
 

 

                        利 用 規 約 

 

この規約は、お客様が、株式会社ＡＤＫエモーションズ（以下「当社」）が提供、運営する

コンテンツ「ベイブレードバースト ベイキャンプ」（以下「本アプリ」）をご利用頂く際の

取扱いについて定めるものです。本規約に同意した上で本アプリをご利用ください。 

 

第１条（定義） 

 本規約上で使用する用語の定義は、次に掲げるとおりとします。 

（１）利用者 本アプリを利用する全ての方 

（２）知的財産 発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創

造的活動により生み出されるもの（発見または解明がされた

自然の法則または現象であって、産業上の利用可能性がある

ものを含む）、商標、商号その他事業活動に用いられる商品ま

たは役務を表示するものおよび営業秘密その他の事業活動

に有用な技術上または営業上の情報 

（３）知的財産権 特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権そ

の他の知的財産に関して法令により定められた権利または

法律上保護される利益に係る権利 

 

第２条（本規約への同意） 

１ 利用者は、本規約に同意頂いた上で、本アプリを利用できるものとします。 

２ 利用者が、本アプリをスマートフォンその他の情報端末にダウンロードし、本規約への

同意手続を行った時点で、利用者と当社との間で、本規約の諸規定に従った利用契約が成

立するものとします。 

３ 利用者が未成年者である場合には、親権者その他の法定代理人の同意を得たうえで、本

アプリをご利用ください。 

４ 未成年者の利用者が、法定代理人の同意がないにもかかわらず同意があると偽りまた

は年齢について成年と偽って本アプリを利用した場合、その他行為能力者であることを

信じさせるために詐術を用いた場合、本アプリに関する一切の法律行為を取り消すこと

はできません。 

５ 本規約の同意時に未成年であった利用者が成年に達した後に本アプリを利用した場合、

当該利用者は本アプリに関する一切の法律行為を追認したものとみなされます。 

６ 利用者が、本規約または諸規約に同意しない場合は、本アプリを利用できないものとし、

直ちに本アプリの利用を中止するものとします。なお、既にアプリをインストールしてい

る場合は、アンインストールを行うものとします。 

 



 

 

第３条（規約の変更） 

１ 当社は、利用者の承諾を得ることなく、いつでも、本規約の内容を改定することができ

るものとし、利用者はこれを異議なく承諾するものとします。 

２ 当社は、本規約を改定するときは、その内容について当社所定の方法により公表します。 

３ 本規約改定の効力は、当社が公表を行った時点から生じるものとします。 

４ 利用者は、本規約変更後、本アプリを利用した時点で、変更後の本規約に異議なく同意

したものとみなされます。 

 

第４条（利用者の費用負担と責任） 

１ 利用者は、本アプリを利用するために、必要なハードウェアの購入、導入または維持に

要する費用、インターネット接続回線その他一切を、自己の責任と費用をもって準備す

るものとします。 

２ 利用者は前項のほか、インターネット接続費用、パケット料、データ利用料などの通信

費用、電気代、その他本アプリを利用するために必要な費用がかかることを了承し、こ

れを負担するものとします。 

３ 本アプリの利用中にインターネットへの接続ができなくなった場合、一時的に本アプ

リが利用できなくなることがあります。 

４ 利用者がスマートフォンその他の端末から本アプリを削除し、又は、端末を変更した場

合、利用者情報およびアプリデータの全てが利用できなくなります。ただし、利用者が

適切な方法によりを本アプリをバックアップしていた場合には、当該データを復元する

ことができる場合があります。もっとも、本アプリのバックアップは利用者の責任と費

用において行うものとし、当社は、当該バックアップおよびバックアップされたデータ

について一切の責任を負わないものとします。 

５ 利用者は、利用者一人につき一つの利用者情報のみを利用するものとします。当社が認

める場合を除き、一人の利用者が複数の利用者情報を利用することは禁止します。 

 

第５条（利用者情報の管理） 

１ 利用者は、利用に際して入力した情報（以下「利用者情報」）について、自己の責任の

下、任意に入力、管理するものとします。利用者は、これを第三者に利用させ、または貸

与、譲渡、名義変更、売買などをしてはならないものとします。 

２ 当社は、利用者の利用者情報によって本アプリの利用があった場合、利用者が利用した

ものと扱うことができ、当該利用によって生じた結果ならびにそれに伴う一切の責任に

ついては、利用者本人に帰属するものとします。  

３ 利用者は、利用者情報の不正使用によって当社または第三者に損害が生じた場合、当社

および第三者に対して、当該損害を賠償するものとします。  

４ 利用者情報の管理は、利用者が自己の責任の下で行うものとし、利用者情報が不正確ま



 

 

たは虚偽であったために利用者が被った一切の不利益および損害に関して、当社は責任

を負わないものとします。  

５ 利用者情報が盗用されまたは第三者に利用されていることが判明した場合、利用者は

直ちにその旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。 

 

第６条（利用者情報の取り扱い）  

１ 当社は利用者情報について、第三者に開示いたしません。ただし、本アプリの仕様によ

り当然に公開される情報（ニックネーム等）についてはこの限りではありません。 

２ 前項にかかわらず、当社が従うべき法的義務を遂行するため、裁判所、検察庁、警察、

弁護士会、消費者センター、またはこれらに準じた機関その他の団体・個人から法令、

諸規約に基づいて提供・開示を求められた場合、その限りではありません。 

３ 利用者情報については、当社が別途定める「プライバシーポリシー」に則り、適正に取

り扱うこととします。 

 

第７条（本アプリデータに関する権利） 

利用者は、本アプリ内に蓄積、記録したデータ（「本アプリデータ」）について、所有権・知

的財産権または請求権を有しないものとします。当社は、これらを複製、頒布、利用する権

利および削除する権利を有するものとします。 

 

第８条（本アプリデータの削除） 

１ 利用者が、アプリデータの取扱いについては、本規約のほか、当社が定める諸規約に従

うものとします。 

２ 当社は、次のいずれかの場合、利用者に事前に通知することなく、アプリデータをその

単独の裁量により、任意に削除、変更、または移動することができるものとします。 

（１）アプリデータが当社が規定したデータ容量の制限を超えた場合 

（２）アプリデータが、本規約で定める禁止事項に違反している場合 

（３）アプリデータが、当社の定める諸規約に違反している場合 

（４）当社が本アプリの運営および保守管理上必要であると判断した場合 

（５）当社が本アプリの円滑な運営の妨げとなるとその単独の裁量により判断した場合 

（６）アプリデータの通信が不適当なものであると当社が判断した場合 

（７）その他、当社が必要であると判断する場合 

３ 当社は、前項に定めるアプリデータの削除、変更および移動について何らの責任を負う

ものではなく、また、削除、変更、および移動の判断について何ら責任を負うものでも

ありません。 

４ 当社の責に帰すべき事由によるか否かを問わず、アプリデータが消失した場合につい

て、当社は、何人に対しても一切の責任を負わないものとします。 



 

 

 

第９条（本アプリ内容の変更、中断、中止） 

１ 当社は、利用者への事前の通知なしに、本アプリの内容を変更することがあります。 

２ 当社は、次のいずれかの事由が生じた場合には、利用者に事前に通知することなく、一

時的に本アプリを中断することがあります。 

（１）本アプリ用設備等の保守を定期的、または緊急に行う場合 

（２）地震、洪水、津波等の天災により本アプリの運営ができなくなった場合 

（３）火災、停電その他の不慮の事故により本アプリの運営ができなくなった場合 

（４）戦争、紛争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本アプリの運営ができなくなった

場合 

（５）その他、運営上または技術上当社が本アプリの一時的な中断が必要とその単独の裁量

により判断した場合 

３ 当社は、利用者に事前に通知することなく、本アプリの全部または一部の運営を中止す

ることがあります。 

 

第１０条（著作権等） 

１ 本アプリに掲載された動画、画像、ボイス、音楽、シナリオ等その他すべてのコンテン

ツ（以下「アプリコンテンツ」）は、当社および当社に利用権を許諾した権利者または情

報提供者に帰属し、著作権、知的財産権その他の権利により保護されています。 

２ 利用者（個人、団体又は会社であるとを問わない）は、営利・非営利にかかわらず、ア

プリコンテンツを、当社その他の権利者の事前の許可無しに、複製、複写、翻案、翻訳、

変更、改変、頒布、展示、転載（リンクを含む）等することは法律で禁じられており、こ

れらの行為を行ったことにより利用者が第三者との間で問題・紛争が発生した場合、自

己の費用と責任において、当該問題・紛争を解決し、当社に何等の迷惑または損害を与

えないものとします。 

 

第１１条（禁止行為）  

本アプリの利用に際し、当社は、利用者に対し、次に掲げる行為を禁止します。利用者の

行為が禁止事項に該当する、またはそのおそれがあると当社が認めた場合、利用の一時停止、

禁止行為・違反行為によって得た権利の剥奪、その他当社が必要と判断した措置を取ること

ができます。 また、当社は、上記判断について何人に対しても一切の責を負うことはなく、

該当した利用者は当社に対し、当該措置に対する異議を申し立てることができないものと

します。なお、当社はかかる違反行為を是正する義務を負わないものとします。 

（１）当社または第三者の知的財産権を侵害する行為またはそのおそれがある行為 

（２）当社または第三者の名誉・信用を毀損または不当に差別もしくは誹謗中傷する行為 

（３）当社または第三者の財産を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為  



 

 

（４）当社または第三者に経済的損害を与える行為 

（５）当社または第三者に対する脅迫的な行為 

（６）第三者のプライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害する恐れのある

行為 

（７）第三者の人種、宗教、性別等を差別、侮辱もしくは誹謗中傷し、第三者の名誉もし

くは信用を毀損する行為、またはハラスメント行為（特定人物やグループを攻撃し、

精神的な苦痛を与えると当社が判断する行為） 

（８）公序良俗に違反する行為 

（９）本規約のいずれかの条項に違反する行為 

（１０）本アプリの運営を妨害する行為 

（１１）コンピューターウィルス、有害なプログラムを使用またはそれを誘発する行為  

（１２）本アプリのプログラムやサーバーの不具合（バグ等）を意図的に利用し、自己の利

益または他者の不利益となる行為、またはそのような行為の他人への教唆 

（１３）不具合によりパラメータ等のアプリ内データに異常が起こっていることを認識し

ながら、そのまま遊び続ける行為 

（１４）ＢＯＴ、チートツール、その他の当社より提供されていない技術的手段を利用して

本アプリを不正に操作する行為 

（１５）ルート化やジェイルブレイクなどで改変を行った端末にて本アプリを利用する行

為 

（１６）プログラム等の改変、リバースエンジニアリング、解析、ユーティリティの作成、

頒布、利用等の行為 

（１７）本アプリ用インフラ設備に対して過度な負担となるストレスをかける行為  

（１８）本アプリのサーバーやシステム、セキュリティへの攻撃  

（１９）本アプリの利用に際して知りえた情報を、編集もしくは改竄した場合またはそれら

を再配布する行為 

（２０）アクセス可能な当社または第三者の情報を改竄、消去する行為 

（２１）本アプリと同一または類似のアプリを創造、提供する行為 

（２２）第三者に対する広告、宣伝、勧誘行為または第三者による情報の送受信を妨害する

行為 

（２３）チェーンメールの転送行為、転送の依頼行為または依頼に応じた転送行為 

（２４）当社の役員、従業員、関係者または当社が指定したカスタマーサポート要員になり

すます行為 

（２５）第三者になりすまして、本アプリを利用する行為 

（２６）本人の同意を得ることなくまたは詐欺的な手段により、第三者の個人情報を収集、

開示する行為 

（２７）当社が本アプリを通じて提供するアプリデータを不正な方法で取得する行為、これ



 

 

を助長する行為 

（２８）詐欺等の犯罪に結びつくまたは結びつく恐れのある行為 

（２９）わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、文書等を送信または表示

する行為 

（３０）無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為、またはこれらに類似する行為 

（３１）選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触す

る行為 

（３２）宗教活動、これらに類似する行為、宗教団体への勧誘行為 

（３３）政治活動、これらに類似する行為、政治団体への勧誘行為 

（３４）第三者または当社との信頼関係を破壊するような行為 

（３５）法令に基づいた監督官庁等への届け出、許認可の取得等の手続きが義務付けられて

いる場合に、当該手続きを履行せず、その他当該法令に違反するまたは違反する恐れ

のある行為 

（３６）上記のいずれかに該当する行為が行われているデータ等へ当該行為を助長する目

的でリンクを貼る行為 

（３７）上記の他、当社が不適切と判断する行為 

 

第１２条（免責） 

１ 当社は、本アプリの内容変更、中断、中止、終了によって生じたいかなる損害について

も、一切責任を負いません。 

２ 当社は、利用者の本アプリの利用環境について一切関与せず、また一切の責任を負いま

せん。 

３ 当社は、本アプリ上のエラーや、ウィルス侵入がないこと、その他安全な本アプリの進

行に関して一切保証しないものとします。 

４ 当社は、本アプリの内容、利用者に提供する情報、利用者が記録する情報の内容の正確

さ、有用さについておよびそれらの情報の本アプリにおいて表示が完全、正確であるこ

とについて保証するものではありません。 

５ 当社は、本アプリからのリンクにより遷移可能な一切の第三者ウェブサイトについて、

その適法性、整合性、安全性、正確性、公序良俗に反しないものであることなどを保証

しないものとします。 

６ 当社は、本アプリが利用者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・

正確性・有用性を有すること、利用者による本アプリの利用が利用者に適用のある法令

または業界団体の内部規則等に適合すること、および本アプリに不具合が生じないこと

について、何ら保証するものではなく、何らかの不具合・損害が発生した場合でも、当

社はこれらに対する補償・賠償は一切行わないものとします。 

７ 当社は、本アプリが全ての情報端末に対応していることを保証するものではなく、本ア



 

 

プリの利用に供する情報端末のＯＳのバージョンアップ等に伴い、本アプリの動作に不

具合が生じる可能性があることにつき、利用者はあらかじめ了承するものとします。当

社は、かかる不具合が生じた場合に当社が行うプログラムの修正等により、当該不具合

が解消されることを保証するものではありません。 

８ 利用者は、AppStore、GooglePlay 等のサービスストアの利用規約および運用方針の変

更等に伴い、本アプリの一部または全部の利用が制限される可能性があることをあらか

じめ了承するものとします。 

９ 当社は、電気通信事業者、電気事業者その他の事業者の都合により生じる利用者の不利

益について、一切の責任を負わないものとします。 

１０ 当社は、本アプリを利用したことにより直接的または間接的に利用者に発生した損

害について、一切賠償責任を負いません。 

１１ 当社は、利用者その他の第三者に発生した機会逸失、業務の中断その他いかなる損害

（間接損害や逸失利益を含みます）に対して、当社が係る損害の可能性を事前に通知さ

れていたとしても、一切の責任を負いません。 

１２ 利用者は、本アプリの利用に際して、利用者に対して第三者から問い合わせ、クレー

ム等がある場合、または第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレーム等がある場

合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当社は一切の責任義務を負わな

いものとします。 

１３ 利用者と他の利用者との間の紛争およびトラブルについて、当社は一切責任を負わ

ないものとします。利用者と他の利用者でトラブルになった場合でも、両者同士の責任

で解決するものとし、当社には一切の請求をしないものとします。 

１４ 利用者は、本アプリの利用に関連し、他の利用者に損害を与えた場合または第三者と

の間に紛争を生じた場合、自己の費用と責任において、かかる損害を賠償またはかかる

紛争を解決するものとし、当社には一切の迷惑や損害を与えないものとします。 

１５ 利用者の行為により、第三者から当社が損害賠償等の請求をされた場合には、利用者

の費用（弁護士費用を含む）と責任で、これを解決するものとします。当社が、当該第

三者に対して、損害賠償金を支払った場合には、利用者は、当社に対して当該損害賠償

金を含む一切の費用（弁護士費用および逸失利益を含む）を支払うものとします。 

１６ 利用者が本アプリの利用に関連して当社に損害を与えた場合、利用者の費用と責任

において当社に対して損害を賠償（訴訟費用および弁護士費用を含む）するものとしま

す。 

１７ 本アプリで提供される機能および各種データは開発途上のものも含まれており、永

続的に同一のものを提供することを保証するものではありません。 

１８ 本アプリの運営期間および期日は、当社の都合により変更または中止される可能性

があるものとします。 

 



 

 

第１３条（広告の掲載について）  

利用者は、本アプリ上にあらゆる広告が含まれる場合があること、当社またはその提携先が

あらゆる広告を掲載する場合があることを理解しこれを承諾したものとみなします。本ア

プリ上の広告の形態や範囲は、当社によって随時変更されます。なお、当社は、本アプリ上

で実施される広告の広告主と利用者との間における全てのトラブル、約束、保証など、およ

びその結果として利用者に生じる一切の損失・損害について責任を負わないものとします。  

 

第１４条（権利譲渡の禁止） 

１ 利用者は、予め当社の書面による承諾がない限り、本規約上の地位および本規約に基づ

く権利または義務の全部または一部を第三者に譲渡してはならないものとします。 

２ 当社は、本アプリの全部または一部を当社の裁量により第三者に譲渡することができ、

その場合、譲渡された権利の範囲内で利用者のアカウントを含む、本アプリに係る利用者

の一切の権利が譲渡先に移転するものとします。 

 

第１５条（分離可能性） 

１ 本規約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等により無効

または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効また

は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 

２ 本規約の全部または一部がある利用者との関係で無効または執行不能と判断された場

合であっても、本規約は他の利用者との関係では継続して完全に効力を有するものとしま

す。 

 

第１６条（当社への連絡方法） 

本アプリに関する利用者の当社へのご連絡・お問い合わせは、本アプリ内に記載のあるメー

ルアドレス宛、または当社が別途指定する方法により行うものとします。 

 

第１７条（準拠法、管轄裁判所） 

１ 本規約の有効性，解釈および履行については，日本法に準拠し，日本法に従って解釈さ

れるものとする。 

２ 当社と利用者との間での論議・訴訟その他一切の紛争については、訴額に応じて、東京

簡易裁判所または東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします｡ 

 

２０２１年４月９日 改定 


