
「USEN SMART CLUB」会員規約 

 

第１章 総則 

第１条 （規約の適用） 

1.株式会社 U-NEXT（以下「当社」といいます。）は、「USEN SMART CLUB会員規約」（以下「本規約」といいます。）を定

め、本規約に従い「USEN SMART CLUB会員サービス」（以下「本サービス」といいます。）を提供します。 

2.本規約は、本サービスの会員登録希望者、及び、本サービスの会員登録を行い当社での会員登録が完了した会員に対

し、適用されます。 

3.本規約の他、本サービスの利用上、当社が別途定めるご利用条件・個別規定・その他の通知等（以下「個別規定」と

いいます。）も本規約に準ずるものとし、個別規定に定める事項が本規約に抵触する場合は、個別規定の定めが本規

約に優先して適用されるものとします。 

 

第２条 （規約の変更） 

1.当社は、本規約および本サービスを改定することがあります。この場合、変更後の本規約が適用されるものとします。 

2.変更後の本規約は、当社が別途定める場合を除き、本サービスのサイト（インターネット上の本サービスの提供を受

けるための情報ページであり、以下、単にサイトという。）上に掲示した時点より、効力を有するものとします。 

 

第３条 （用語の定義） 

本規約において使用する用語は、それぞれ次の意味で使用します。 

用語 用語の意味 

本サービス 正式名称を「USEN SMART CLUB 会員サービス」といい、当社が運営する個人向け会員サー

ビスをいいます。 

個人 日本国内に居住する自然人を指し、事業としてまたは事業のために契約の当事者となる個

人は不可とします。 

会員登録希望者 会員登録をしようとする個人をいいます。 

会員 本サービスの会員登録が完了した個人をいいます。 

会員情報 会員登録に必要な当社所定の情報（会員登録希望者または会員の個人情報を含む）をいい

ます。 

アカウント情報 会員の識別のために使用し、当社が会員に貸与する、アカウントおよびパスワードをいい

ます。 

本有料サービス 本サービスのうち、有料で会員に提供されるサービスをいいます。 

決済代行事業者 本有料サービスの利用において、当該サービスの利用料の決済を行う事業者をいいます。 

 

 

第２章 会員登録 

第４条 （会員登録の成立） 

1.本サービスの会員登録を行うことのできる者は、次の各号の条件を満たしている者とします。 

（1）日本国内に居住し、明らかな住所を持つ個人であること 

（2）当社から連絡可能な電子メールアドレスまたは電話番号を保持していること 

（3）本規約で規定する会員資格の停止・取り消し事由に該当していないこと 

2.会員登録希望者は、当社所定の手続に従って、当社所定の会員登録に必要な情報を、虚偽なく、正確に届け出る又は

提供をする（以下、総じて「提供」といいます。）ものとします。 

3.会員登録は、１人の個人につき１件の会員登録ができるものとします。 

4.会員登録希望者は、会員登録に必要な対応端末・インターネット接続環境等の通信手段を会員登録希望者自らの責任

と費用にて用意するものとします。 

5.会員登録希望者が未成年者である場合、会員登録希望者は本サービスを利用する目的で会員登録すること及び本サー

ビスを利用することについて、事前に親権者等の法定代理人の同意を得るものとします。 

6.会員登録は、次の各号により成立するものとします。 

（1）会員登録希望者が自ら第 2項の提供を行い、当社がこれを確認し会員登録を承諾し、当社所定の方法で通知し



た時点。 

（2）会員登録希望者が当社または当社が委託した第三者に対し本サービスの申込みを行い、当社がこれを確認のう

え会員登録を承諾し、会員登録の手続きが完了し、当社または当社が委託した第三者所定の方法で通知した時

点。 

7.当社は、会員登録希望者が次の各号のいずれかに該当する場合、会員登録を承諾しない場合があります。 

（1）会員情報に虚偽の事項、記入漏れまたは誤記があった場合 

（2）未成年者である会員登録希望者が親権者等の法定代理人の同意を得ていない場合 

（3）過去に本サービス会員資格の取り消し処分等を受けたことがある場合 

（4）他人または架空の個人情報を使って会員登録を行った場合 

（5）当社が提供する情報の著作権他、各帰属先の有する知的財産権の侵害を行った場合 

（6）会員登録希望者が暴力団等反社会的勢力に所属または関係していると判明した場合 

（7）その他、当社が合理的理由をもって会員登録を承認・承諾することが不適切であると判断した場合 

 

 

第３章 会員管理 

第５条 （会員への通知） 

1.当社から会員に対する通知は、会員が会員登録時に当社に届け出た電子メールアドレス宛への電子メールの送信、本

サービスのサイトにおける掲示、または、その他当社が適切と認める方法により行われるものとします。 

2.前項の通知は、当社が電子メールを送信、本サービスのサイトに掲示、またはその他方法で発信した時点より、効力

を有するものとします。 

 

第６条 （退会） 

1.会員は、本サービスの退会を希望する場合は、当社所定の方法により、自ら当社に退会の申し出を行うものとします。 

2.会員は、本サービスの退会により、退会時に自己が保有する本サービスの利用に関する一切の権利を失うものとし、

当社に対していかなる請求権も行使しないものとします。 

3.会員が死亡した際は、当社が会員死亡の事実を知った時点をもって退会とします。 

 

第７条 （会員資格の停止等） 

当社は、会員が次の各号のいずれか一に該当することが判明した場合は、会員資格および本サービス提供を停止また

は取り消すことがあります。 

（1）会員情報に虚偽の事項があった場合、または会員登録後に虚偽が判明した場合 

（2）過去に本サービス会員資格の取り消し処分等を受けたことが会員登録後に判明した場合 

（3）他人または架空の個人情報を使って会員登録を行ったことが会員登録後に判明した場合 

（4）当社が提供する情報の著作権他、各帰属先の有する知的財産権の侵害を行った場合 

（5）当社の定める利用方法、操作方法に従わない場合 

（6）不正の目的をもって本サービスを利用し、または他の会員もしくは第三者に利用させた場合 

（7）本有料サービスにおいて、利用料等の支払いを怠ったとき、または利用料等の正常な支払いが行われない場合 

（8）本規約に違反した場合 

（9）会員が、会員情報の正確な登録・変更を怠り、会員と連絡が取れなくなった場合 

（10）未成年者である会員登録希望者が親権者等の法定代理人の同意を得ていないことが判明した場合 

（11）その他、当社が合理的理由をもって会員登録を承認・承諾することが不適切であると判断した場合 

 

第８条 （契約の解除） 

会員が次の各号のいずれか一に該当する場合、当社は事前に通知することなく、当該会員による本サービスの全部ま

たは一部の利用を停止し、もしくは、本有料サービスの全部または一部を解除することができるものとします。なお、

当社により、停止または解除が行われた場合であっても、契約中または解約以後に発生した利用料等および遅延損害

金は一切減免されないことを会員は予め承諾するものとします。 

（1）本規約または本有料サービスにおける規約に違反する行為を行なった場合 

（2）第 17条（禁止事項）各号に該当すると判断される行為、またはそれらに準ずる行為を行った場合 

（3）会員が第 7条（会員資格の停止等）に記載される利用停止を受けた後、利用停止の判断がなされた際の事由が



長期間にわたって改善されない、または今後改善される見込みがない場合 

（4）その他、当社が合理的理由をもって会員の利用状況等に問題があると判断した場合 

 

 

第４章 会員の義務 

第９条 （通信手段・利用環境） 

1.会員は、本サービスの利用に必要な、対応端末・インターネット接続環境等の通信手段を会員自らの責任と費用にて

用意するものとします。 

2.会員は、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等、自己の利用環境におけるセキュリティ対策を準備、具備するものと

します。 

3.当社は、会員の本サービスの利用環境について一切関与せず、また一切の責任を負わないものとします。 

 

第１０条 （変更の届出） 

1.会員は、会員情報に変更が生じた場合は、当社が定める方法により、速やかに届け出るものとします。 

2.会員が前項に定める届出を怠り、これにより会員に不利益が生じることがあっても、当社は責任を負わないものとし

ます。 

3.会員が第 1項に定める届出を怠り、これにより当社に損害が生じた場合、会員は当社が被った損害の賠償するものと

します。 

 

第１１条 （管理責任） 

1.会員は、アカウント情報を自己の責任と費用において管理するものとし、家族・知人等を含む第三者に対してこれら

を貸与・譲渡・公開してはならないものとします。 

2.会員のアカウント情報の管理上のトラブルまたは第三者による不正使用等により会員に生じた損害については、当該

会員の故意・過失の有無を問わず、当社は一切の責任を負いません。 

3.会員は、アカウント情報の盗用または第三者による使用の事実を知った場合、直ちにその旨を当社に連絡するものと

します。この場合、会員は、アカウント情報の変更または再発行等、当社の指示に従うものとします。 

4.会員と決済代行事業者との間の紛争に起因して当社が損害を被った場合、会員は当社が被った損害を賠償するものと

します。 

 

 

第５章 本サービス提供 

第１２条 （利用制限） 

1.本サービスは、個人の私的利用に限るものとします。 

2.本サービスは日本国内の通信環境下における利用に限るものとします。 

 

第１３条 （運営） 

1.当社は、次の各号のほか、本サービスの提供、運営に関する一切の事項を決定する裁量権を有するものとします。 

（1）本サイト上または電子メールにおいて、会員へのお知らせ、情報提供のため、当社および関連企業の情報、も

しくは広告（当社の自社広告を含むが、これに限らない）を掲載することがあります。 

（2）会員登録、本サービスの提供、会員サポートおよび保守等の運営に関する業務を、会員に事前の通知をするこ

となく、第三者に委託することがあります。 

 

第１４条 （サービス提供の一時中断） 

1.当社は、次の各号のいずれか一に該当する場合、本サービスの一部または全部の提供を中断することができ、当該中

断に伴い会員に不利益、損害が発生した場合であっても、会員は当社に対する一切の責、賠償を免責することを予め

当社に保証するものとします。 

（1）本サービス提供のためのネットワーク・当社管理設備のメンテナンス、各種情報の更新、アプリケーションの

バージョンアップを行う場合 

（2）天災地変、停電、事件等の不可抗力、節電・自粛等の公的利益、ネットワーク障害など、当社の責に帰すこと

ができない事由に起因して、本サービスの提供が不能または困難となった場合 



（3）当社が本サービスの運営にあたり提携、利用する電気通信事業者、ネットワーク事業者、その他の外部事業者

に起因して、本サービスの提供が不能または困難となった場合 

（4）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または困難と判断した場合 

 

第１５条 （サービス提供の中止、終了） 

1.当社は、事前の予告なく本サービスの一部または全部を、変更、中断、中止、終了することができます。この場合、

当社は、本サービスのサイト上に実施内容を掲示するものとし、当該掲示の時点で効力が生じるものとします。 

2.本サービスに対し、正当な権利の帰属者を含む第三者より著作権・特許権侵害等に基づく差し止め請求がなされ、本

サービスの提供を中止せざるを得ない場合、当社は、事前の予告なしに本サービスの全部、または一部の提供を中止

する場合があります。 

3.当社により本サービス提供の変更、中断、中止、終了が行われた場合においても、会員は本有料サービスの利用料金

の払い戻し請求、その他中止に伴う会員が被った損害の賠償を当社に請求しないものとします。 

 

第１６条 （権利の帰属先） 

１.本サービスに関する一切の権利（著作権、特許権、意匠権、商標権、ノウハウ等を含みますがこれに限定されませ

ん。）は、当社またはそれぞれの権利者である第三者に帰属しており、会員および会員登録希望者は、私的使用目的

に限りその利用および使用を許諾されるものとします。 

2.会員または会員登録希望者の本サービスの利用において、私的利用の範囲を超えて、著作権などの知的財産権に関す

る紛争が生じた場合、会員は自己の責任と費用負担によりこれを解決するものとし、当社に対して一切の迷惑、損害

を与えないものとします。 

 

第１７条 （禁止事項） 

1.当社は、本サービスの利用にあたり、会員の故意・過失を問わず、次の各号に該当する会員の行為（当社が該当する

と判断した場合を含む）を禁止します。 

（1）法令もしくは公序良俗に違反する行為 

（2）虚偽もしくは誤解を招くような内容を含む情報等を掲載等し、または登録する行為 

（3）当社の信用を毀損し、もしくは当社の財産を侵害する行為、または当社、委託先もしくは第三者に損害を与え

るような行為 

（4）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行為 

（5）実在または架空の第三者になりすまして、複数の会員登録を行う行為、または本サービスを利用する行為 

（6）本サービスの運営または営業を妨げる行為等、本サービスに支障をきたすおそれのある行為 

（7）不正なネットワークアクセスを試みる行為 

（8）当社の定める利用条件、利用環境、操作手順等に従わない行為 

（9）本サービス利用上の権利、義務、その他本規約上の地位の全部もしくは一部について譲渡、質入、使用許諾、

売却または担保提供等の行為 

（10）前各号の他、当社または第三者に損害を与えるような行為 

2.会員が前項各号の禁止行為を行った場合、当社は、事前に会員に通知することなく本サービスの利用停止、会員資格

の取り消しを行う場合があります。 

 

 

第６章 有料サービス 

第１８条 （有料サービス） 

1.当社は会員に対し、本有料サービスを有償で提供します。なお、本有料サービスは、別途、当社が定める本有料サー

ビスごとの規約に則り提供します。 

2.会員は、本有料サービスの利用申し込みを行い、当社が別途定める本有料サービスの利用料を支払い、本有料サービ

スを利用できるものとします。 

3.本有料サービスの利用料は、各々の本有料サービスごとに定めるものとし、当社は、当該利用料を、本有料サービス

のサイトにおいて掲示、または、その他当社が適切と認める方法により通知するものとします。 

4.会員は、本有料サービスを利用する場合には、あらかじめ、本有料サービスごとに定める規約に同意し、本有料サー

ビスの利用料の支払いに必要な情報（以下「決済情報」といいます。）を、虚偽なく、正確に届け出るものとします。 



5.会員は、いずれか一の本有料サービスで決済情報を登録した場合、当該決済情報が本サービスの会員情報として登録

され、かつ他の有料サービスの利用料の支払における決済情報として共有されることを予め承諾するものとします。 

6.会員は、任意で、決済情報を登録または削除することができますが、本有料サービスを利用中の場合には決済情報を

削除することはできません。 

7.会員による本有料サービスの利用料の支払い時期は、会員が登録した決済情報ごとの決済条件に依ります。 

8.当社は、支払われた利用料、及びその他費用を、別途特段の規定がある場合を除き、払い戻しません。 

 

 

第７章 個人情報保護 

第１９条 （個人情報の保護） 

1.当社は、当社が保有する会員の個人情報に関し、個人情報の保護に関する法律および、当社が別途定めている「個人

情報保護方針」および「個人情報保護の取扱いについて」に基づき、会員の個人情報を適切に取り扱います。 

2.当社は、前項のほか、次の各号の目的（いずれか一に限りません）のために会員の個人情報を利用します。 

（1）会員への本サービスの提供 

（2）会員の管理 

（3）本サービスの運営上必要な事項の連絡 

（4）会員からのお問合せ対応業務 

（5）当社及び第三者のサービスなどの広告、宣伝、販売の勧誘 

（6）キャンペーン、アンケートなどの本サービスに関する業務 

（7）新サービスの検討に必要な調査、アンケートやマーケティングの分析 

（8）最適なコンテンツ、広告、および各種サービスの案内等を会員に配信または提供するため。 

（9）本サービスにおいて広告等を配信している場合における、提携先サイトの会員登録希望者数、ならびに当社お

よび提携先サイトの誘導数を調査するため。 

（10）個人を特定されない範囲での当社サービスの利用状況や利用環境などに関する当社社内における調査、およ

び当社社内や提携先等へ報告を行うため。 

3.当社は、会員の個人情報について、本サービスの履行のため、機密保持契約を結んだ業務委託先以外に開示しません。

但し、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りではありません。 

（1）事前に会員の同意を得た場合。 

（2）国または地方公共団体もしくは行政当局等より、法令に基づく個人情報開示の要請がなされた場合。 

（3）人の生命、身体または財産の保護のために必要が有りかつ、会員本人の同意を得ることが困難である場合。 

4.当社は、当社が別途定める「個人情報保護方針」および「個人情報の取扱いについて」に従い個人情報を適切に保護

し、（ⅰ）会員の同意が得られた場合、（ⅱ）法令等により開示が求められた場合、犯罪捜査など法律手続の中で開示

を要請された場合または消費者センター、弁護士会等の公的機関から正当な理由に基づき照会を受けた場合、（ⅲ）

合併、営業譲渡その他の事由による事業の承継の際に必要に応じ開示する場合のほか、次の場合、個人情報を提供す

ることがあります。 

第三者に 

提供する目的 

提供する個人情報の

項目 

提供の手段 

または方法 

当該個人情報の提供を受ける者

または提供を受ける者の組織の

種類、及び属性 

料金の決済を行

うため 

氏名、クレジットカー

ド番号、クレジットカ

ード有効期限、料金 

電子データ 
決済代行事業者、 

金融機関 

5.当社は、当社が別途定める「個人情報保護方針」および「個人情報の取扱いについて」に従い、本条第２項の利用目

的の範囲内で業務の全部または一部を第三者に委託する場合があります。 

6.会員は、会員情報の変更画面を利用して、会員の個人情報について内容の確認、修正または更新を行うことができま

す。 

7.当社は、当社または広告掲載者（当該広告に関係する第三者を含む）が、がマーケティングまたは広告活動の効果追

跡のために、クッキーまたはそれに類するコードを設定、使用することがあります。但し、その場合においても個人

を特定できる情報は収集いたしません。 

 

 



第８章 一般条項 

第２０条 （免責事項） 

1.当社は、本サービスの内容およ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保証いたしません。 

2.会員は、自己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。 

3.会員は、本サービスを当社がサイト上に掲示する利用条件、利用環境、操作手順等においてのみ利用することができ

ます。また、当社の定める利用環境においても、必ずしも正常な動作が行えない場合があり、これにより会員が被っ

た一切の損害または不利益に関して、当社は責任を負わないものとします。 

4.本サービスの利用に関連して、会員が第三者と紛争を生じた場合または第三者に対して損害を与えた場合、当該会員

は自己の責任と費用負担により解決するものとし、当社にはいかなる迷惑または損害も与えないものとします。 

5.会員が未成年の場合は、親権者が本サービス上で公開、配信される情報が、当該会員にとって適切か判断する責を負

うものとします。また、会員が成年被後見人・被保佐人・被補助人の場合は、成年後見人、保佐人または補助人が同

様の責を負うものとします。 

6.当社が、第７条（会員資格の停止等）に基づき、会員資格の停止または取り消しを行ったことにより、当該会員が本

サービスを利用できず、また何らかの損失を被った場合であっても、当社は一切の責任を負わず、その理由を当該会

員に開示する義務も負わないものとします。 

 

第２１条 （反社会的勢力に関する表明保証等） 

1.会員登録希望者は、本サービスの登録時および登録後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反

社会的勢力（以下、総称して「反社会的勢力」という）ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこ

と、ならびに自らの役員、従業員、および関係者等が反社会的勢力の構成員、またはその関係者ではないことを表明

し、保証するものとします。 

2.会員が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく会員資格の停

止又は取消し（以下「当該処分」という）をすることができるものとします。  

 (1)反社会的勢力に属していること 

 (2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること 

 (3)反社会的勢力を利用していること 

 (4)反社会的勢力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こと 

 (5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること 

 (6)自らまたは第三者を利用して、甲または甲の関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと 

3.前項各号のいずれかに該当した会員は、当社が当該処分により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生

じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。 

 

第２２条 （損害賠償） 

1.会員は、本規約に違反する行為または不正もしくは違法な行為によって当社に損害を与えた場合は、当社の被った損

害を賠償する責任を負うものとします。 

2.会員は、本サービスの利用に関連して自らの行為により生じたあらゆる損害、不利益（第三者からなされる請求も含

むものとします）について、自己責任と費用負担により解決するものとし、当社に対して一切損害を与えないものと

します。 

 

第２３条 （権利の譲渡） 

会員は、本規約上の権利、義務、及びその他本契約上の地位の全部もしくは一部について、譲渡、質入、賃貸、並び

にその他の処分をすることはできません。 

 

第２４条 （準拠法） 

本規約は、日本国の法令を準拠法とします。 

 

第２５条 （合意管轄） 

本規約に関して訴訟の必要が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的



合意管轄裁判所とします。 

 

以上 



附則  

 

２０１３年１２月３日施行 

本規約は、２０１３年１２月３日から実施します。 

２０１４年２月１３日改定 

２０１４年２月２８日改定 

２０１４年６月１８日改定 

２０１７年６月２６日改定 

２０１７年１２月１日改定 

 

以上 

 



「SMART USEN」利用規約 

 

第１条 （利用規約の適用） 

1．株式会社 U-NEXT（以下「当社」といいます。）は、「USEN SMART CLUB 会員規約」（以下「CLUB 会員規約」とい

います。）の適用を受ける者であり、かつ「SMART USEN」利用規約（以下「本規約」といいます。）に則り利用

登録をした者に対し、「SMART USEN」（以下「本サービス」といいます。）を提供します。 

2．本サービスの利用希望者は、本サービスを利用する場合、本サービスの利用に必要な本サービス用のアプリケ

ーションを当社が定める手段、方法により自らの責任と費用負担においてダウンロードし、本規約に同意のう

え、本サービスを利用するものとします。 

3．本規約のほか、本サービスのサイト（インターネット上の本サービスの提供を受けるための情報ページであり、

以下、単にサイトという。）上のご利用に関する案内、ご利用の条件等の当社の定める各種取り決め事項も本規

約に準ずるものとし、以下で「本規約」という場合は、当該事項もこれに含まれるものとし、会員または利用

希望者、利用者が本サービスを利用する場合には、当該事項等の内容も承諾したものとみなします。 

4.本規約は、前三項の定めに従う本サービスの利用者の他、本サービス用のアプリケーションをダウンロードした

利用登録前の者、および、別途当社の定める条件に従い本サービスの提供を受ける者に対しても適用するもの

とします。 

 

第２条 （規約の変更） 

1．当社は、本規約および本サービスを改定することがあります。この場合、変更後の本規約が適用されるものと

します。 

2．変更後の本規約は、当社が別途定める場合を除き、本サービスのサイト上に掲示した時点より、効力を有する

ものとします。 

 

第３条 （用語の定義） 

本規約において使用する用語は、CLUB会員規約に定めるほか、それぞれ次の意味で使用します。 

用語 用語の意味 

本サービス 正式名称を「SMART USEN」といい、当社が提供する本サービス用のアプリケーションを介し

て提供される、個人向けの音楽配信サービスおよびそれに附帯するテキスト、画像、動画等

の情報一式を提供するサービスをいいます。 

アプリ 当社が提供する本サービス用のアプリケーションをいいます。 

利用希望者 本サービスの利用を希望し、アプリをダウンロードした会員または個人、または本サービス

利用登録前の会員をいいます。 

利用者 本サービスを利用する会員をいいます。 

利用契約 本規約に基づき利用者と当社との間で成立した、本サービスの利用に係る契約をいいます。 

 

第４条 （利用の準備） 

1．本サービスの利用には次の各号が必要になります。 

（1）CLUB会員規約に定めるアカウント情報 

（2）アプリ 

2．本サービスの利用にあたっては、利用希望者がアプリをダウンロードし、当社がサイト上に掲示する仕様を備

えた対応端末にインストールする必要があります。 

3．利用希望者は、本サービスの利用に必要な、対応端末・インターネット接続環境等の通信手段、アプリ、ブラ

ウザ、その他ソフトウェア等を利用希望者自らの責任と費用負担にて用意するものとします。 

4．利用希望者は、自己の利用環境に応じて、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を準備、

具備するものとします。 

5．当社は、利用希望者の利用環境について一切関与せず、また一切の責任を負わないものとします。 

 

第５条 （利用契約の成立） 

1．利用希望者は、前条に定める利用の準備の後、本サービスの利用登録を行うものとします。 

2．利用契約は、次の各号により成立するものとします。 



（1）利用希望者が、自ら前項の利用登録を行い、これに対して利用登録完了後のサイト上に当社が承諾した

旨を表示した時点。 

（2）利用希望者が、当社または当社が委託した第三者に対し本サービスの利用登録の申込みを行い、当社が

これを確認のうえ利用登録を承諾し、手続きが完了した時点。 

3．当社は、利用希望者が以下の各号に該当する場合、利用登録を承諾しない場合があります。 

（1）CLUB会員規約の違反等により、会員登録の解除または利用停止等を受けたことがある場合。 

（2）他人または架空の個人情報を使って利用登録を行った場合 

（3）当社が提供する情報の著作権他、各帰属先の有する知的財産権の侵害を行った場合 

（4）その他、当社が合理的理由をもって会員登録を承認・承諾することが不適切であると判断した場合。 

 

第６条 （利用料） 

1．利用者は、当社の定める支払方法に応じて本サービスの利用にかかわる利用料（以下、単に「利用料」といい

ます。）を支払うものとし、利用料および支払方法等は別表に定めるとおりとします。なお、当社は当該利用料

の回収業務を当社が定める第三者に委託することがあります。 

2．当社は、別表の利用料を改定する場合、改定後の別表の利用料を適用する１ヶ月前までに、次の各号の方法に

より利用者に通知します。但し、Apple Inc.または Google Inc.の都合により App Store で提供する定期購読

における利用料または Google Playストアで提供する定期購入における利用料が変更される場合は、この限り

ではありません。 

（1）本サービスのサイト上での告知 

（2）アプリ内のお知らせページ 

3．当社は、利用者が支払うべき利用料およびその他の金銭的債務の履行が利用者の責に帰すべき事由により支払

期日までに履行されなかった場合、支払期日の翌日から支払いを完了した日までの間、支払を延滞した金銭的

債務に対して年１４．５％の割合で計算した額を遅延損害金として利用者に対し請求できるものとします。 

 

第７条 （権利の帰属先） 

1．本サービスにより提供される楽曲、文書、図画、CDジャケット写真等に係る電子データファイル、サービス提

供のために必要なプログラム、データベース、Web サイトデザイン等（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およびノウハウは、当社、

各レコード会社、または正当な権利を有する権利者に帰属するものとします。 

2．本条の規定に違反して著作権などの知的財産権に関する紛争が生じた場合、利用者は自己の責任と費用負担に

よりこれを解決するものとし、当社に対して一切の迷惑、損害を与えないものとします。 

 

第８条 （利用者による解約） 

1．利用者は、本サービスの解約を希望する場合は、当社所定の方法により、自ら当社に解約の申し出を行うもの

とします。 

2．利用者は、本サービスの解約により、解約時に自己が保有する本サービスの利用に関する一切の権利を失うも

のとし、当社に対していかなる請求権も行使しないものとします。 

 

第９条 （債権の譲渡） 

1．当社は、利用料およびその他利用者に対し当社が保有する債権の全部、または一部を、第三者に譲渡すること

があります。 

2．当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合、予め当社所定の方法により加入者に対して通知します。 

 

第１０条 （禁止行為） 

利用者は、本サービスを利用するにあたり次の各号に定める行為、またはそのおそれのある行為を行ってはなら

ないものとし、利用者が本条のいずれか一にでも違反したと当社により判断された場合、当社は利用契約を解除

するとともに、利用者は当該行為により当社及び第三者が被った一切の損害の賠償をするものとします。 

（1）営利、非営利目的にかかわらず、本サービスにより提供されるアプリ、音声、およびその他これに附帯

する文字、画像等の情報を、著作権法で認められた私的使用の範囲を超えた複製、出版、公開、譲渡、公

衆送信、送信可能化、BGM利用、改変等の行為、または第三者のこれらの行為を助長する行為 



（2）楽曲ファイル等に施された著作権保護技術を解除する行為 

（3）アプリ、楽曲ファイル等の修正、変更、編集、翻訳およびその他の改変行為 

（4）当社または第三者の財産、プライバシー、著作権、ソフトウェア情報等の知的財産権およびその他一切

の権利を侵害する行為 

（5）本サービスの運営に関わるアプリ・サイトの内外を問わず当社または第三者の名誉、人格または信用等

を毀損する等、当社または第三者に不利益を与える行為 

（6）未成年者を害する行為、または第三者の行為を助長する行為 

（7）他人または架空の情報を用いて成りすます行為、または第三者や組織との関係を偽る行為 

（8）公序良俗に反する行為 

（9）本サービスの運営を妨げ、または本サービスの信用を毀損するような行為 

（10）不正なネットワークアクセスを試みる行為 

（11）当社の定める利用条件、利用環境、操作手順等に従わない行為 

（12）利用契約上の権利、義務、その他利用契約上の地位の全部もしくは一部について譲渡、質入、使用許諾、

売却または担保提供等の行為 

（13）法令に違反する行為またはそのおそれのある行為 

（14）前各号の他、当社または第三者に損害を与えるような行為 

 

第１１条 （その他） 

本規約に定めのない事項は、CLUB会員規約の定めが適用されるものとします。 

 

以上 



附則 

 

２０１３年１２月３日施行 

本規約は、２０１３年１２月３日から実施します。 

２０１４年２月１３日改定 

２０１４年２月２８日改定 

２０１７年６月２６日改定 

２０１７年１２月１日改定 

 

以上 

  



【別表】 

 

1．利用料（Apple決済の利用者） 

（1）Apple Inc.が App Store で提供する定期購読機能（以下「Apple 決済」といいます。）を利用する利用者

は、Apple決済の申込日から当該申込日の属する月の翌月同日の前日（但し、当該翌月に同日がない場合

は、当該翌月の末日をいいます。）までを 1 ヶ月分の月額利用期間とし、利用者が App Store で定期購読

の自動更新のキャンセルを行うまで、その月数に応じて下表に定める利用料を支払うものとします。 

項目 コース名 利用料 

月額利用料 スタンダード 510円（消費税等別） 

550円（消費税等込） 

（2）利用料は、App Storeで定期購読の自動更新のキャンセルを行った日が月額利用期間の中途であった場合

においても、日割りの計算は行われないものとします。 

（3）利用料は Apple Inc.によって請求されます。当社は、いかなる理由によっても、Apple Inc.によって課

金された利用料、または利用者が Apple決済によって支払った利用料を返還いたしません。 

 

2．利用料（Google決済の利用者） 

（1）Google Inc.が Google Play ストアで提供する定期購入機能（以下「Google 決済」といいます。）を利用

する利用者は、Google決済の申込日から当該申込日の属する月の翌月同日の前日（但し、当該翌月に同日

がない場合は、当該翌月の末日をいいます。）までを 1ヶ月分の月額利用期間とし、利用者が Google Play

ストアで定期購入の解約を行うまで、その月数に応じて下表に定める利用料を支払うものとします。 

項目 コース名 利用料 

月額利用料 スタンダード 490円（消費税等別） 

529円（消費税等込） 

（2）利用料は、Google Playストアで定期購入の解約を行った日が月額利用期間の中途であった場合において

も、日割りの計算は行われないものとします。 

（3）利用料は Google Inc.によって請求されます。当社は、いかなる理由によっても、Google Inc.によって

課金された利用料、または利用者が Google決済によって支払った利用料を返還いたしません。 

 

3．利用料（Apple決済または Google決済以外の利用者） 

（1）利用者は、利用契約が成立した日の属する月から、本サービスの解約を当社所定の方法で申請し、当社が

これを受理した日の属する月の分まで、当社の定める支払方法に応じて下表に定める利用料を支払うもの

とします。 

項目 コース名 利用料 

月額利用料 スタンダード 490円（消費税等別） 

529円（消費税等込） 

（2）利用料は、支払開始日または本サービスの解約日が暦月の中途であった場合においても、日割りの計算は

行われないものとします。 

 

以上 
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