
て、他の会員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、有料会員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) 有料会員は、割引クーポンの利用やプレゼントへの応募をすることができます。
(4) 有料会員は、第３条に定める My うたを利用することができます。
(5) 一部の対応端末を除き、有料会員がチャットを利用する場合、有料会員は、本サービ
ス上で定める方式に従い、チャット機能を利用している状態にあることが他の有料
会員等に公開されることに予め同意するものとします。公開される利用履歴は、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、当社の判断に
より随時変更されるものとします。
(6) 有料会員は、歌詞閲覧機能を利用することができます。
第２条（無料サービスの内容）
無料サービスの内容は以下の各号のとおりです。
(1) 無料会員は、本チャンネルから希望のチャンネルを選択して、当社の指定する 29 秒
間楽曲を視聴することができます。ただし、無料会員は、視聴する楽曲を選択するこ
とはできません。
(2) 無料会員は、本件アプリ上で、無料会員が所有する端末内に保存されている音楽フ
ァイルのうち、拡張子が.「.mp4」
「.m4v」
「.3gpp」
「.3gp」
「.3g2」または
「.3gpp2」である MP4 形式の音楽ファイルを再生することができます。なお、こ
れらのファイル形式であっても、ビットレートやサンプリングレート等の条件によ
り音楽ファイルを再生できない場合があります。
第３条（My うた）

15

１．有料会員は、本件サービス内で楽曲を選択し、別途当社が付与する楽曲を登録する
ための保存枠（以下「My うた保存枠」といいます）に登録することで当該楽曲
（以下「My うた」といいます。
）を繰り返し再生することができます。
２．当社は、有料会員に対し、有料契約成立日の属する月より、毎月 10 枠ずつ My う
た保存枠を付与します。
３．有料会員は、有料契約が存続している限り、My うた保存枠へ楽曲登録を行い、保
持することができます。有料会員が保持できる My うた保存枠は、60 枠を上限とし
ます。
４．本条第 2 項の定めにかかわらず、当社は、My うた保存枠を 60 枠保有する有料会員
に対しては、My うた保存枠の付与は行いません。また、当社が My うた保存枠を
付与する時点で上限 60 枠を超過する場合には、60 枠を上限として付与します。
５．My うたを 1 曲登録するために必要となる My うた保存枠は、1 枠分です。有料会
員は、一度 My うた保存枠に登録した My うたを変更、または削除することはでき
ません。
６．有料会員は、一度登録した My うたおよび Mｙうた保存枠について、有料契約が存
続する限り、これを継続して利用できます。ただし、本件権利者からの要請等やむ
を得ない理由により、My うた保存枠に登録された楽曲が配信停止となった場合
は、配信停止と同時に当該配信停止楽曲が登録されていた My うた保存枠は、自動
的に消滅します。この場合、当社は、有料会員に対し、配信停止となった My うた
の楽曲数と同数の My うた保存枠を新たに付与いたします。
７．有料会員は、有料契約の解約を行った場合、有料契約が終了する月の末日まで有料
サービスの利用することができます。この場合、有料契約終了時点以降、有料会員
が登録した My うたおよび有料会員が保持していた My うた保存枠はすべて消滅
し、有料会員は、My うたおよび My うた保存枠を利用することができなくなりま
す。
８．前項の規定にかかわらず、無料提供期間中に、有料会員が当社に対し有料契約の解
約を行った場合、および当該解約通知時点以降、当該有料会員の My うたおよび
My うた保存枠はすべて消滅し、有料会員は、My うたおよび My うた保存枠を利用
することができなくなります。
９．前項の場合を除き、有料契約終了日の属する月の翌月末までに、再び有料会員登録
を行った場合、前回の有料契約存続期間中に登録した My うたおよび My うた保存
枠は復元され、有料会員は、これらを再度利用することができます。再び有料会員
登録を行った日が、有料契約終了日の属する月の翌々月 1 日以降の場合、前回の有
料契約存続期間中に登録した My うたおよび My うた保存枠は復元されず、有料会
員は、これらを再度利用することはできません。
１０．My うたは、有料会員が最後に本件アプリ上で本件サービスにログインしてから
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一定期間、インターネットに接続できない場合でも、視聴いただけます。当該期間
の詳細は以下の各号のとおりです。
(1) Android 版の本件アプリをご利用の場合
有料会員が、最後に本件アプリ上で本件サービスにログインしてから、168 時
間
(2) iOS 版の本件アプリをご利用の場合
有料会員が、最後に本件アプリ上で本件サービスにログインした日を含む 8 日
間
１１．前項の定めにかかわらず、有料会員が最後に本件アプリ上で本件サービスにログ
インした後に再びログインすることなく当該期間を経過した場合、インターネット
に接続できない環境下においては、My うたを視聴していただくことは出来ません
第４条（歌詞データの閲覧）
１．第 1 条第 7 号の歌詞データ閲覧機能およびこれに関連する歌詞データは、株式会社
シンクパワーの歌詞サービス「プチリリ」より提供を受けています。
２．歌詞データおよびその閲覧機能のご利用にあたっては同社の利用規約（http://spw.in/IvYXN）に予め同意する必要があります。
第５条（同時利用）
会員は、同時に 2 台以上の対応端末において、本件サービスを利用いただくことはでき
ません。
以上

付則
（実施期日）
この改正規定は、平成 31 年 4 月 1 日から実施します。
（規約の変更）
平成 31 年 3 月 31 日時点において株式会社ジェイコム大田、株式会社ジェイコム中野、株
式会社ジェイコム日野、株式会社ジェイコム多摩、株式会社ジェイコム八王子、株式会社ジ
ェイコム足立、株式会社ジェイコム武蔵野三鷹、株式会社ジェイコム川口戸田、株式会社ジ
ェイコム北関東、株式会社ジェイコム南横浜、株式会社ジェイコム千葉セントラル、株式会
社ジェイコム市川および株式会社ジェイコム東葛葛飾（以下「再編前ジェイコム各社」とい
います）ならびに表題記載の各社の本名称の規約は、平成 31 年 4 月 1 日をもって本規約に
変更するものとします。
（債権債務の承継）

17

平成 31 年 3 月 31 日時点において再編前ジェイコム各社が有する債権はこの改正規定実施
の日において、株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、株式会社ジェ
イコム埼玉・東日本または株式会社ジェイコム千葉が承継するものとし、その請求その他の
取扱いについては、本規約に基づくものとします。
（改正前の規定による手続き等の効力）
再編後ジェイコム各社は、契約者が再編前ジェイコム各社の規定に基づき行った行為を、本
規約に基づきなされた行為とみなします。
（実施期日）
この改正規定は、2019 年 6 月 1 日から実施します。
（規約の変更）
2019 年 5 月 31 日時点において株式会社ジェイコムイーストならびに表題記載の各社の本
名称の規約は、2019 年 6 月 1 日をもって本規約に変更するものとします。
（債権債務の承継）
2019 年 5 月 31 日時点において株式会社ジェイコムイーストが有する債権債務はこの改正
規定実施の日において、株式会社ジェイコム東京、株式会社ジェイコム湘南・神奈川、株
式会社ジェイコム埼玉・東日本または株式会社ジェイコム千葉が承継するものとし、その
請求その他の取扱いについては、本規約に基づくものとします。
（改正前の規定による手続き等の効力）
前項にて承継を行ったジェイコム各社は、契約者が株式会社ジェイコムイーストの規定に
基づき行った行為を、本規約に基づきなされた行為とみなします。
（実施期日）
この改正規定は、２０１９年１０月１日から実施します。
（経過措置）
この改正実施の際に、消費税を伴う場合の税込額（地方消費税を含む）は、本規約に定め
るとおりとします。この改正実施前にかかる料金については、なお従前のとおりとしま
す。
（実施期日）
この改正規定は、2020 年 2 月 1 日から実施します。
（実施期日）
この改正規定は、2020 年 4 月 1 日から実施します。
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