
dマーケット登録サービスご利用規約 

 

 

dマーケット登録サービスご利用規約（以下「本規約」といいます）は、株式会社ＮＴＴド

コモ（以下「当社」といいます）が提供する第 3条第１項に定めるサービス（以下「本サー

ビス」といいます）の提供条件等を定めるものです。お客さまが本規約に同意されない場合、

本サービスを利用することはできません。 

 

第 1条（定義） 

本規約で使用する用語は、別途定めがない限り、次の各号に定める意味を有するものとしま

す。 

(1)「当社回線契約者」とは、当社が別途指定する契約約款（以下「契約約款」といいます）

に基づく回線契約（以下「対象回線契約」といいます）を当社と締結されている方をい

います。 

(2)「非回線契約者」とは、当社回線契約者以外の方をいいます。 

(3)「ドコモ回線 dアカウントの ID／パスワード」とは、当社が別に定める「dアカウント

規約」（以下「dアカウント規約」といいます）に基づき当社回線契約者を対象に発行す

るドコモ回線 d アカウント（以下「ドコモ回線 d アカウント」といいます）の ID およ

びパスワードをいいます。 

(4)「キャリアフリーd アカウントの ID／パスワード」とは、当社が別に定める「d アカウ

ント規約」に基づき非回線契約者を対象に発行するキャリアフリーdアカウント（以下

「キャリアフリーdアカウント」といいます）の IDおよびパスワードをいいます。 

(5)「sp モード契約者」とは、当社回線契約者のうち当社が別に定める sp モードご利用規

則（以下「spモードご利用規則」といいます）および spモードご利用細則（以下「sp

モードご利用細則」といいます）に基づき提供する spモード（以下「spモード」とい

います）のご利用にかかる契約を当社と締結されている方をいいます。 

(6)「i モード契約者」とは、当社回線契約者のうち当社が別に定める i モードご利用規則

（以下「i モードご利用規則」といいます）に基づき提供する i モード（以下「i モー

ド」といいます）のご利用にかかる契約を当社と締結されている方をいいます。 

 

第 2条（利用対象者） 

1.本サービスは、次の各号に定める条件のいずれかに該当するお客さまに限り、ご利用にな

れます。 

(1)sp モード契約者または iモード契約者 

(2)当社回線契約者のうち、ドコモ回線 dアカウントをお持ちの方 

(3)非回線契約者のうち、キャリアフリーdアカウントをお持ちの方 



2.前項の定めにかかわらず、Android OS 又は iOSを搭載した端末のうち、当社が指定する

端末（以下「対応スマートフォン」といいます。）によるご利用の場合には、本サービス

の一部の機能に限り、前項各号に定める条件のいずれにも該当しないお客さまもご利用

になれます。 

 

第 3条（本サービスおよび個別サービス） 

1.本サービスは、当社のポータルサイト「dマーケット」（以下「d マーケット」といいます）

において、以下のサービス（以下それぞれを「個別サービス」といいます）を利用するこ

とができるサービスです。各個別サービスの内容等は、各個別サービスについて当社が別

に定める規約等（以下「個別規約」といいます）に定めるとおりとします。 

(1)d マーケット SNS（個別規約のうち、当社が別に定める「d マーケット SNS ご利用規約」

に基づき提供されるものを指すものとし、以下同じとします） 

(2)d ゲーム（個別規約のうち、当社が別に定める「d ゲームご利用規約」（以下「d ゲーム

ご利用規約」といいます）に基づき提供されるものを指すものとし、以下同じとします） 

(3)d コインサービス（個別規約のうち、当社が別に定める「dコインご利用規約」（以下「d

コインご利用規約」といいます）に基づき提供されるものを指すものとし、以下同じと

します） 

2.本サービス上において、当社以外の第三者（以下「CP」といいます）がサービス（コンテ

ンツおよびアプリ等を含み、以下「CP サービス」といいます）を提供することがありま

す。CPサービスは、お客さまと CPの間の契約（以下「CP契約」といいます）に従い提供

され、本サービスを構成しません。詳細は、第 6条に定めるとおりとします。 

3.お客さまの使用する端末、お客さまの年齢、前条第１項に定めるお客さまの種別、第 4 条

第 3項に基づく登録状況等に応じて、本サービスおよび CPサービス（以下「本サービス

等」といいます）の一部もしくは全部の機能が利用できず、または、本サービス等の内容

が異なる場合があります。 

4.個別規約において別途定めがない限り、本サービスは日本国内のみでご利用になれます。 

5.当社は、当社の判断により、本サービスの全部または一部を変更、追加または廃止（以下

「変更等」と総称します）することができます。当社は、本サービスの全部を廃止すると

きは、dゲーム上のお知らせ欄での掲示等の方法により廃止の期日等をお客さまに通知し

ます。本サービスの変更等による損害について、当社は責任を負いません。 

6.個別サービスには、本規約のほか、各個別規約が適用されます。各個別規約において、本

規約と矛盾する部分がある場合、別途定めが無い限り、当該部分については当該個別規約

が優先的に適用されます。 

7. 本規約で定義された用語は、別途定めが無い限り、個別規約においても同じ意味を持つ

ものとします。 

8.契約約款、iモードご利用規則ならびに spモードご利用規則および spモードご利用細則



（以下「約款等」といいます）は、別途定めが無い限り、本規約に基づき提供される本サ

ービスには適用されないものとします。 

 

第 4条（ご利用手続） 

1.本サービスの利用を希望されるお客さまは、本規約および個別規約（以下「本規約等」と

総称します）に同意のうえ、当社の定めるところに従い、本サービスの利用をお申し込み

ください。当社が別途定めた場合を除き、本サービスの一部のみのご利用申し込みはでき

ません。 

2.本サービスの利用に関する契約（以下「利用契約」といいます）は、お客さまから前項に

基づく本サービスの利用申込（以下「利用申込」といいます）がなされ、当社が当該利用

申込を承諾したときに、お客さまと当社との間で成立するものとします。 

3.本サービスの全ての機能のご利用にあたっては、当社所定の方法に従い、以下の各号に定

める登録の双方を完了していただく必要があります。なお、対応スマートフォン以外の端

末によりアクセスされている場合または Wi-Fi通信によりアクセスされている場合には、

利用申込にあたり、第 1 号に定める登録が必要となります。また、第 2 条第 1 項各号に

定める条件のいずれにも該当しないお客さまは、本項に基づく登録を行うことができま

せんので、ドコモ回線 d アカウントまたはキャリアフリーdアカウントの発行手続きを行

い、当該条件を満たしたうえで登録ください。 

(1)アカウント情報登録 

非回線契約者の場合、キャリアフリーd アカウントの ID／パスワードおよび携帯電話番

号を登録いただきます。当社回線契約者の場合、sp モードまたは i モードを利用したア

クセスによる利用申込の場合を除き、ドコモ回線 d アカウントの ID／パスワードを登録

いただきます（sp モードまたは i モードを利用したアクセスによる利用申込の場合、自

動的に登録が行われます）。 

(2)必須プロフィール登録 

ニックネーム、生年月日および性別（以下「必須プロフィール」といいます）の全てを登

録いただきます。なお、アカウント情報登録をされていない方は、必須プロフィール登録

を行うことはできません。また、必須プロフィールのうち、ニックネームについては、別

途当社が定める時点で、当社が別途定めたニックネームが自動的に登録されますので、必

要に応じて変更ください。 

お客さまが非回線契約者の場合において、前項のアカウント情報登録に用いることがで

きる携帯電話番号は、当社の定める番号に限るものとします。本サービスに過去登録さ

れ、または現在登録されている携帯電話番号は、利用申込をされたお客さま本人が当該携

帯電話番号を登録したか否かにかかわらず、当社が別途認めた場合を除き、前項のアカウ

ント情報登録に使用することができません。なお、非回線契約者であるお客さまは、登録

した携帯電話番号が自己の使用するものではなくなった場合には、当社が別途定める手



続により、携帯電話番号の変更の登録を行わなければならないものとします。 

4.利用申込をされたお客さまが次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合は、

当社は、当該利用申込を承諾しないことがあります。 

(1)本条に定める利用申込みの条件を満たしていない場合 

(2)利用申込の内容に不足もしくは不備があり、または虚偽の記載が含まれる場合 

(3)本規約等、CP契約、第 7条に定める外部サービス契約、dアカウント規約または約款等

（以下「関連規約」と総称します）に違反したこと等を理由として過去に利用契約を解除

されたことがある場合 

(4)関連規約に違反したこと等を理由として過去に利用契約を解除されたことがある、端末、

キャリアフリーdアカウントまたは携帯電話番号による利用申込の場合 

(5)関連規約に違反するおそれがある場合 

(6)その他、当社が不適切と判断した場合 

 

第 5条（各種設定について） 

1.必須プロフィール（自動的に登録されたニックネームを含みます）およびお客さまが任意

に登録されたプロフィール情報は、当社が別途定める場合を除き、dマーケット SNSのプ

ロフィール情報（以下「dマーケット SNSプロフィール情報」といいます）として登録さ

れます。 

2.当社は、dマーケット SNS プロフィール情報のうち当社が別に定める情報を、お客さまの

設定に従い、本サービスの他の利用者（以下「利用者」といいます）に公開します。公開

を希望されない方は、非公開に設定ください（ニックネームは非公開にできません）。本

名、住所等の本人を特定しうる情報を公開すると、トラブルに巻き込まれる恐れがありま

すので、そのような情報を登録して公開しないようにしてください。 

3.dマーケット SNSプロフィール情報の内容は、原則として、お客さまの判断でいつでも変

更できます。お客さまは、dマーケット SNSプロフィール情報を、常に最新の情報に保つ

ものとし、変更がある場合には直ちに変更の登録を行うものとします。ただし、生年月日

情報その他当社が別に定める情報については、変更することができません。 

 

第 6条（CPサービス） 

1.CP サービスについては、当社は、取引を行うための場の提供および取引の機会のみを提

供するものとします。CP 契約は、お客さまと CPとの間で直接成立するものであり、当社

は、CP契約の当事者とはならず、CPサービスについて責任を負いません。 

2.CP サービスについて、当社は動作保証・品質保証その他の責任を負うものではなく、CP

サービスまたはその利用に関してお客さまに損害等が発生した場合であっても、当社は

責任を負いません。 

3.CPサービスの取引に関する条件は、CP契約に従うものとします。ただし、本規約等にお



いて定めがある場合は、お客さまは、CP契約とは別に、当該定めにも従って CPサービス

を利用するものとします。 

4.CP サービスは、お客さまへの通知なく、変更、追加または廃止されることがあります。

当該変更、追加または廃止による損害について、当社は責任を負いません。 

 

第 7条（外部サービス連携） 

1.当社または第三者により、本サービス等の全部または一部と連携する、本サービス等以外

のサービス（コンテンツおよびアプリ等を含み、以下「外部サービス」と総称します）が

提供される場合があります。外部サービスの内容およびご利用条件等は、外部サービスを

提供する者（以下「外部サービス提供者」といいます）が別に定めるところによります。 

2.お客さまが第三者の提供する外部サービスをご利用になる場合は、当該外部サービスの

利用にかかる契約（以下「外部サービス契約」といいます）はお客さまと当該外部サービ

ス提供者との間で直接成立するものであり、当社は、当該外部サービス契約の当事者とは

ならず、外部サービスについて責任を負いません。 

3.外部サービスについて、当社は動作保証・品質保証その他の責任を負うものではなく、外

部サービスまたはその利用に関してお客さまに損害等が発生した場合であっても、当社

は責任を負いません。 

4.本サービス等において外部サービスと連携する機能（以下「外部サービス連携機能」とい

います）を当社が提供する場合、当該外部サービス連携機能（外部サービスは含みません）

は本サービスの一部を構成し、本規約等が適用されます。外部サービス連携機能を CPが

提供する場合、当該外部サービス連携機能（外部サービスは含みません）は CPサービス

の一部を構成し、前条に従うものとします。 

5.外部サービス提供者の判断により、お客さまへの通知なく、外部サービス連携機能が制限

され、または利用できなくなることがあります。当該制限または利用不能による損害につ

いて、当社は責任を負いません。 

 

第 8条（料金） 

1.本サービス等には、その利用にかかる料金に応じ次の各号に定める種類のサービスがあ

ります。 

(1)当該サービスを提供する当社または CP が別途指定する基本機能や基本アイテムは無料

で提供され、その他の機能やアイテムが有償で提供されるサービス（当該サービスのう

ち、有償で提供される機能及びアイテム並びに次号のプレイチケットを有償で購入する

ことで利用できるサービスを総称して「有償サービス」といいます） 

(2)サービスごとの一定期間の利用権（当該利用権を標章する電子チケットを以下「プレイ

チケット」といいます）を有償で購入することで利用できるサービス 

2.有償サービスの利用を希望されるお客さまは、当社が別途定めた場合を除き、当社または



CP が定める有償サービスの対価（以下「有償サービス利用料」といいます）をお支払い

ただく必要があります。有償サービス利用料の額については各有償サービスの購入ペー

ジ（リンク先を含みます）上に表示されます。 

3.有償サービス利用料のお支払い方法は、当社が別途定めた場合を除き、プレイチケットの

購入を要するものについてはクレジットカード、当社が別に定める d コインご利用規約

に基づき取得することができる電磁的価値（以下「dコイン」といいます。ただし当社の

施策によりお客さまに進呈された d コインは、プレイチケットの購入にご利用いただく

ことはできません）または当社が別に定める「d払い／ドコモ払いご利用規約」（以下「d

払い／ドコモ払いご利用規約」といいます）に基づき提供する「ドコモ払い」（以下「ド

コモ払い」といいます）による支払いのみ、その他の有償サービスは dコインによる支払

いのみとなります。プレイチケットに関するご利用条件等は d ゲームご利用規約に定め

るところによるものとし、「ドコモ払い」に関するご利用条件等は契約約款、spモードご

利用規則、sp モードご利用細則および i モードご利用規則ならびに d 払い／ドコモ払い

ご利用規約に定めるところによるものとし、また、dコインに関するご利用条件等は d コ

インご利用規約に定めるところによります。 

4.本サービス等の利用に伴い発生する通信料はお客さまのご負担となります。 

 

第 9条（dポイント等） 

1.お客さまが当社が提供する会員制度「dポイントクラブ」の会員（以下「dポイントクラ

ブ会員」といいます）である場合、有償サービスのうち当社が別に定めるサービス（以下

「ポイント対象サービス」といいます）について、次の各号に定める条件により、ポイン

トの利用（以下「ポイントの利用」といいます）によりサービスの提供を受ける権利を取

得することができます。 ただし、第 4条第 3項に基づくアカウント情報登録を完了され

ていない場合には、ポイントの利用を行うことはできません。 

(1)当社が別に定める「dポイントクラブ会員規約」（以下「dポイントクラブ会員規約」と

いいます）の定めにかかわらず、各ポイント対象サービスの購入ページ（リンク先を含み

ます）上に表示される d ポイントのポイント数により、ポイントの利用をすることがで

きます。 

(2)d ポイントクラブ会員規約の定めにかかわらず、当社は、本項に基づきポイントの利用

をされるポイント対象サービスについては、お客さまの端末を通じて提供するものとし

ます。 

(3)ポイントの利用によりお客さまに提供されたポイント対象サービスの提供主体、使用条

件等については、その対価の支払にかかる条件を除き、dコインを利用してその対価を支

払う場合と同一とします。 

2.本条に定めるポイントの利用に関する条件等は、本規約等に定める事項を除き、dポイン

トクラブ会員規約に定めるところによります。 



3.当社は、当社が自ら企画する本サービス等に関する施策等により、第 4 条第 3 項に基づ

くアカウント情報登録を完了されている d ポイントクラブ会員に d ポイントを進呈する

場合があります。これらの施策等を実施する場合には、その内容の詳細について、本サー

ビス等に関するサイトにてお客さまに周知します。なお、本項に基づく d ポイントの進

呈および進呈された dポイントの利用に関する条件等は、dポイントクラブ会員規約の提

供条件に定めるところによります。 

 

第 10条（利用環境の整備・管理、認証等） 

1.お客さまが、本サービス等を利用するために必要なあらゆる機器、ソフトウェア、通信手

段（以下「機器等」と総称します）は、お客さまの費用負担と責任において準備するもの

とし、当社は、機器等の不具合等についてサポートを行いません。 

2.当社は、お客さまが本サービス等をご利用される場合、以下に規定する方法のうち当社が

指定する方法（以下「本サービス等認証方法」といいます）によりお客さまを認証します。 

(1)サイトにアクセスされている回線を認証する方法（①spモード契約者もしくは iモード

契約者の場合であって、sp モードもしくは i モードを利用してアクセスされた場合また

は②非回線契約者の場合であって、第 4 条第 3 項に基づくアカウント情報登録において

登録された携帯電話番号の回線から対応スマートフォン以外の端末を利用してアクセス

された場合） 

(2)ドコモ回線 d アカウントの ID／パスワードにより認証する方法（当社回線契約者の場

合） 

(3)キャリアフリーdアカウントの ID／パスワードにより認証する方法（非回線契約者の場

合であって、第 4 条第 3 項に基づくアカウント情報登録において登録された携帯電話番

号の回線以外からアクセスされた場合または対応スマートフォンを利用してアクセスさ

れた場合） 

(4)前三号に定めるいずれかの方法によりお客さまがサイトにアクセスした際に当社が発

行する Cookieにより認証する方法 

(5)利用申込の際に当社が発行する Cookie により認証する方法（第 4 条第 3 項に基づくア

カウント情報登録が完了していないお客さまの場合） 

3.前項に定めるいずれかの認証方法による認証がなされた場合、当社はお客さまご自身が

本サービス等を利用したものとみなすことができるものとし、お客さまの本サービス等

のご登録情報やご利用情報を表示するとともに、過去に d コインの購入、プレイチケッ

トの購入または他の当社のサービスのご利用にあたりお客さまが登録された決済情報を

利用して dコインを購入できるようにする場合があります。 

4.お客さまは、ドコモ UIM カード（spモード契約者または iモード契約者の場合）、ドコモ

回線 d アカウントの ID／パスワードおよびそれらを入力したことがある端末（当社回線

契約者の場合）、キャリアフリーdアカウントの ID／パスワードおよびそれらを入力した



ことがある端末（非回線契約者の場合）、第 4条第 3項に基づくアカウント情報登録にお

いて登録された携帯電話番号が記録されている SIM カード（非回線契約者の場合）なら

びに利用契約の申込時に利用し、または第 1項第 4号または第 5号に定める Cookieが保

存されている端末（以下「認証キー」と総称します）を厳重に管理するものとし、第三者

に譲渡、貸与、質入、その他利用させてはならないものとします。当社は、本サービス等

認証方法により本サービス等が利用された場合、当該利用はお客さまによる利用とみな

すことができるものとし、認証キーの管理不十分、利用上の過誤または第三者による不正

利用等については、お客さまが責任を負い、当社は責任を負わないものとします。 

 

第 11条（禁止行為等） 

お客さまは、次の各号のいずれかに該当する、または該当する可能性があると当社が判断す

る行為（不適切情報の投稿行為の場合においては、当該情報への URL リンクの投稿行為

を含みます）をしてはならないものとします。ただし、第 10 号、第 13号および第 14号

については、当社が別途明示的に認める場合はこの限りではありません。 

(1)第三者を差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、名誉を毀損し、またはプライバシーを侵害す

る行為 

(2)第三者の知的財産権（著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、氏名権、肖像権

を含みます）その他の権利を侵害する行為 

(3)本サービス等に関するコンテンツ、アプリ等の全部または一部を複製、改変、改ざんし、

または逆コンパイル、逆アセンブル等のリバースエンジニアリング（主に、「内容を解析

して、人間が読み取り可能な形に変換すること」を指します）する行為 

(4)第三者に対して経済的もしくは社会的な不利益を与え、または精神的な悪影響を与える

行為（未成年の人格形成等に悪影響を与える行為、本サービス等上における特定の利用者

に対する執拗な投稿行為を含みます） 

(5)虚偽もしくは真実でない情報等の提供行為（誤認させる恐れがある行為を含みます）ま

たは登録行為（非公開設定している場合も含みます） 

(6)公序良俗に反する行為（猥褻、グロテスク、その他、他の利用者に不快感を与える可能

性があると当社が判断する文章、画像、動画、その他の情報の提供行為を含みます） 

(7)犯罪その他法令に違反する行為（予告を含みます） 

(8)自殺・自傷行為を誘発・助長する行為 

(9)当社または第三者のネットワークその他の設備に過度な負担を与え、または不正な動作

をさせる行為 

(10)個人情報その他個人に関する情報を提供し、または入手しようとする行為 

(11)お客さま以外の第三者に本サービス等を利用させる行為 

(12)同一人が複数の利用契約を締結する行為（端末および携帯電話番号を複数保有してい

る場合もできません） 



(13)営利、非営利を問わず、物、サービスまたは情報（本サービス等に関するコンテンツを

含みます）の提供、受領または交換行為（それらの紹介、申し込みまたは申し込みの誘引

等を含みます） 

(14)商業的目的、宗教的目的、出会い目的、および本サービス等の性質上不適切と当社が判

断する目的で本サービス等を利用し、または本サービス等以外のサービス、サイト等へ他

の利用者を誘導する行為（本サービス等以外のサービス、サイト等への URL リンクの提

供、電話番号・メールアドレスその他連絡先・待ち合わせ場所等の提供を含みます） 

(15)他の利用者を不快にさせる行為 

(16)本サービス等の不正な利用行為（バグ、当社が認めていないソフトウェアその他ツール

の利用その他の当社が認めていない方法による、有償または無償アイテム等の不正な取

得や複製等を含みます） 

(17)本規約等に違反する行為 

(18)前各号の行為を推奨、助長または幇助等する行為 

(19)前各号の他、本サービス等の提供上または運営上不適当と当社が認める行為 

 

第 12条（個人情報の取り扱い） 

1.当社は、お客さまの個人情報の取扱いについて、別途当社の定める「NTTドコモ プライ

バシーポリシー」において公表します。なお、お客さまは、当社が別に定める「d マーケ

ット登録サービス/お客さまに関する情報の第三者提供」「d マーケット登録サービス/規

約違反または購入代金未払いに関する情報の第三者提供」に同意する必要があります。お

客さまが、当社の定めるところに従い d コインの購入またはプレイチケットの購入の際

にクレジットカード番号等の決済情報を入力された場合は、次回以降の dコインの購入、

プレイチケットの購入または他の当社のサービスのご利用の際に利用する場合がありま

す。 

 

第 13条（情報等の管理） 

1.d マーケット SNS プロフィール情報その他の本サービス等に関するお客さまの情報およ

び本規約等に基づくお客さまの一切の利用権（アバター、ゲーム、dコインを含み、以下

「利用契約データ」といいます）は、お客さまが当社回線契約者である場合には当社のご

契約回線単位またはドコモ回線 d アカウント単位、お客さまが非回線契約者である場合

には、キャリアフリーdアカウント単位にて管理されます。ただし、第 4条第 3項に基づ

くアカウント情報登録が完了していないお客さまについては、利用契約データはお客さ

まが利用申込の際に当社が発行する Cookie単位で管理されます。この場合、お客さまが

ご利用の端末について機種変更、端末初期化、OS のバージョンアップまたは一部のソフ

トウェア更新等の実行、故障、紛失等があった場合、お客さまがブラウザから Cookie を

削除された場合、お客さまがブラウザを変更（再インストールを含みます）された場合等



には、利用契約データを一切利用できなくなります。この場合であっても当社は責任を負

いませんので、第 4 条第 3 項に基づくアカウント情報登録を実施されることを強くお勧

めします。 

2.当社が別途定めた場合を除き、お客さまは、当社が別に定める手続を行うことにより、利

用契約データ（当社が定めるものに限ります）を、前項の他の管理単位に移行することが

できます。 

 

第 14条（知的財産権） 

本サービス等に関する著作権その他の知的財産権は、当社、CP またはその他の第三者に留

保されるものとし、お客さまは本サービス等において定められている方法・目的以外で権利

者の同意を得ることなく利用しないものとします。 

 

第 15条（本サービスの中断・停止） 

1.当社は、次の各号に該当する場合、事前にお客さまに通知または周知することなく、本サ

ービスの全部または一部の提供を一時的に中断または停止することができるものとしま

す。 

(1)本サービスにかかるシステムその他本サービスにかかる機器、設備またはシステム等の

保守上または工事上やむを得ないとき 

(2)火災・停電等の事故、地震・洪水等の天災、戦争、暴動、労働争議等により、本サービ

スの全部または一部の運営ができなくなった場合 

(3)本サービスにかかるシステムの障害等により、本サービスの全部または一部の運営がで

きなくなった場合 

(4)災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持に必

要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する場合 

(5)その他当社が運用上または技術上、本サービスの全部または一部提供の中断または停止

が必要であると判断した場合 

2.当社は、前項の措置により、お客さまが損害を被った場合(本サービスの中断または停止

により CPサービスが利用できない場合を含みます)でも、責任を負わないものとします。 

 

第 16条（利用契約の解約等） 

1.お客さまは、当社が別に定める方法に従い、いつでも利用契約を解約することができるも

のとします。なお、当社は、利用契約の解約のことを、退会と表現することがあります。

詳しくは、dマーケットのトップページ最下部の「ご質問・お問い合わせ」またはマイペ

ージ最下部の「退会」をご参照ください。ただし、第 4条第 3項に基づくアカウント情報

登録または必須プロフィール登録が完了していないお客さまについては、アカウント情

報登録および必須プロフィール登録の双方を完了したうえで解約手続をしていただく必



要があります。 

2.お客さまが以下の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は、お客さまへ

の事前の催告なしに、当社が定める期間、本サービスの全部もしくは一部の利用を停止

し、または利用契約を解約することができるものとします。 

(1)関連規約に違反し、または違反したことがある場合 

(2)お客さまが非回線契約者の場合において、お客さまが登録した携帯電話番号が解約等さ

れ、またはキャリアフリーdアカウントが失効した場合 

(3)１年以上、本サービスを利用していない場合 

(4)その他、本サービスの利用者として不適切であると当社が判断した場合 

3.次の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、当該時点で利用契約が自動的に終

了するものとします。 

(1)お客さまが死亡したとき、または死亡したものとみなされたとき 

(2)当社が本サービスの全部を終了したとき 

(3)お客さまが当社回線契約者の場合において、回線契約について、解約、名義変更、改番

または電話番号保管がなされたとき 

(4)お客さまが当社回線契約者の場合において、ドコモ回線 dアカウントが失効したとき 

4.前三項またはその他の事由により利用契約が終了した場合、別途定めが無い限り、終了時

点をもって、本規約等に基づくお客さまの一切の利用権（アバター、ゲーム、dコインを

含みます）は自動的に消滅します。また、当社は、自らの裁量により、お客さまの情報の

全部または一部を削除することができるものとしますが、別途法律上の義務がある場合

を除き、削除する義務を負わないものとします。 

5.本サービスの利用停止または利用契約の解約により、お客さまは CPサービスを利用でき

なくなります。これにより、お客さまが損害を被った場合でも、当社は責任を負いません。 

 

第 17条（新たに当社回線契約者となられた場合） 

第 4 条第 3 項に基づくアカウント情報登録を完了のうえで本サービスを利用されていた非

回線契約者のお客さまが新たに当社回線契約者となられた場合、キャリアフリーdアカウン

トに関する登録情報に契約回線にかかる電話番号を追加するドコモ所定の手続き（以下「電

話番号登録」といいます）を行うことにより、お客さまがご利用のキャリアフリーdアカウ

ントのドコモ回線 dアカウントへの移行をお申込みいただくことができます。この場合、キ

ャリアフリーdアカウントのお申込み時等にご登録いただいたお客さまに関する情報は、ド

コモ回線 d アカウントに関するご登録情報として引き継がれますので、移行前に利用され

ていた本サービスのご利用情報（以下「回線契約前のご利用情報」といいます）を保持した

まま、当社回線契約者として引き続き本サービスをご利用いただくことができます。ただし、

この場合であって、ドコモ回線 d アカウントへの移行完了前にドコモ回線 d アカウントへ

の移行の申込みをされる対象回線契約の契約回線からアクセスして利用された本サービス



のご利用情報（dコインを含みます）は、ドコモ回線 dアカウントの移行完了をもって消去

されますので、ご注意ください。 

 

第 18条（回線契約を解約された場合） 

第 4 条第 3 項に基づくアカウント情報登録を完了のうえで本サービスを利用されていた当

社回線契約者のお客さまが回線契約を解約または名義変更された場合、第 16 条第 3 項第 3

号および第 4号にかかわらず、キャリアフリーdアカウントへの移行を行うことにより、回

線契約の解約または名義変更前に利用されていた本サービスのご利用情報を保持したまま、

非回線契約者として引き続き本サービスご利用いただくことができます。対象回線契約の

解約に伴い、お客さまが保有していたドコモ回線 d アカウントは原則として特段の手続き

を要せず、キャリアフリーdアカウントに自動移行し、そのままご利用いただけますが、例

外的に、お客さまのドコモ回線 d アカウントの ID が電話番号形式、@docomo.ne.jp 形式の

ドコモのメールアドレスまたは自由文字列形式の場合には、別途 d アカウント規約に定め

るキャリアフリーdアカウントへの移行のお申込みを行っていただく必要があります。 

 

第 19条（規約違反行為等への対処） 

お客さまが関連規約に違反したと当社が判断する場合、その他当社が必要と認める場合は、

当社はお客さまに対し、以下の措置を講じることができるものとします。 

(1)関連規約に違反する行為等を止め同様の行為を繰り返さないことを要求すること 

(2)お客さまが提供した情報等の削除・訂正等を求めること 

(3)お客さまが提供した情報等を他の利用者が閲覧できない状態にすること 

 

第 20条（お客さまに対するお知らせ等） 

1.当社がお客さまに対して行う通知・周知等は、お客さまが登録したメールアドレスへのメ

ールによる通知、メッセージ Rによる通知、本サービス上の掲載（dマーケット SNSの通

知欄への通知を含みます）、当社のホームページへの掲載その他当社が適当と判断する方

法により行うことができるものとします。 

2.当社は、当社または第三者が提供する商品・サービス（コンテンツおよびアプリ等を含み

ます）に関する宣伝および広告等のため、お客さまが登録したメールアドレスにメールを

送信し、もしくはメッセージ Rを送信することができるものとします。お客さまは、本項

に定めるメール（メッセージ Rを含みます）の受信の要否について、当社が別に定める方

法により設定を行うことができますので、受信を希望されないお客さまは受信拒否の設

定を行ってください。 

 

第 21条（無保証・免責） 

1.当社は、本サービス等を通じてお客さまが閲覧または取得する情報、コンテンツ、アプリ



等についてその安全性、正確性、確実性、有用性等について保証しないものとし、お客さ

まに損害が発生した場合であっても、責任を負いません。 

2.本サービスに関する WEB サイトにおいて、第三者の提供するサイトにリンクを設定する

場合がありますが、当社は、当該リンク先について責任を負いません。 

3.当社は、別途法律上必要がある場合を除き、本サービス等において当社が入手するお客さ

ま情報の保存義務を負わないものとします。お客さまは、自ら管理するお客さまの情報の

うちバックアップが可能なものについては、必要に応じて、自らの責任でバックアップを

取るものとします。 

4.本規約等の定めにかかわらず、本規約等に関連して当社がお客さまに損害を賠償する場

合、当該損害賠償の範囲は、通常生ずべき損害に限られるものとし、予見の有無にかかわ

らず、特別の事情によって生じた損害、逸失利益、弁護士費用は含まないものとします。

また、利用契約に関して当社がお客さまに損害賠償する金額は、①当該損害の発生した直

近 1 ヵ月間に本サービス上でお客さまが当社に支払った総額、または②金 500 円のどち

らか高い金額を上限とします。 

5.本サービス等に関してお客さまに発生した損害が当社の故意または重大な過失に起因す

る場合、本規約等において当社を免責し、または責任を制限する規定は適用しません。 

 

第 22条（お客さまの責任） 

1.本サービス等に関して、お客さまと第三者（他の利用者を含みます）との間で紛争等が発

生した場合、当社は当該紛争等の解決義務を負わないものとし、お客さまはお客さま自身

の費用と責任で当該紛争等を解決するものとします。また、当社が任意に当該紛争等の解

決努力をした場合といえども、解決義務および継続的な解決努力義務を負うものではあ

りません。 

2.前項の紛争およびお客さまが本規約等に違反したことにより、当社が損害（対応に要した

弁護士費用等を含みます）を被った場合、お客さまは当社に対して当該損害を賠償するも

のとします。 

 

第 23条（反社会的勢力の排除） 

1.お客さまは次の各号のいずれか一にでも該当しないことを表明し、かつ将来にわたって

も該当しないことを表明し、保証するものとします。 

(1) 自ら（法人その他の団体にあっては、自らの役員を含みます）が、暴力団、暴力団員、

暴力団員でなくなった時から 5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総

会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者（以下総

称して「暴力団員等」といいます）であること 

(2) お客さまが法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営を支配していると

認められる関係を有すること 



(3) お客さまが法人その他の団体の場合にあっては、暴力団員等が経営に実質的に関与し

ていると認められる関係を有すること 

(4) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもっ

てするなど、暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること 

(5) 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認

められる関係を有すること 

(6) お客さまが法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員または自らの経営に実質

的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること 

2.お客さまは、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を

行わないことを保証するものとします。 

(1) 暴力的な要求行為 

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

(4) 風説を流布し、偽計を用い、または威力を用いて、当社の信用を毀損し、または当社の

業務を妨害する行為 

(5) その他前各号に準ずる行為 

 

 

第 24条（権利譲渡等の禁止） 

お客さまは、当社の事前の書面による同意なしに、利用契約上の地位または本サービス等を

通じて生じたお客さまの権利もしくは義務を譲渡し、承継させ、貸与し、または担保に供す

ることはできないものとします。 

 

第 25条（規約変更） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、お客さまへ当社が適切と判断した方法にて

公表または通知することにより、本規約等を変更することができるものとします。この場合、

変更日以降は変更後の本規約等が適用されます。 

(1) 本規約等の変更が、お客さまの一般の利益に適合するとき 

(2) 本規約等の変更が、本規約等の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相

当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき 

 

第 26条（未成年者） 

お客さまが未成年者の場合は、親権者等法定代理人の同意を得たうえで利用申込および本

サービス等の利用を行うものとします。 

 

第 27条（準拠法および管轄） 



1.本規約等の効力・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。 

2.お客さまと当社との間で本規約等に関連して訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所

又はお客さまの住所地の地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

附則 

本個別規約は、平成 24年 12月 13日から実施します。 

平成 26年 2月 26日 改訂 

平成 26年 4月 1日 改訂 

平成 26年 12月 18日 改訂 

平成 27年 12月 1日 改訂 

平成 30年 5月 16日 改訂 

平成 30年 12月 19日 改訂 

令和 2年 3月 13日 改訂 

令和 2年 3月 26日 改訂 

令和 2年 12月 22日 改訂 

 

以上 

  



dマーケット SNSご利用規約 

 

 

「dマーケット SNSご利用規約」（以下「本個別規約」といいます）は、「dマーケット登録

サービスご利用規約」（以下「基本規約」といいます）に基づき株式会社ＮＴＴドコモ（以

下「当社」といいます）が提供する「dマーケット SNS」（以下「本個別サービス」といいま

す）の提供条件等を定めるものです。お客さまが本個別規約に同意されない場合、本個別サ

ービスおよび基本規約に基づく他のサービスを利用することはできません。 

 

第 1条（dマーケット SNS） 

1.本個別サービスは、以下の機能（以下それぞれを「SNS機能」といいます）から構成され

ます。各 SNS機能の詳細な内容・利用条件等は、当社が別に定める仕様および注意事項等

（以下「SNS注意事項等」と総称します）に定めるとおりとします。 

(1)コミュニケーション機能（メッセージ、伝言板等） 

特定または不特定の他の利用者と通信することができる機能です。送信先以外の第三者

に公開されない通信（以下「非公開通信」といいます）と送信先以外の第三者にも公開さ

れる通信（以下「公開通信」といい、非公開通信と合わせて「SNS通信」といいます）が

あります。メッセージは非公開通信、伝言板は公開通信です。 

(2)コミュニティ機能 

不特定の利用者が任意に参加し、他の利用者と特定のテーマについて意見交換できるコ

ミュニティを利用できる機能です。お客さまが自らコミュニティを開設し、また、他の利

用者が開設したコミュニティに参加することができます。 

(3)プロフィール機能（プロフィール、日記、アバター等） 

自分のプロフィール、日記、アバター等を公開し、また、他の利用者が公開したプロフィ

ール、日記、アバター等を閲覧できる機能です。他の利用者が公開している内容に対して

コメントすることもできます。 

(4)友達機能 

他の利用者をマイページに登録し、管理することができる機能です。お客さまの設定に従

い、お客さまの本サービス等における行動履歴（ゲームの開始、プロフィールの変更、コ

メントの投稿等）が友達に共有されます。 

(5)その他、当社が定める機能 

2.お客さまの使用する端末、お客さまの年齢、お客さまと当社との契約状態等に応じて、本

個別サービスの一部もしくは全部の機能が利用できず、または、本個別サービスの内容が

異なる場合があります。また、本個別サービス内の各 SNS機能によっては、ご利用にあた

り、当社の定めるところに従い、個別に利用のお申込みまたは設定が必要となる場合があ

ります。 



3.当社は、当社の判断により、お客さまへの通知なく、本個別サービスの全部または一部を

変更等することができます。本個別サービスの変更等による損害について、当社は責任を

負いません。 

4.お客さまは、本個別サービスのご利用にあたり、本個別規約のほか、SNS注意事項等を遵

守するものとします。 

5.基本規約で定義された用語は、別途定めが無い限り、本個別規約においても同じ意味を持

つものとします。 

 

第 2条（ご利用条件） 

1.本個別サービスは、基本規約に基づく利用契約が存続している期間中に限り、ご利用いた

だけます。 

2.前項の定めにかかわらず、基本規約に基づくアカウント情報登録および必須プロフィー

ル登録を完了されていないお客さまは、本個別サービスのうち以下に定める各機能をご

利用いただけません。 

(1) 第 1 条第 1 項第(1)号に定めるコミュニケーション機能のうち、閲覧する機能を除く機

能 

(2) 同項第(2)号に定めるコミュニティ機能のうち、閲覧する機能を除く機能 

(3) 同項第(4)号に定める友達機能 

(4) その他、当社が定める機能 

3.第 1 項の定めにかかわらず、基本規約に基づく必須プロフィール登録のみを完了されて

いないお客さまは、本個別サービスのうち以下に定める各機能をご利用いただけません。 

(1)第 1 条第 1 項第(1)号に定めるコミュニケーション機能のうち、メッセージによる非公

開通信 

(2)同項第(4)号に定める友達機能 

(3)その他、当社が定める機能 

 

第 3条（コミュニティ管理責任） 

1.お客さまがコミュニティを開設された場合、お客さまは当該コミュニティの管理者（以下

「コミュニティ管理者」といいます）になります。コミュニティ管理者は、当該コミュニ

ティに参加する他の利用者の投稿等について管理責任を負います。コミュニティの管理

もしくは存続が困難であると当社が判断した場合、または、コミュニティの利用に関して

基本規約もしくは本個別規約（以下「基本規約等」と総称します）の違反行為があると当

社が判断した場合、当社は、コミュニティ管理者およびコミュニティに参加する他の利用

者へ事前の通知をすることなく、基本規約等に違反した利用者のコミュニティ追放もし

くは利用契約解約または当該コミュニティの閉鎖等の処分を行うことができるものとし

ます。 



2.コミュニティ管理者は、コミュニティを閉鎖することにより、コミュニティ管理者をやめ

ることができます。その場合、コミュニティに参加する他の利用者へ事前に通知するな

ど、コミュニティが円滑に閉鎖されるよう合理的な努力をするものとします。 

 

第 4条（SNS通信の取り扱い） 

当社または当社の業務委託先は、青少年保護、犯罪防止その他基本規約等に反する行為の防

止のために、SNS通信の内容を事前もしくは事後に確認し、また、他の利用者が SNS通信を

受信、閲覧等したか否かにかかわらず、SNS通信の削除等の処理を行うことができるものと

します。なお、非公開通信については、送信前に当社または当社の業務委託先による内容確

認についての同意画面が表示されます。お客さまが同意されない場合、非公開通信を利用す

ることはできません。 

 

第 5条（個人情報の取り扱い） 

1.当社は、お客さまの個人情報（次項に定める SNSお客さま情報を含みます）の取扱いにつ

いて、別途当社の定める「NTTドコモ プライバシーポリシー」において公表します。 

2.当社は、お客さまによる本個別サービスの利用等に関する情報（dマーケット SNSプロフ

ィール情報、アバター履歴、ページ閲覧履歴、SNS通信の内容・利用履歴、友達情報、本

個別サービスを利用する端末に関する情報（機種名、ユーザーエージェント、Cookie、ユ

ーザ ID 等）、本個別サービスで紹介するアプリやサービスに関する利用情報等を含みま

すがこれらに限らず、以下「SNSお客さま情報」と総称します）および SNSお客さま情報

に基づき当社または第三者が提供するおすすめ情報などを、パスワードによる認証を行

うことなく、お客さまが本個別サービスを利用する端末画面上に表示する場合がありま

す。 

 

第 6条（知的財産権） 

1.お客さまは、自らが著作権等の必要な知的財産権を有するか、または必要な権利者の許諾

を得た情報等のみ、本個別サービスを利用して発信、投稿等（以下「投稿等」と総称しま

す）を行うことができるものとします。 

2.当社は、お客さまが本サービスにおいて投稿、アップロードまたは保存した全ての情報に

ついて、これらを保存・蓄積した上、本サービスの円滑な運営、改善を目的として、あら

ゆる態様で利用できるものとし、お客さまはこれに同意するものとします。 

3.お客さまが本個別サービスを利用して投稿等した著作物（以下「投稿著作物」といいます）

に係る著作権については、お客さまおよびお客さまに利用の許諾を与えた権利者（以下

「原権利者」といいます）に留保されるものとします。ただし、当社は、本サービス等ま

たは当社（当社の子会社および提携先を含みます）の商品もしくはサービス（コンテンツ、

アプリ等を含みます）の提供および広告等のために、投稿著作物（非公開通信によるもの



を除き、以下本項において同じです）を無償で利用（使用、複製、翻案、公衆送信等を含

みます）できるものとします。この場合、お客さまは、当社による投稿著作物の利用につ

いて、自ら著作者人格権を行使せず、原権利者をして著作者人格権を行使させないものと

します。 

 

附則 

本個別規約は、平成 24年 12月 13日から実施します。 

平成 25年 10月 31日 改訂 

平成 26年 12月 18日 改訂 

平成 30年 12月 19日 改訂 

令和 2年 3月 13日 改訂 

令和 2年 3月 26日 改訂 

 

以上 

  



dゲームご利用規約 

 

「dゲームご利用規約」（以下「本個別規約」といいます）は、「dマーケット登録サー

ビスご利用規約」（以下「基本規約」といいます）に基づき株式会社ＮＴＴドコモ（以下

「当社」といいます）が提供するプラットフォームサービス「dゲーム」（以下「本個別

サービス」といいます）の提供条件等を定めるものです。お客さまが本個別規約に同意さ

れない場合、本個別サービスおよび基本規約に基づく他のサービスを利用することはでき

ません。 

 

第 1条（dゲーム） 

1．本個別サービスは、①当社、②本個別サービスに関して当社が提供するサイト（以下

「dゲームサイト」といいます）においてゲームコンテンツを提供する第三者、または

③第三者が提供するサイト（dゲームサイトと連携するものに限り、以下「連携サイ

ト」といいます）においてゲームコンテンツを提供する第三者（以下、②と③を総称し

て「ゲーム会社」といい、当社とゲーム会社を総称して「コンテンツ提供者」といいま

す）が提供するゲームコンテンツ（以下、「対象コンテンツ」といいます。そして、対

象コンテンツのうち当社がコンテンツ提供者となるものを「当社提供対象コンテン

ツ」、対象コンテンツのうちゲーム会社が提供者となるものを「ゲーム会社提供対象コ

ンテンツ」、ゲーム会社提供対象コンテンツのうち dゲームサイトにおいて、ゲーム会

社が別途指定する基本機能や基本アイテムは無料で、その他の機能やアイテムは有償で

提供されるコンテンツを「ゲーム会社提供対象コンテンツ（d ゲーム）」、ゲーム会社

提供対象コンテンツのうち連携サイトにおいて、ゲーム会社が別途指定する基本機能や

基本アイテムは無料で、その他の機能やアイテムは有償で提供されるコンテンツを「ゲ

ーム会社提供対象コンテンツ（連携）」、ゲーム会社提供対象コンテンツのうち dゲー

ムサイトにおいて、プレイチケットを購入することで、プレイチケットの有効期間中に

限り利用できるコンテンツを「ゲーム会社提供対象コンテンツ（プレイチケット）」と

いいます）をお客さまが利用するため、または対象コンテンツのうち有償で提供される

機能やアイテム等（以下「有償アイテム」といいます）を購入・取得・利用するため

に、本個別規約に定める条件に基づき当社が提供するプラットフォームサービスおよび

同サービスに関連して当社がお客さまに提供するその他のサービス（機能）を総称する

ものです。 

2.本個別サービスにおいてお客さまがご利用になれるサービス（機能）は、次の各号のと

おりです。ただし、基本規約に基づくアカウント情報登録および必須プロフィール登録

を完了されていないお客さまは、第（3）号のおすすめ情報の取得、第(5)号のゲーム非

公開通信、「ゲーム会社提供対象コンテンツ（連携）」および「ゲーム会社提供対象コ

ンテンツ（プレイチケット）」をご利用いただけず、基本規約に基づく必須プロフィー



ル登録のみを完了されていないお客さまは、第(5)号のゲーム非公開通信、「ゲーム会

社提供対象コンテンツ（連携）」および「ゲーム会社提供対象コンテンツ（プレイチケ

ット）」をご利用いただけません。また、これらのお客さまは、第（3）号、第(5)号、

「ゲーム会社提供対象コンテンツ（連携）」および「ゲーム会社提供対象コンテンツ

（プレイチケット）」以外のサービス（機能）についても、一部をご利用いただけない

場合があります。 

(1)当社提供対象コンテンツの利用 

(2)対象コンテンツに関する各種情報の閲覧 

(3)メッセージＲ（リクエスト）等による対象コンテンツに関するおすすめ情報等の取得 

(4)対象コンテンツの利用履歴、有償アイテムの購入・取得履歴、ページ閲覧履歴、およ

び当該情報に応じた対象コンテンツに関するおすすめ情報などを表示するページの閲覧 

(5)対象コンテンツ内で特定または不特定の他の利用者と通信することができる機能（当

該通信のうち、送信先以外の第三者に公開されない通信を「ゲーム非公開通信」、送信

先以外の第三者にも公開される通信を「ゲーム公開通信」といい、これらを総称して

「ゲーム内通信」といいます）。 

(6)前各号に付随する機能  

3.お客さまの使用する端末、お客さまの年齢、お客さまと当社との契約状態等に応じて、

本個別サービスや対象コンテンツの一部もしくは全部の機能が利用できず、または、本

個別サービスや対象コンテンツの内容が異なる場合があります。また、本個別サービス

の各機能や対象コンテンツによっては、ご利用にあたり、当社の定めるところに従い、

個別に利用のお申し込みまたは設定が必要となる場合があります。 

4.当社は、当社の判断により、お客さまへの通知なく、本個別サービス（本個別サービス

で提供される各種情報を含みます）および対象コンテンツの全部または一部を変更等す

ることができます。当該変更等による損害について、当社は責任を負いません。 

5.当社は、本個別サービス内において、対象コンテンツ、機能、コーナー毎に、本個別規

約とは別に、注意事項等（以下「dゲーム注意事項等」といいます）を定める場合があ

ります。dゲーム注意事項等の定めのある対象コンテンツ、機能、コーナーの利用条件

等については、dゲーム注意事項等も併せて適用されるものとし、お客さまは、本個別

サービスのご利用にあたり、本個別規約のほか、dゲーム注意事項等を遵守するものと

します。 

6.基本規約で定義された用語は、別途定めが無い限り、本個別規約においても同じ意味を

持つものとします。 

 

第 2条（ご利用条件） 



本個別サービスは、基本規約に基づく利用契約が存続している期間中に限り、ご利用いた

だけます。 

 

第 3条（ゲーム会社提供対象コンテンツの提供主体） 

1.当社は、第１条に定めるサービス（機能）を提供しますが、ゲーム会社提供対象コンテ

ンツについては、当社は、ゲーム会社提供対象コンテンツに関する取引を行うための場

の提供および取引の機会のみを提供するものとし、各ゲーム会社がゲーム会社提供対象

コンテンツに関するサービスを提供します。ゲーム会社提供コンテンツは、基本規約に

定める CPサービスに含まれ、基本規約における CPサービスについての規定が適用され

ます。 

2.ゲーム会社提供対象コンテンツに関するお問い合わせは、当該ゲーム会社提供対象コン

テンツを提供するゲーム会社が対応いたします。 

 

第 4条（ゲーム会社提供対象コンテンツ（連携）） 

1.お客さまは、ゲーム会社提供対象コンテンツ（連携）を利用する場合には、基本規約お

よび本個別規約とは別に、連携サイトの利用規約（以下「連携サイト利用規約」といい

ます）に承諾した上で連携サイトに会員登録する必要があります。 

2.ゲーム会社提供対象コンテンツ（連携）内で表示されるアバターに関し、dゲームで設

定したアバターは反映されません。 

 

第 5条（ゲーム会社提供対象コンテンツ（プレイチケット）） 

1.お客さまは、当社が別に定める方法によりプレイチケットを購入することで、当該プレ

イチケットの適用対象となるゲーム会社提供対象コンテンツ（プレイチケット）を当該

プレイチケットの有効期間中利用することができます。 

2.第 1項に基づきプレイチケットを購入する場合、お客さまは、次の各号のいずれかの決

済方法にてプレイチケットの購入代金（以下「プレイチケット購入代金」といいます）

をお支払いいただくものとします。 

(1)「ドコモ払い」による購入 

sp モード契約者は、基本規約に基づくアカウント情報登録を完了されている場合には、

「ドコモ払い」を利用してプレイチケット購入代金を支払うことができます。なお、

「ドコモ払い」によるプレイチケット購入代金のお支払いを希望される場合、「ドコモ

払い」での「ケータイ払い商品等購入代金相当額」として請求されることを承諾してい

ただきます。 

※携帯電話料金のお支払い状況その他当社が別に定める事由によっては、「ドコ           

モ払い」をご利用になれない場合があります。 

(2)クレジットカードによる購入 



非回線契約者、または当社回線契約者のうち FOMAサービス契約約款、Xiサービス契約約

款または 5Gサービス契約約款に基づく 5G契約、Xi契約もしくは FOMA契約を当社と締結

しているお客さま（ただし、一部当社が指定する料金種別で 5G 契約、Xi 契約もしくは

FOMA 契約を締結しているお客さまを除きます）は、当社が指定するクレジットカードを

利用してプレイチケット購入代金を支払うことができます。クレジットカードによるプ

レイチケット購入代金のお支払いを希望される場合、当社が別途指定する種類のクレジ

ットカードの中から、お客さまが選択されたクレジットカード（お客さまご自身の名義の

カードに限ります）により、１回払いにてお支払いいただくことができます。クレジット

カードのご利用条件は、別途、お客さまが利用する各クレジットカード会社が定める条件

に従います。 

(3)dコインによる購入 

お客さまは、dコインを利用してプレイチケット購入代金の全部または一部を支払うこと

ができます。ただし、プレイチケット購入代金のお支払いにご利用いただける d コイン

は、お客さまが購入された d コインに限られます（当社の施策によりお客さまに進呈さ

れた d コインは、プレイチケット購入代金のお支払いにご利用いただくことはできませ

ん）。 

3.基本規約に基づくアカウント情報登録を完了している、d ポイントクラブ会員（以下「d

ポイント進呈資格者」と総称します）がプレイチケットを購入されると、プレイチケット

購入代金から当社が別に定める金額を控除した金額に対し、100円につき 1ポイントの d

ポイントが進呈されます（ただし、dコインを利用して支払われたプレイチケット購入代

金は除きます）。進呈ポイント数を算定する際は最小単位を 100 円とし、100 円未満は切

り捨てるものとします。なお、本項に基づき進呈される dポイントは、プレイチケットを

購入された日から 2日後を目途に順次進呈されます。 

4.前項に基づく dポイントの提供のほか、当社は、当社が自ら企画するゲーム会社提供対象

コンテンツ（プレイチケット）に関する施策等により、dポイント進呈資格者に dポイン

トを進呈する場合があります。これらの施策等を実施する場合には、その内容の詳細につ

いて、本個別サービスの Web サイト等にてお客さまに周知します。本条に基づく d ポイ

ントの進呈および進呈された d ポイントの利用に関する条件等は、本個別規約に定める

事項を除き、dポイントクラブ会員規約に定めるところによります。 

5.お客さまが購入したプレイチケットの有効期限の経過後は、お客さまは当該有効期限を

経過したプレイチケットにより当該プレイチケットの適用対象となるゲーム会社提供対

象コンテンツ（プレイチケット）を利用することはできません。なお、基本規約の定めに

基づきお客さまが本個別サービスの利用を停止され、または当社が本個別サービスの提

供を一時的に中断もしくは停止していた期間中に有効期限が経過した場合であっても、

有効期限は当該中断または停止にかかわらず延長されないものとします。有効期限の経

過後に当該ゲーム会社提供対象コンテンツ（プレイチケット）のプレイ状況その他のご利



用に関するデータが引き継がれるか否かについては、当該ゲーム会社提供対象コンテン

ツ（プレイチケット）の利用に係る CP契約に従うものとし、当社はセーブデータその他

のご利用に関するデータの保持、引継ぎに関して責任を負いません。 

6.お客さまは、プレイチケットを購入される場合または、購入したプレイチケットに係るゲ

ーム会社提供対象コンテンツ（プレイチケット）を利用される場合、基本規約に定める本

サービス等認証方法によりプレイチケットをご購入または当該ゲーム会社提供対象コン

テンツ（プレイチケット）をご利用いただけます。基本規約に定める本サービス等認証方

法のうち、d アカウントの ID／パスワード以外の方法による認証の場合、ID やパスワー

ドを入力することなくプレイチケットを購入および購入されたプレイチケットに係るゲ

ーム会社提供対象コンテンツ（プレイチケット）を利用することができますので、基本規

約に定める認証キーはお客さまご自身の責任で厳重に管理ください。 

7.プレイチケットを購入する際には、プレイチケット購入代金の他に、別途パケット通信料

が発生します。 

8.プレイチケットの購入に関して、お客さまと各クレジットカード会社またはその他の第

三者との間で何らかの紛争が発生した場合は、お客さまと各クレジットカード会社また

はその他の第三者との間で解決するものとし、当社は責任を負いません。 

9.お客さまは、お客さまが購入したプレイチケットおよびお客さまのプレイチケットの購

入履歴について、dゲーム内のプレイチケット購入履歴ページ等の WEBページにて確認す

ることができます。また、プレイチケットの有効期限は、当該プレイチケットを取得した

時点から、当該時点が属する日の翌日 0：00を起算点として、プレイチケットの名称に表

示される有効期間の末日 23：59までとします。なお、当社は、かかる情報をパスワード

による認証を行うことなく、お客さまの端末画面上に表示する場合があります。 

10.お客さまは、購入したプレイチケット（当該プレイチケットに基づくゲーム会社提供対

象コンテンツ（プレイチケット）の利用権を含みます）を、第三者に移転、譲渡、質入れ、

担保権設定し、または、第三者と共有することはできません。 

11.お客さまは、いかなる場合でも、当社または第三者との間において、プレイチケットを

現金等に交換し、または当社からプレイチケットの払戻しを受けることはできません。 

12.ゲーム会社提供対象コンテンツ（プレイチケット）では、アバターを含む dマーケッ

ト SNSプロフィール情報が当該コンテンツにおけるゲーム内容に反映されません。 

 

第 6条（対象コンテンツの使用条件） 

1.当社は、お客さまが基本規約および本個別規約を遵守いただくことを条件として、当社

提供対象コンテンツを日本国内において使用する、非独占的かつ譲渡不能の権利をお客

さまに対して許諾します。なお、ゲーム会社提供対象コンテンツについては、各ゲーム

会社が作成する利用規約に基づいて各ゲーム会社から別途権利許諾を受ける必要があり



ます。お客さまは、本項に定める範囲またはゲーム会社が定める範囲を超えて対象コン

テンツを使用または利用してはならないものとします。 

2.当社提供対象コンテンツの内容、品質は、お客さまが当社提供対象コンテンツを使用さ

れる時点で当社が合理的に提供可能な範囲のものとします。 

3.お客さまは、対象コンテンツを、各対象コンテンツの紹介ページ（リンク先を含みま

す）に記載された動作環境および条件においてのみ使用することができます。なお、当

社は、対象コンテンツが全ての端末に対応することを保証するものではありません。 

4.有償アイテムの利用を希望されるお客さまは、当社が別途定めた場合を除き、コンテン

ツ提供者が定める有償アイテムの購入の対価をお支払いただく必要があります。当該対

価については、基本規約に定める有償サービス利用料に含まれ、基本規約における有償

サービス利用料についての規定（ポイントの利用についての規定を含みます）が適用さ

れます。 

 

第 7条（ゲーム内通信の取り扱い） 

1.当社提供対象コンテンツ、およびゲーム会社提供対象コンテンツ（dゲーム）においては、

当社または当社の業務委託先は、青少年保護、犯罪防止その他基本規約または本個別規約

に反する行為の防止のために、ゲーム内通信（コミュニティを含む。以下同様とする）の

内容を事前もしくは事後に確認し、また、他の利用者がゲーム内通信を受信、閲覧等した

か否かにかかわらず、ゲーム内通信の削除等の処理を行うことができるものとします。な

お、ゲーム非公開通信については、送信前に当社または当社の業務委託先による内容確認

についての同意画面が表示されます。お客さまが同意されない場合、ゲーム非公開通信を

利用することはできません。 

2.ゲーム会社提供対象コンテンツ（連携）およびゲーム会社提供対象コンテンツ（プレイチ

ケット）においては、ゲーム内通信の管理、運営は、連携サイトの運営者および各ゲーム

会社が行うため、前項および当社が別途定める d マーケット SNS ご利用規約は適用され

ず、連携サイト利用規約に従って、ゲーム内通信の取り扱いがなされます。 

 

第 8条（個人情報の取り扱い） 

1.当社は、お客さまの個人情報（次項に定める dゲームお客さま情報を含みます。）の取

扱いについて、別途当社の定める「NTTドコモ プライバシーポリシー」において公表

します。 

2.当社は、お客さまの本個別サービスの利用等に関する情報（dマーケット SNSプロフィ

ール情報、対象コンテンツの利用履歴（ゲーム内での行動・投稿内容を含みます）、有

償アイテムの購入・取得履歴、ページ閲覧履歴、dゲーム内通信の内容・利用履歴、本

個別サービスを利用する端末に関する情報（機種名、ユーザーエージェント、Cookie、

ユーザ ID等）、本個別サービスで紹介するアプリやサービスに関する利用情報等を含



みますがこれらに限らず、以下「dゲームお客さま情報」と総称します）および dゲー

ムお客さま情報に基づき当社または第三者が提供するおすすめ情報などを、パスワード

による認証を行うことなく、お客さまが本個別サービスを利用する端末画面上に表示す

る場合があります。 

 

第 9条（知的財産権） 

1.お客さまは、自らが著作権等の必要な知的財産権を有するか、または必要な権利者の許諾

を得た情報等のみ、本個別サービスを利用して発信、投稿等（以下「投稿等」と総称しま

す）を行うことができるものとします。 

2.お客さまが本個別サービスを利用して投稿等した著作物（以下「投稿著作物」といいます）

に係る著作権については、お客さまおよびお客さまに利用の許諾を与えた権利者（以下

「原権利者」といいます）に留保されるものとします。ただし、当社は、本サービス等ま

たは当社（当社の子会社および提携先を含みます）の商品もしくはサービス（コンテンツ、

アプリ等を含みます）の提供および広告等のために、投稿著作物（ゲーム非公開通信によ

るものを除き、以下本項において同じです）を無償で利用（使用、複製、翻案、公衆送信

等を含みます）できるものとします。この場合、お客さまは、当社による投稿著作物の利

用について、自ら著作者人格権を行使せず、原権利者をして著作者人格権を行使させない

ものとします。 

 

附則 

本個別規約は、平成 24年 12月 13日から実施します。 

平成 25年 10月 31日 改訂 

平成 26年 12月 18日 改訂 

平成 27年 12月 1日 改訂 

平成 30年 12月 19日 改訂 

令和 2年 3月 13日 改訂 

令和 2年 3月 26日 改訂 

令和 2年 12月 22日 改訂 

 

以上 

  



dコインご利用規約 

 

 

「dコインご利用規約」（以下「本個別規約」といいます）は、「dマーケット登録サービス

ご利用規約」（以下「基本規約」といいます）に基づき株式会社ＮＴＴドコモ（以下「当社」

といいます）が提供する「dコインサービス」（以下「本個別サービス」といいます）の提供

条件等を定めるものです。お客さまが本個別規約に同意されない場合、本個別サービスおよ

び基本規約に基づく他のサービスを利用することはできません。 

 

第 1条（dコインサービス） 

1. dコインとは、当社のポータルサイト「dマーケット」（以下「d マーケット」といいます）

において、当社が指定するコンテンツを購入、利用またはダウンロード等（以下「購入等」

といいます）する際に、当該コンテンツの対価の支払いに利用することができる電磁的価

値をいいます。 

2. 本個別サービスは、お客さまが当社の定める方法により dコインを取得し、また、当社の

定める方法または範囲において d コインを利用してコンテンツの購入等を行うことを可

能とするサービスです。なお、d コインを利用して購入等することができるコンテンツ、

コンテンツの購入等にあたって必要な d コイン数等については、コンテンツ毎に個別に

定めるものとし、その内容は各コンテンツを購入等する際に表示される WEB ページ（リ

ンク先を含み、以下同じとします）内に記載されるものとします。 

3. 当社は、当社の判断により、お客さまへの通知なく、本個別サービスの全部または一部を

変更等することができます。本個別サービスの変更等による損害について、当社は責任を

負いません。 

4. 基本規約で定義された用語は、別途定めが無い限り、本個別規約においても同じ意味を持

つものとします。 

 

第 2条（ご利用条件） 

本個別サービスは、基本規約に基づく利用契約が存続している期間中に限り、ご利用いただ

けます。 

 

第 3条（dコインの取得方法・決済方法）  

1. お客さまは、必要に応じてその都度 d コインを購入する方法または毎月一定額の d コイ

ンを自動的に購入する方法（以下「月額自動購入」といいます）により、dコインを購入

することができます（購入単位は、当社が別に定めるとおりとします）。 

2. 前項に基づく dコインの購入のほか、当社は、当社が企画する施策等（以下「dコイン進

呈施策」といいます）により、お客さまに dコインを進呈する場合があります。dコイン



進呈施策により進呈された dコインについても本個別規約が適用されます。 

3. 第 1 項に基づき d コインを購入する場合、お客さまは、お客さまのご契約状況に応じて

以下のいずれかの決済方法にて dコインの購入代金（以下「d コイン購入代金」といいま

す）をお支払いいただくものとします。なお、第 3号、第 4号および第 5号の決済方法に

ついては、第 1項に定める dコインの購入方法のうち、お客様が必要に応じてその都度 d

コインを購入する場合に限りご利用いただけます。 

(1)「ドコモ払い」による購入 

sp モード契約者または i モード契約者は、基本規約に基づくアカウント情報登録を完了

されている場合には、「ドコモ払い」を利用して dコイン購入代金を支払うことができま

す。なお、「ドコモ払い」による dコイン購入代金のお支払いを希望される場合、「ドコモ

払い」での「ケータイ払い商品等購入代金相当額」として請求されることを承諾していた

だきます。「ドコモ払い」のご利用条件は、当社が別に定める FOMAサービス契約約款、Xi

サービス契約約款または 5G サービス契約約款のうち sp モードまたは i モードのご利用

に適用される契約約款、ならびに spモードご利用規則、spモードご利用細則および i モ

ードご利用規則、ならびに d払い／ドコモ払いご利用規約に定める条件に従います。 

 ※携帯電話料金のお支払い状況その他当社が別に定める事由によっては、「ドコモ払い」

をご利用になれない場合があります。 

(2)クレジットカードによる購入 

非回線契約者、または当社回線契約者のうち FOMAサービス契約約款、Xiサービス契約約

款または 5Gサービス契約約款に基づく 5G契約、Xi契約もしくは FOMA契約を当社と締結

しているお客さま（ただし、一部当社が指定する料金種別で 5G契約、Xi契約または FOMA

契約を締結しているお客さまを除きます）は、当社が指定するクレジットカードを利用し

て d コイン購入代金を支払うことができます。クレジットカードによる d コイン購入代

金のお支払いを希望される場合、当社が別途指定する種類のクレジットカードの中から、

お客さまが選択されたクレジットカード（お客さまご自身の名義のカードに限ります）に

より、１回払いにてお支払いいただくことができます。クレジットカードのご利用条件

は、別途、お客さまが利用する各クレジットカード会社が定める条件に従います。 

(3)「WebMoney」による購入 

お客さまは、株式会社ウェブマネーが提供する電子決済システム「WebMoney」を利用して

d コイン購入代金を支払うことができます。「WebMoney」のご利用条件は、別途、株式会

社ウェブマネーが定める条件に従います。「WebMoney」により購入した d コインは、

「WebMoney」による購入以外の方法により取得した d コインとは利用できる範囲が異な

り、当社が別に定めるサービスにおけるコンテンツの購入等に限って利用することがで

きるものとします（そのサービスは Webサイト内でお客さまに表示します）。 

(4)「ビットキャッシュ」による購入 

お客さまは、ビットキャッシュ株式会社が提供する電子決済システム「ビットキャッシ



ュ」を利用して dコイン購入代金を支払うことができます。「ビットキャッシュ」のご利

用条件は、別途、ビットキャッシュ株式会社が定める条件に従います。「ビットキャッシ

ュ」により購入した dコインは、「ビットキャッシュ」による購入以外の方法により取得

した d コインとは利用できる範囲が異なり、当社が別に定めるサービスにおけるコンテ

ンツの購入等に限って利用することができるものとします（そのサービスは Web サイト

内でお客さまに表示します）。 

(5)「ドコモ口座払い」による購入 

sp モード契約者または i モード契約者は、基本規約に基づくアカウント情報登録を完了

されている場合には、当社が提供する「ドコモ口座払い」を利用して dコイン購入代金を

支払うことができます。「ドコモ口座払い」のご利用条件は、当社が別に定める口座利用

規約および口座（プリペイド）利用規約に定める条件に従います。 

※当社が別に定める事由によっては、「ドコモ口座払い」をご利用になれない場合があり

ます。 

4. お客さまが基本規約、本個別規約または d コイン進呈施策にかかる当社の規定に違反さ

れた場合、当社は、第 6 条の定めにかかわらず、お客さまによる d コインの購入または

お客さまへの dコインの進呈を取り消すことができるものとします。 

 

第 4条（dポイントの進呈等）  

1. 基本規約に基づくアカウント情報登録を完了している、d ポイントクラブ会員（以下「d

ポイント進呈資格者」と総称します）が dコインを購入されると、dコイン購入代金から

当社が別に定める金額を控除した金額に対し、100円につき 1ポイントの dポイントが進

呈されます。進呈ポイント数を算定する際は最小単位を 100円とし、100円未満は切り捨

てるものとします。なお、本項に基づき進呈される dポイントは、dコインを購入された

日から 2日後を目途に順次進呈されます。 

2. 前項に基づく d ポイントの提供のほか、当社は、当社が自ら企画する本個別サービスに

関する施策等により、d ポイント進呈資格者に dポイントを進呈する場合があります。こ

れらの施策等を実施する場合には、その内容の詳細について、本個別サービスの Web サ

イト等にてお客さまに周知します。本条に基づく d ポイントの進呈および進呈された d

ポイントの利用に関する条件等は、本個別規約に定める事項を除き、dポイントクラブ会

員規約に定めるところによります。 

 

第 5条（dコインの保有上限数、購入条件）  

1. お客さまが保有できる d コインは 10万コインを上限とします。 

2. お客さまは、購入するｄコインを含めた合計保有コイン数が 10万コインを超過する場合

には d コインを購入することはできません。なお、月額自動購入により d コインを購入

する申し込みをされているお客さまについては、各月 1 日 0 時時点で自動購入される d



コインを含めた合計保有コイン数が 10万コインを超過する場合、当社は当該月の毎営業

日 10 時時点でお客様の保有コイン数の確認を行うものとし、当月分の自動購入される d

コインを含めた合計保有コイン数が 10万コインを下回るようになった時点で、自動購入

分の dコインを進呈するものとします。ただし、当月 20日までに、当月分の自動購入さ

れる dコインを含めた合計保有コイン数が 10万コインを下回らなかった場合には、当社

は、翌月以降の月額自動購入を停止し、その旨を別途定める方法により通知するととも

に、当月分 の自動購入される dコイン相当額を返却させていただきます。この場合、お

客様は、月額自動購入の再開を希望するときは、再度月額自動購入の申込みを行うものと

します。 

3. d コイン進呈施策によりお客さまに d コインが進呈される場合において、当該進呈によ

り、お客さまの保有コインが 10万コインを超過することとなる場合、お客さまは、10 万

コインを超過する部分について、d コインの進呈を受ける権利を喪失するものとします。 

4. お客さまが未成年者である場合、各月において購入できる d コインの限度額は以下のと

おりとなります。なお、お客さまの年齢は、dマーケット SNSプロフィール情報の生年月

日を基に、dコインの購入日を基準時として判別します。 

(1)お客さまが 15歳以下の場合、dコインの購入限度額は毎月 5,000 円（消費税相当額を含

みます）とします。 

(2)お客さまが 16歳以上 19 歳以下の場合、dコインの購入限度額は毎月 10,000円（消費税

相当額を含みます）とします。 

5. お客さまが基本規約に基づく必須プロフィール登録を完了されていない場合、各月にお

いて購入できる dコインの限度額は 5,000円（消費税相当額を含みます）となります。 

 

第 6条（dコインの有効期限） 

1. dコインの有効期限は、当該 dコインを取得した日が属する月から起算して 6ヶ月目の月

の末日までとします。ただし、dコイン進呈施策によりお客さまに進呈される dコインの

有効期限について、dコイン進呈施策において当社が別段の指定をした場合には、当社が

指定する有効期限までとします。 

2. お客さまが保有している d コインについて有効期限が到来した場合は、有効期限満了日

をもって当該 d コインは失効します。なお、基本規約の定めに基づきお客さまが本個別

サービスの利用を停止され、または当社が本個別サービスの提供を一時的に中断もしく

は停止していた期間中に有効期限が到来した場合であっても、有効期限が到来した d コ

インは失効しますのでご注意ください。 

3. 前二項の定めにかかわらず、解約、解除、サービス終了その他の事由により基本規約に基

づく利用契約が終了した場合、当該時点をもってお客さまが保有する d コインは全て失

効します。 

 



第 7条（dコインの利用）  

1. お客さまは、dコインを利用してコンテンツを購入等される場合、基本規約に定める本サ

ービス等認証方法により dコインをご利用いただけます。 

2. 当社は、基本規約に定める本サービス等認証方法により dコインが利用された場合には、

お客さまご本人が利用されたものとみなし、お客さまの保有する d コインを対当額（１

円あたり１dコインとし、以下同じとします）にて減算します。なお、第三者のなりすま

し、不正利用などによりお客さまが損害を被られた場合であっても、当社は責任を負いま

せん。基本規約に定める本サービス等認証方法のうち、d アカウントの ID／パスワード

以外の方法による認証の場合、ID やパスワードを入力することなく d コインを利用する

ことができますので、基本規約に定める認証キーはお客さまご自身の責任で厳重に管理

ください。 

3. お客さまが d コインを利用して購入等することができるコンテンツの中には、当社以外

の第三者が提供するコンテンツが含まれます。お客さまは、当該コンテンツを d コイン

を利用して購入等される場合、以下の事項をあらかじめ承諾するものとします。なお、お

客さまは、当社の承認を得ない限り、当該承諾を撤回することはできないものとします。 

（1）当該第三者が、当社に対し、当該コンテンツの対価にかかる債権を譲渡すること。こ

の場合、当社は、お客さまの保有する dコインから、当該コンテンツの対価に相当する額

を減算します。 

（2）当社に対し、当該コンテンツの対価を当該第三者に支払うことを委託すること。この

場合、当社は、当該対価を当該第三者に対して支払うとともに、お客さまの保有する dコ

インを対当額にて減算します。 

 

第 8条（ご注意事項）  

1. コンテンツによっては、dコインによる購入等ができないものがあります。コンテンツの

購入等に dコインを利用できる場合には、各コンテンツを購入等する際に表示される WEB

ページ内に表示されますので、十分にご確認のうえ dコインを購入ください。 

2. お客さまが dコインを購入する際には、dコインの購入代金の他に、別途パケット通信料

が発生します。 

3. dコインの購入に関して、お客さまと株式会社ウェブマネー、ビットキャッシュ株式会社、

各クレジットカード会社またはその他の第三者との間で何らかの紛争が発生した場合は、

お客さまと株式会社ウェブマネー、ビットキャッシュ株式会社、各クレジットカード会社

またはその他の第三者との間で解決するものとし、当社は責任を負いません。 

4. お客さまは、お客さまが保有する d コイン数およびその有効期限ならびにお客さまの d

コインの購入履歴および利用履歴について、dマーケット内の WEBページにて確認するこ

とができます。なお、当社は、かかる情報をパスワードによる認証を行うことなく、お客

さまの端末画面上に表示する場合があります。 



 

第 9条（禁止行為等）  

1. dコインは、dコインを取得したお客さまご本人に限って利用できるものとし、お客さま

は、第三者に自己の取得した dコインを利用させてはならないものとします。 

2. お客さまは、保有する dコインを、第三者に移転、譲渡、質入れ、担保権設定し、または、

第三者と共有することはできません。 

3. お客さまは、いかなる場合でも、当社または第三者との間において、dコインを現金等に

交換し、または当社から dコインの払戻しを受けることはできません。 

 

附則 

本個別規約は、平成 24年 12月 13日から実施します。 

平成 25年 10月 31日 改訂 

平成 26年 2月 26日 改訂 

平成 26年 4月 1日 改訂 

平成 26年 6月 12日 改訂 

平成 26年 9月 25日 改訂 

平成 26年 12月 18日 改訂 

平成 27年 1月 15日 改訂 

平成 27年 11月 10日 改訂 

平成 27年 12月 1日 改訂 

平成 30年 1月 24日 改訂 

平成 30年 5月 16日 改訂 

令和元年 11月 19日 改訂 

令和 2年 3月 13日 改訂 

令和 2年 3月 26日 改訂 

令和 3年 2月 1日 改訂 

 

以上 


