
どんたくアプリ利用規約 

 

本規約は、株式会社どんたく（以下、「当社」といいます。）が提供･運営する「どんたくアプリ」（以下、「本アプリ」とい

います。）について規定するものであり、全ての利用者（以下、「利用者」といいます。）が本アプリを利用するにあた

り本規約が適用されます。なお、本アプリに付随又は関連する当社が提供するその他のサービスについては、本規

約と併せて当社が別に定めるほっとカード PLUS 利用規約が適用されます。利用者は、本アプリを利用する前に、

本規約をよくお読みください。 

 

第１条(本規約及び関連する規約への同意) 

１． 利用者は、本規約の定めに従って本アプリを利用しなければならず、本規約に同意しない限り、本アプリを利用

できません。 

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（以下、「スマートフォン等」といいます。）にダウンロード、

インストールし、本規約への同意手続を行った時点で、利用者と当社の間で、本規約の諸規定に従った利用契約

（以下、「本利用契約」といいます。）が成立します。本アプリのインストール後に、本規約に同意しない場合には、

本アプリの利用を中止し、本アプリをスマートフォン等から削除又はアンインストールしてください。 

３． 本アプリは当社が別途提供するほっとカード PLUS 電子マネーサービスに付随するサービスであり、利用者は

全て当社が別途定めるほっとカードPLUS利用規約、及びこれに付随するその他サービスの規約にも従うもの

とみなします。 

４． 前項にかかわらず、ほっとカード PLUS 電子マネーサービスを利用せずに本アプリのみを利用する場合、利用

者は、当社が指定するサービスのみの提供を受けるものとし、また、その限りにおいて前項の各規定に従うも

のとします。 

 

第２条(本規約の改定･変更) 

１． 当社は、当社の判断において、いつでも本規約の内容を変更又は追加できるものとします。変更後の利用規約

は、当社が別途定める場合を除いて、本アプリ上、又は当社若しくは当社の関連会社の運営するウェブサイトに

掲載します。 

２． 利用者は、変更後の本規約に同意しない場合には、本アプリをダウンロードしたスマートフォン等から、直ちに

本アプリを削除してください。 

３． 利用者が、本規約の変更後も本アプリの利用を継続する場合、当該利用者は、変更後の本規約に同意したもの

とみなされます。利用者は、利用者の責任において、随時、本規約の最新の内容をご確認の上、本アプリをご利

用ください。 

 

第３条(本アプリのサービス内容) 

１． 本アプリは、次の方法で使用できる、カードレスハウス電子マネー決済サービスを主たるサービス内容とするア

プリをいいます。 

（１） 当社が発行するほっとカード PLUS カード番号を本アプリに入力し連携させて電子マネーを使用する方

法 

（２） 本アプリ上で発行されるデジタル ID を用いて電子マネーを使用する方法 

２． 当社は本アプリの利用者に対し、ウェブサイト及びプッシュ通知機能、又はメッセージを利用して以下の情報等

を提供します。 

（１） 当社に関わる各種情報 

（２） キャンペーン情報 

（３） 各種情報･広告 

３． 当社は、別途特別の規定を設けない限り、本アプリを利用者に無料で提供するものとします。 

４． 当社は、本アプリを提供するにあたり、当社が運営する本アプリもしくは利用者へ配信するプッシュ通知及びメ

ッセージに、広告もしくはアンケートなどを挿入する場合があります。 



５． 本アプリは、利用者の位置情報を取得して、その位置情報と連動して、プッシュ通知にてお知らせを通知するこ

とがあります。なお、利用者が、プッシュ通知、メッセージ、位置情報の利用を許可しない場合は、スマートフォン

等の設定画面より設定変更が可能です。 

 

第４条(本アプリの利用) 

1. 利用者は、当社の定める方法に従い、本アプリを利用するものとします。 

2. 本アプリは、利用者が私的に利用する目的でのみ利用することができ、私的利用以外の目的（販売、配布又は開

発等の目的）で利用してはなりません。 

3. 利用者は、本アプリを当社が提供する状態でのみ利用するものとし、本アプリの複製、修正、変更、改変、リコン

パイル、リバースエンジニアリングならびにこれに類する行為を行ってはなりません。 

4. 本アプリを利用するために必要なスマートフォン等、ソフトウェア、通信回線その他の通信環境等の準備、維持

は利用者の費用と責任において行うものとします。 

5. 本アプリの全部又は一部について、年齢、本人確認、利用者情報、その他当社が必要と認める条件を満たした

利用者に限り利用できる場合があります。利用者はあらかじめこれに同意するものとし、また、利用者が年齢等

の必要条件を満たしていることについて、詐術を用いてはなりません。 

 

第５条(権利の帰属) 

1. 本アプリ及び本アプリ内で提供するコンテンツに関する著作権等を含む一切の知的財産権は、当社又は当社に

対して使用許諾を行っている第三者に帰属します。 

2. 本アプリ上、商標、ロゴ及びサービスマーク等（以下、総称して「商標等」といいます。）が表示される場合があり

ますが、当社は、利用者その他の第三者に対して、商標等を譲渡、又はその利用を許諾するものではありません。 

3. 当社は、利用者に対して、本アプリを通じて当社が提供した全ての提供コンテンツについて、本アプリの利用範

囲内における私的な利用を許諾しますが、利用者に対して提供コンテンツを自由に使用、収益、処分し得る所有

権類似の権利を譲渡、又は当該権利を認めるものではありません。 

4. 利用者は、全ての提供コンテンツに関して、いかなる補償も請求しないことに同意するものとします。 

 

第６条(利用者情報の登録) 

１． 利用者は、本アプリを利用するにあたって自己に関する情報を登録しなければなりません（以下、登録された情

報を「利用者情報」といいます。） 

２． 利用者情報の登録にあたり、利用者は当社に対し、真実かつ正確な情報を提供しなければなりません。利用者

情報に誤りがあった場合又は変更が生じた場合、利用者は、自己の責任において、速やかに利用者情報を修正

又は変更するものとします。 

３． 当社は、利用者情報を前提として、本アプリに関するサービスを提供します。利用者情報の内容に虚偽、誤り又

は記載漏れがあったことにより利用者に損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いません。 

 

第７条(利用者に関する情報の取扱い) 

１． 利用者は、当社が次の各号に定めるご利用者の情報を取得することに同意するものとします。なお、取得した

情報は個人情報の保護に関する法律、その他の法令の定めるところにより保存されるものとします。 

（１） ほっとカード PLUS カード番号 

（２） 生年月日 

（３） PIN 番号 

（４） 携帯電話番号 

（５） ご利用者が登録したお気に入り店舗 

（６） 提供サービス利用履歴 

（７） 端末機器の OS・機種情報 

（８） 操作ログ 

（９） その他サービスを提供するにあたり必要な情報 



２． 当社は、前項に定める登録情報等及びユーザーログ情報を適切に取扱うものとし、以下の目的において利用し

ます。 

（１） ご利用者が登録したお気に入り店舗のチラシ、クーポン及びお得情報の提供 

（２） 当社からの商品等のお得情報、特典及びキャンペーン情報の提供 

（３） 当社における各種イベントの募集活動、応募者へのご連絡、資料・サービス等の提供及び賞品等の発送 

（４） 当社の新規商品・サービス等の開発・改善のためのマーケティング調査・分析 

（５） 本アプリのサービス向上に向けたデータ集計・分析及び新規サービスの開発 

（６） (5)において集計・分析した統計データの提供（新しいサービスの企画・開発や既存サービスの改善等を目

的として、当社がご利用者に対するサービス提供の委託を受けた企業や団体に対して行うものに限りま

す。） 

（７） 本アプリ及びほっとカード PLUS 電子マネーサービスに関係するシステムメンテナンスのご案内、プログ

ラムの変更及びお問い合わせ等への対応 

（８） その他お客様の事前の同意を得て行う目的への利用 

（９） 本アプリ及びほっとカード PLUS 電子マネーサービスに関する違反行為への対応 

（１０） 本規約又はほっとカード PLUS 利用規約の変更等の通知 

３． ご利用者は、本アプリの運営、サービスの提供及びデータの集計・分析等の業務（本条第 1 項から第２項に定め

るご利用者の情報の取得、利用及び取扱いを含みます。）を当社が第三者に委託すること、並びに第三者への

委託にあたって、委託業務の実施のために必要な範囲で登録情報等及びユーザーログ情報並びにご利用情報

を当社が委託業者に提供することに同意するものとします。 

 

第８条(禁止事項) 

利用者は、本アプリの利用にあたり次に掲げる行為を行ってはならないものとします。 

（１） 当社の承認した以外の方法により本アプリを利用する行為。 

（２） 本アプリを私的な利用範囲を超えて営業･営利目的等において利用する行為。 

（３） 本アプリの運営を妨害する行為。 

（４） 第三者になりすまして本アプリを利用する行為。 

（５） 当社又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権、プライバシー権、肖像権、名誉等の権利の侵害、又は

その恐れのある行為。 

（６） 法令、本規約、もしくは公序良俗に違反する行為。 

（７） その他、当社が不適切と判断した行為。 

 

第９条(規約違反に対する措置) 

1. 当社は、利用者が以下各号に該当し又は該当するおそれがあると当社が判断した場合には、当社の裁量により、

何ら通知も行うことなく、当該利用者に対し、利用者コンテンツその他の情報の全部若しくは一部の削除、本ア

プリの利用の一時停止若しくは制限、又は本利用契約の解除等の措置（以下「利用停止等」といいます。）を講じ

ることができるものとします。 

（１） 本規約のいずれかの条項に違反した場合 

（２） 当社に提供された情報の全部又は一部につき虚偽の事実があることが判明した場合 

（３） 利用者が支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、

特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合 

（４） 利用者が死亡又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けた場合 

（５） 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであって、法定代理人、後見人､保佐人又は

補助人の同意等を得ていなかった場合 

（６） 当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して３０日間以上応答がない場合 

（７） 反社会的勢力等であるか、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協

力若しくは関与する等、反社会的勢力等との何らかの交流若しくは関与を行っていると当社が判断した

場合 



（８） 本アプリの運営、保守管理上必要であると当社が判断した場合 

（９） その他前各号に類する事由があると当社が判断した場合 

2. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。 

3. 当社は、利用者が第１項各号に該当し又は該当するおそれがあると当社が判断した場合その他当社が必要と認

める場合には、利用者に対し、違反行為の中止等を求めることがあり、利用者は、当社が定める期間内に当該

求めに応じるものとします。 

4. 当社は、本条に基づき当社が行った措置により利用者に生じた不利益や損害について一切の責任を負いませ

ん。 

 

第１０条(リンクについて) 

本アプリからリンクされている、ドメインが当社のドメインと異なるウェブサイト（以下、他サイトといいます）は当社

の管理下にあるものではなく、当社は他サイトの内容等に関して一切の責任を負わないものとします。 

 

第１１条(秘密保持) 

1. 利用者は、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、本アプリに関連して当社が秘密である旨指定した

情報を秘密に取り扱うものとします。 

2. 利用者は、当社から求められた場合はいつでも、当社の指示に従い、遅滞なく、前項の情報及び当該情報を記

載又は記録した書面その他の記録媒体物並びにその全ての複製物等を返却又は廃棄しなければなりません。 

 

第１２条(保証の否認及び免責) 

1. 当社は、本アプリ及び本アプリを通じて提供されるコンテンツその他一切の情報につき、エラー、バグ、不具合

又はセキュリティ上の欠陥が存しないこと、第三者の権利を侵害しないこと、利用者が期待する性質及び商品

的価値を有すること、並びに利用者に適用のある法令又は内部規則等に適合することについて、如何なる保証

も行うものではありません。 

2. 当社は、本アプリが全てのスマートフォン等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

するスマートフォン等の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。 

3. 利用者は、appstore、googleplay 等のアプリストアの利用規約及び運用方針の変更等に伴い、本アプリの

一部又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。 

4. 本アプリに関し、利用者間又は利用者と第三者との間で紛争が生じた場合、利用者は、当社にこれを通知の上、

自己の責任と費用において解決するものとします。当社は、当該紛争に関与する義務を負わず、何ら責任を負

わないものとします。 

 

第１３条(損害賠償) 

1. 利用者による本規約違反行為その他本アプリの利用に起因して、当社に直接又は間接の損害が生じた場合（当

該行為が原因で、当社が第三者から損害賠償請求その他の請求を受けた場合を含みます。）、利用者は、当社に

対し、その全ての損害（弁護士等専門家費用及び当社において対応に要した人件費相当額を含みます。）を賠償

しなければなりません。 

2. 通信障害もしくはシステム機器等の瑕疵、障害、又は本アプリの利用により、利用者又は第三者が被った損害に

ついては、当社の故意又は重過失による場合を除き、当社は一切の責任を負いません。 

 

第１４条(本アプリの変更･中断･終了等) 

1. 当社は、利用者に事前に通知することなく、本アプリの内容の全部又は一部を変更又は追加することができる

ものとします。 

2. 当社は、事前に、本アプリ上又は当社の運営するウェブサイト上への掲示その他の当社が適当と判断する方法

で利用者に通知することにより、当社の裁量で、本アプリの提供を終了することができるものとします。 



3. 当社は、以下の各号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、本アプリの全部又は一部を

一時的に中断することができるものとします。 

（１） 本アプリ用の通信機器設備等に関わるメンテナンスや修理を定期的又は緊急に行う場合 

（２） アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合 

（３） 利用者のセキュリティを確保する必要が生じた場合 

（４） 電気通信事業者の役務が提供されない場合 

（５） 地震、水害等の天災、火災、停電、その他の不慮の事故又は戦争、紛争、動乱、暴動、労働争議等の不可抗

力により本アプリの提供が困難な場合 

（６） 法令又はこれに基づく措置により本アプリの運営が不能となった場合 

（７） その他前各号に準じ当社が必要と判断した場合 

4. 当社は、本条に基づき当社が行った措置により利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。 

 

第１５条(本アプリの利用終了) 

１． 利用者は、本アプリのアンインストールその他当社所定の方法により、いつでも本アプリの利用を終了すること

ができます。 

２． 利用者が本アプリを利用する権利を失った場合、利用者は、本アプリを通じて得たコンテンツその他本アプリに

蓄積した情報を利用することができなくなることを、あらかじめ承諾するものとします。 

３． 利用者は、本アプリ利用終了後も、当社及び第三者に対する本利用契約上の一切の義務及び債務（損害賠償を

含みますが、これに限りません。）を免れるものではありません。 

４． 利用者が死亡した場合、本アプリの利用権は相続の対象とはなりません。 

 

第１６条(権利義務の譲渡の禁止) 

利用者は、本アプリに関する利用者としての地位並びに当該地位に基づく権利及び義務を、当社 があらかじめ承

諾した場合を除き、第三者に譲渡又は担保に供してはならないものとします。 

 

第１７条(準拠法及び合意管轄) 

１． 本規約の正文は日本語版とし、準拠法は日本法とします。 

２． 本アプリ又は本規約に起因し若しくは関連する一切の紛争については、当社の本社の所在地を管轄する簡易裁

判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。 


