
利用規約 

 

第 1 条（目的） 

この利用規約（以下、「本規約」といいます）は、Droidhang Network Technology Co., 

Ltd(DH Games Ltd.) およびその関係会社（以下、総称して「当社」といいます）が、ユ

ーザー同士による競争、相互協力、コミュニケーションを可能とする機能を有するソーシ

ャルゲームアプリケーション（以下、「本サービス」といいます）並びに全ての付属ペー

ジ及びモバイル・アプリを提供するにあたり、その利用に関する諸事項を定めるものです。

ユーザー（以下、「利用者」といいます）は、本規約を理解の上同意し、本規約に従い、

本サービスを利用するものとします。なお、特段の規定がある場合を除き、本規約には、

当社プライバシーポリシー（以下、「プライバシーポリシー」といいます）も含まれるも

のとします。 

 

本サービスを利用するにあたり、利用者は、別途当社が定め掲載するルール、規制、コミ

ュニティガイドラインまたはポリシー（以下、「ルール等」といいます）を順守するもの

とします。ルール等は、本規約の一部を構成するものとします。 

第 2 条（本規約の変更） 

当社は、本規約について、利用者の同意を得ることなく変更できるものとします。本サー



ビスを継続して利用した場合、利用者が本規約の変更を理解し、同意したものとみなしま

す。 

 

本規約の変更は、変更後の本規約が本規約掲載ページに表示され、利用者に閲覧可能とな

った時点から効力が生じるものとします。 

第 3 条（表明保証） 

利用者は、未成年者を除き、適用法における制限行為能力者ではないことを表明保証しま

す。 

 

利用者が未成年者である場合は、利用者は、予め利用者の親もしくは法定代理人の同意を

得るものとし、本サービスを利用者の親もしくは法定代理人の管理監督の下で利用するも

のとします。 

第 4 条（第三者サービスによる提供） 

本サービスは、第三者が提供するプラットフォームを通じて提供されています。この場合、

利用者は、本規約のほか、第三者サービスの利用規約に従って、本サービスを利用するも

のとします。 

 

本サービスを使用するにあたり、利用者は、利用者が契約する通信業者に対して、通信料

や超過ブロードバンド費用等が発生することを認識するものとします。これらの手数料



は、利用者が適切に支払うものとします。 

第 5 条（アカウント管理） 

本サービスを利用するにあたり、第三者サービスにおいてアカウントの作成を求められる

ことがあります。利用者は、アカウントおよびパスワードを厳重に管理し、アカウントの

管理に関する全責任は、利用者自らが負うものとします。 

 

当社が提供しているアカウントについて、不正利用、不正アクセスなどが発覚した場合、

利用者は、直ちに ihcs@droidhang.com 宛に連絡をするものとします。その場合、利用者

は、当社の要求に応じ、当該アカウントおよびその他の情報について、正確、完全、かつ

最新の情報を提供するものとします。 

第 6 条（知的財産権） 

当社および当社の提携先の商号、ロゴ、商標、サービスマークその他の知的財産権（以下、

「商標等」といいます）は、当社または当社提携先に帰属します。利用者は、商標等につ

いて、利用許諾を含む何らの権利を有しないものとします。 

 

本サービスにおいて提供される全てのデータ、情報、素材その他のコンテンツ（以下、総

称して「コンテンツ」といいます）の権利は、当社に帰属します。当社は、コンテンツに

ついて、非独占的および非商業目的による利用を、サブライセンス不可、取消し可能であ

ることを条件として、利用者に許諾します。利用者は、コンテンツを私的利用の範囲に限



り利用することができます。本規約に特段の定めがない限り、利用者は、コンテンツを公

表し、展示し、実演するなどを目的として複製、改変その他の利用をすることはできませ

ん。 

 

当社は、本サービスのコンテンツに関する権利保護を目的として、ウォーターマークまた

はその他権利保護技術（以下、「ウォーターマーク等」といいます）を用い、利用者のコ

ンテンツ利用の全部または一部に制限をかけることができます。利用者は、ウォーターマ

ーク等を削除しまたは修正してはならないものとします。 

 

利用者は、本サービスを第三者に販売し、贈与してはならないものとします。 

 

コンテンツの利用は、本規約に従って利用されることを条件として付与され、本規約が終

了した場合に同時に終了します。利用者が本規約の規定に違反した場合、利用者への利用

許諾は、自動的に取消されます。 

 

コンテンツの利用許諾が満了した場合または本規約が終了した場合、利用者は、自らが保

有する本サービスおよびコンテンツの全ての複製を削除するものとします。 

第 7 条（権利侵害の申告） 

利用者は、本サービスの利用に関連して、利用者または第三者の権利侵害の事実が確認さ

れた場合、ihcs@droidhang.com 宛に通知するものとします。 

 



当社は、前項の申告の有無を問わず、本サービスに関する権利侵害に関して、必要な防御

措置を講ずることができるものとします。 

第 8 条（投稿コンテンツ） 

利用者は、利用者によって本サービスを通じてアップロード、掲載、作成、利用可能化、

シェア、送信（以下、総称して「投稿」といいます）される全てのコンテンツ（以下、「利

用者コンテンツ」といいます）について、第三者の著作権その他の権利を侵害しておらず、

利用者本人が単独で完全な権利を有することを保証するものとします。 

 

当社は、利用者コンテンツの管理を行わず、また利用者コンテンツに関して、何らの保証

もしないものとします。当社において、利用者コンテンツを不定期に監視する場合があり

ますが、監視の義務を負うものではありません。また、当社は、利用者コンテンツに関す

る利用者または第三者からの申告について、対応する義務を負わないものとします。 

 

利用者は、当社に対し、本サービスによって投稿した全ての利用者コンテンツについて、

全世界を許諾地域とし、あらゆるメディアのロイヤリティフリー、取消し不可、譲渡およ

びサブライセンス可、無期限、非独占の利用許諾を行うものとします。サービス利用者コ

ンテンツに対する著作者人格権その他の人格権については、適法な範囲で権利放棄をする

ものとします。 

 

本サービスによって投稿した利用者コンテンツに、利用者の機密情報が含まれている場合

でも、当社は当該情報を機密として保護する義務を負いません。当社は、利用者コンテン



ツを当社の裁量で、何ら義務を負うことなく利用し、開示する（利用せず、開示しないこ

とを含む）権限を有します。当社による利用者コンテンツの利用に関し、利用者は何らか

の補償や弁済を受ける権利を有しません。 

 

第 9 条（禁止行為） 

利用者は、本サービスの利用に際して、次の事項を行ってはならないものとします。 

 

(1) 法令または本規約に違反する行為（不法行為、契約違反、知的財産権の侵害、名

誉棄損、わいせつな画像、文書などの掲載、パブリシティ権侵害などその他第三者の権利

侵害を含みますが、これに限りません） 

 (2) 他の利用者による本サービスの利用を侵害する行為（脅迫、扇動、威嚇、嫌がら

せ、ストーカー行為、プライバシーの侵害などの行為またはそれらの行為の促進を含みま

すが、これに限りません） 

 (3) 未承諾の広告、販売促進活動の実施、無限連鎖講（ネズミ講）、その他未承諾の

営業行為 

 (4) 競馬、宝くじ、その他賭博に該当する行為 

 (5) 第三者の知的財産権を侵害する利用者コンテンツを投稿する行為 

 (6) 事実の誤認を引き起こす情報（偽りの身元情報など）を投稿または提供する行

為 

 (7) 本サービスの利用者、第三者サービス、当社および当社の提携先などの第三者

のコンピュータに対して、その機能を阻害し、制限し、破壊する機能を有するコンピュー



タウイルス、その他のコンピュータコード、ファイル、プログラムを投稿または提供する

行為（オペレーションを妨害する攻撃や、その他類似の行為を想定しますがこれに限りま

せん） 

 (8) ゲームの機能を悪用する、もしくはゲームを改ざんする目的で間違った動作（本

サービスの全部または一部の動作を自動操作する行為、ゲームの経験値等を修正する行為

を想定しますがこれに限りません）を可能とするコンピュータ、デバイス、ソフトウェア、

アプリケーション、またはツールの利用行為 

 (9)以下を助長するようなテキスト、グラフィックス、画像、ソフトウェア、音楽、

音声、動画、情報その他の素材を投稿、アップロード、公開、提示もしくは転送する行為 

・詐欺 

・虚偽 

・誤解を招くもの 

・人を欺くもの 

・名誉毀損 

・卑猥、猥せつ 

・俗悪または不快な内容にあたるもの 

・ある個人もしくは団体に対する差別、 

・偏見、人種差別 

・憎悪 

・嫌がらせまたは悪意を助長するもの 

・暴力的なもの 

・暴力もしくは他者を威嚇する行為を示唆または助長するもの 



・違法もしくは有害な行為もしくは物質 

 (10) ある個人または組織になりすまし、またはある個人または組織との関係を偽っ

て伝える行為 

 (11) 本サービス、当社、その他第三者のデータベース、コンピュータまたは機器の

一部に対して利用者権限を超えた接続を行う行為 

 (12) ウォーターマーク等を削除、改変、回避する行為 

 (13) 第三者の個人データを収集または蓄積する行為 

 (14) 本サービスを改変する行為 

 (15) 本サービスに実装されていない手段によってコンテンツ、利用者コンテンツ等

を収集しまたは収集しようと試みる行為 

 (16)システム設計上の不具合、バグなどを利用する行為 

 (17) 適法法令の違反行為 

前項の禁止行為に該当したと当社が判断した場合、当該行為を行った利用者に対して、予

告せず本サービスの全部または一部の提供を中止しまたはアカウントを停止することが

できるものとします。 

第 10 条（SNS 連携およびゲームフォーラ

ムの利用） 

利用者が、本サービスと特定のソーシャルネットワーキングサービス（Facebook、

Google+、Twitter など。以下、「SNS」といいます）との連携機能（以下、「SNS 連携」

といいます）を利用したり、本サービス向けのゲームプラットフォームを利用したりする



場合（以下、SNS とゲームプラットフォームを総称して「SNS 等」といいます）、利用者

は、当該 SNS 等の情報が、当社の管理下にはない第三者からの情報であることを理解す

るものとします。SNS 等における情報は、SNS 等の利用者が任意で投稿しているもので

あり、意図的であるか否かを問わず、不正確で、誤認の恐れがあるものであり、虚偽や不

正、違法な情報が含まれる可能性があります。当社は、SNS 等において利用者や他の利

用者によって投稿されたメッセージ、説明、意見、助言その他の発言（以下、「発言等」

といいます）について、情報の正確性や完全性を含む何らの保証も行いません。投稿され

た発言等は、その利用者の意見であり、当社の意見ではありません。当社は、正確性と完

全性に関し、いかなる保障も行わないものとします。また、利用者が発言等を信頼したこ

とによる損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。 

 

利用者が SNS 等を利用して自身の情報を公開する場合は、当該情報が公開可能なもので

あるか判断し、他の利用者によって当該情報が収集され、利用される可能性があることを

十分に理解したうえで、自らの責任において実施するものとします。 

 

当社は、SNS 等について監視をする場合がありますが、監視する義務は負いません。利

用者は、当社が公開・非公開を問わず利用者の発言等およびその他の情報について、本サ

ービスの運用に必要であること、または当社の会員、その他の顧客、提携先等の保護のた

めに必要であることを理由として、法令上許容される範囲内で監視し、記録保存する場合

があること、但し、その義務はないことについて同意するものとします。 



第 11 条（リンク） 

本サービスには、当社が管理するサイト以外のウェブサイトへのリンク（広告サイトを含

みますが、これに限りません。以下、「本リンク」といいます）が掲載される場合があり

ます。その場合、当社は、本リンクおよび本リンク先の情報について正確性および完全性

を確認し、その内容について保証する義務を負わないものとします。 

 

本リンクおよび本リンク先情報の利用に際しては、利用者が自己の責任においてその利用

規約と内容について確認するものとし、当該ウェブサイトの利用に際しては、セキュリテ

ィ上必要な措置を自らの責任と判断で講じるものとします。 

第 12 条（利用料） 

利用者は、当社が提供する有料コンテンツを利用する場合には、所定の利用料金（以下、

「本利用料金」といいます）を支払うものとします。全ての利用料金は、本サービス、本

サービスのダウンロードページ、本サービスのサービスサイト（以下、総称して「料金ペ

ージ」といいます）などに掲載されます。 

 

当社は、利用者の同意を得ることなく、本利用料金を変更することができるものとします。

本利用料金の変更は、変更後の本利用料金が料金ページに表示され、利用者が閲覧可能と

なった時点より効力が生じます。 

 



利用者は、本サービスを更に楽しむためにアイテムを購入することができます。利用者は、

当社が購入時に課す料金及び適用される税金を支払うこと、並びに当社はいかなる理由で

も返金する義務を負わないことに合意するものとします。利用者は、当該アイテムについ

て、現金またはその他の商品もしくはサービスとの交換もできないことを確認するものと

します。 

第 13 条（決済） 

利用者は、当社または第三者サービスが指定する方法により、決済を行うものとします。 

 

利用者は、前項の決済において、本人以外の名義の決済情報を用いてはならないものとし

ます。但し、利用者が未成年者の場合は、未成年者の親もしくは法定代理人の同意を得た

うえ、未成年者の親または法定代理人の名義を用いることができるものとします。 

 

当社は、理由の如何を問わず、決済が完了し、または既に受領した本利用料金の払戻しを

行わないものとします。 

 

当社は、利用者が決済方法を第三者に利用されたことにより発生した利用者の不利益およ

び損害について、当社に故意または重過失が認められる場合を除き、何らの責任を負わな

いものとします。 



第 14 条（仮想アイテム及び仮想通貨） 

当社は、バーチャルアイテム（以下「仮想アイテム」といいます）又はバーチャル通貨（以

下「仮想通貨」といいます）を含む本サービス上の全ての当社コンテンツを所有又は使用

する権利を持っています。仮想通貨の実際の名称は、プレイするゲームによって異なる場

合があります。本規定は、全ての仮想アイテムと仮想通貨に適用されるものとします。 

 

特別の定めのない限り、利用者は本サービスにおいていかなる仮想アイテムまたは仮想通

貨を売却もしくは譲渡する（もしくは売却または譲渡しようと試みる）ことはできないも

のとします。現実の通貨で買えない、仮想アイテムもしくは仮想通貨（以下「取引可能ア

イテム」といいます）は、他の取引可能アイテムに交換できるものとします。それらを金

銭もしくはその他金銭的に価値のあるものにて支払いや授受する行為は固く禁じるもの

とします。仮想アイテム及び仮想通貨は、現実世界の金銭、商品、製品、サービス、その

他金銭的価値のあるものに、当社および他者によって換金することはできないものとしま

す。 

 

特に指定のない限り、当社は仮想アイテムや仮想通貨の返金はいたしません。 

 

本サービスの利用を終了した場合、本サービスで利用しているアカウントの利用資格を喪

失した場合は、理由の如何を問わず、当該利用者が保有する仮想アイテムや仮想通貨は消

滅するものとします。 

 



前各項のほか、仮想アイテムと仮想通貨の発行については、前条の規定が準用されるもの

とします。 

第 15 条（保証の否認） 

当社は、本サービスを現状有姿で利用可能なものとして提供するものとし、利用者は、本

サービスを利用者の責任において利用するものとします。当社は、法令上許容される範囲

内において、本サービスを用いて利用者が購入した商品またはサービスについて、何らか

の保証も行いません。これらの保証の範囲には、商品適格性、特定目的への適合性および

侵害の不存在を含みますが、これに限りません。 

 

利用者は、本サービスを利用することによって発生する機器、コンピュータに対する損害

およびデータの喪失については、単独で責任を負うものとします。 

 

当社は、以下について何ら保証を行わないものとします。 

 

(1) 本サービスが利用者の要望に適っていること 

(2) 本サービスが中断することなく、時宜に適ったセキュリティを確保しており、エ

ラーがないこと 

(3) 本サービスがもたらす結果が正確で信頼に足るものであること 

(4) サービスによって販売または提供される商品、サービスなどの品質が利用者の要

望に適っていること 

(5) 本サービス、当社のサーバー、当社が用いる伝達手段等において、有害なウイル



スもしくはコンポーネントが存在しないこと 

 

当社または本サービスの利用に際して、利用者が取得する情報について、本規約に明示的

に規定されていない限り、当社はいかなる保証も行わないものとします。 

第 16 条（免責） 

本サービスの利用に関連して、利用者が権利侵害、契約違反、表明保証違反など、本規約

に規定する事項に違反したことによって発生した第三者からのクレーム、損害賠償責任

（合理的な範囲の弁護士費用を含む）について、利用者は、当社を免責するものとします。 

 

利用者と他の利用者または本サービスに関連する事業者（広告業者、ウェブサイト業者、

本サービスと連携するアプリケーション等を提供する業者を想定しますが、これに限りま

せん。（以下、総称して「他の利用者等」といいます））との間に紛争が発生した場合、利

用者は、当社をあらゆるクレームおよび損害賠償責任から免責するものとします。 

第 17 条（損害賠償の制限） 

当社は、理由の有無、利用者に対する通知の有無を問わず、法令上許容される範囲におい

て、次の各号に定める事項に関連して発生する損害に対して責任を負わないものとしま

す。 

 

(1) コンテンツの提供遅延、拒否、削除 



(2) 本サービスの全部または一部の改変または価格の改定 

(3) 本サービスの終了 

(4) 本サービスによって提供される情報の正確性、有用性、利用可能性 

(5) 利用者コンテンツの保管または削除 

(6) 本サービスに関連して、他の利用者等との間に発生したその他のトラブル（関連

商品やサービスの支払いや配送、当該取引に関連する規約、取引条件、ポリシー、表明保

証に関するものを含みますが、これに限りません） 

 

当社の損害賠償責任は、請求内容の如何を問わず、利用者がこうむった直接の損害に限る

ものとします。当社は、間接損害、特別損害、付属的損害、派生的損害及び偶発的損害（ビ

ジネス機会の喪失、及びデータの喪失を含みますが、これに限られません）については、

例え当社がかかる損害が発生する可能性を事前に通知されていたとしても、なんらの責任

を負わないものとします。 

 

いかなる場合においても、当社の損害賠償責任は、当該損害賠償責任の原因となる事実が

発生した日から遡って３ヶ月間に利用者が当社に支払った利用料金の総額を上限としま

す。 

 

第 2 項および第 3 項の規定は、当社に故意または重大な過失がある場合は適用されない

ものとします。 



第 18 条（権利および義務の譲渡） 

本規約ならびに本規約に定める権利および義務は、当社から第三者に譲渡することができ

るものとします。 

 

利用者は、本規約に基づき発生した権利および義務について、当社の書面による許諾なく

して第三者に譲渡することができないものとします。 

第 19 条（準拠法および管轄） 

本規約の準拠法は日本国法とし、本サービスまたは本規約に関連して発生する一切の紛争

につきましては、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。 

 

本規約に基づき訴訟を提起する場合は、原因が生じてから 1 年以内に手続きが開始され

なければならないものとし、当該期間の経過後は、その原因を理由とする訴訟は提起でき

ないものとします。 

第 20 条（規定の適用） 

本規約は、本サービスに関する当社と利用者との関係において、優先的に適用されます。 



第 21 条（規約の終了） 

当社は、利用者に対して合理的な手段で通知（本サービスに実装されている通知機能の利

用、電子メールの送信による通知を想定しますが、これに限りません）することにより、

本規約もしくはサービスの全部または一部を、理由を問わず、いつでも終了することがで

きるものとします。本サービスが終了し、本規約が終了することにより、本規約において

特別の定めがある場合を除き、当社の権利、保証の否認、免責、損害賠償の制限、紛争な

どに影響を与えることはありません。 

 

本規約の終了によって、利用者は、本サービスおよび利用者コンテンツを利用する権利を

失います。当社は、本サービスを利用することによって発生したデータおよび利用者コン

テンツについて、利用者または第三者に移転する、もしくは移転を支援する義務を負いま

せん。また、当社は、利用者の利用者コンテンツについて保管または削除する義務を負い

ません。利用者の利用者コンテンツが当社のアクティブサーバーにおいて削除された場合

でも、利用者コンテンツがアーカイブに残ることがありますが、当社は利用者コンテンツ

をアーカイブしまたはバックアップを行う義務を負いません。本サービスを利用すること

により、利用者は利用規約の終了またはサービス終了に関する事前通知がなされないこと

に同意したものとします。終了は、当社の独自の裁量で決定されます。当社は払戻しや、

仮想通貨もしくは仮想アイテムを利用者の口座へのクレジットとしたり、換金、もしくは

その他の償還を行いません。利用者は、終了後は本サービスに関連した仮想通貨もしくは

仮想アイテムにアクセスすることはできないものとします。 

 



本規約が終了した場合でも、第 3 条、第 5 条 1 項、第 6 条、第 8 条、第 10 条、第 11 条、

第 13 条 3 項、第 14 条 3 項、4 項および 5 項、第 15 条から第 22 条の規定は有効に存続

するものとします。 

第 22 条（雑則） 

本規約に定める権利または義務の履行を行わない場合でも、別途書面による意思表示を行

わない限り、当社は、当該権利または義務に関する権利放棄をしないものとします。 

 

本規約の規定が管轄権を有する裁判所によって無効と判断された場合は、無効と判断され

た限度において、本規約の規定は効力を失うものとし、その他の本規約の規定は、有効に

存続するものとします。 

 

本利用規約の表題は、便宜上記載されたものであり、法的または契約上の効果はないもの

とします。 

 

2019 年 1 月 15 日制定 


