
 

利用規約 

1.はじめに 

スマートフォン向けアプリの情報提供サービス「予約トップ 10」（以下「本サービス」と

いいます）は、予約トップ 10 株式会社（以下「当社」といいます）が提供します。Apple 

Inc.、Apple Japan Inc.（アップルジャパン株式会社）及び Google Inc.は、本サービス

のスポンサーではなく、本サービスと一切関係がありません。お客様は本サービスを利用

するにあたり、本規約の内容を承諾いただくものとします。 

２.定義 

本規約において、以下の用語は以下に定める意味を有するものとします。 

• 「掲載アプリ」とは、本サービスにおいて情報等が掲載されているアプリをいいま

す。 

• 「予約対象アプリ」とは、掲載アプリのうち、予約が可能なリリース前の新作アプ

リのことをいいます。 

• 「特典 ID」とは、本サービスで特定の予約対象アプリを予約した際に、付与され

る予約特典の受領のために必要な ID のことをいいます。 
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• 「お気に入り登録」とは、掲載アプリや掲載アプリの提供元に対してお気に入り登

録することをいいます。 

• 「イベント情報」とは、掲載アプリ内のイベント情報やアップデート情報を告知す

る情報のことをいいます。 

３．本契約の成立、終了 

お客様は、当社が指定する登録用フォームに必要事項を記入し、当社指定の方法により申

し込むものとする。当社が申込内容を審査し、申込を承諾した時点から本規約は効力を生

じるものとし、お客様と当社との間で本サービスに関する契約（以下「本契約」という）

が成立するものとします。当社が本サービス内に個別規定や追加規定、注意文等（以下

「諸規定」という）を表示、掲載する場合、諸規定は本契約の一部を構成するものとし、

諸規定が本規約と抵触する場合には、諸規定が優先するものとします。 ただし、上記の

必要事項の記入に不備が存在する場合、又は、申込を承認する事が適切でないと当社が判

断した場合には、当社は、当該申込を拒絶することができるものとする。その際、お客様

にいかなる損害が発生しても、当社は一切の責任を負わないものとします。 お客様にお

いて上記申込することにより、お客様が本規約のすべての記載内容を承諾したものと看做

されるものとします。 お客様は、当社所定の方法で、本契約の解約を行うことができる

ものとします。 



４．他社サービス 

• お客様は、Twitter, Inc.の提供するサービス「Twitter」、Facebook, Inc.の提供

するサービス「Facebook」の各アカウントを使用し、本サービスを利用するこ

とができるものとします。その場合、お客様は、自己の当該アカウントを当社が

指定する登録用フォームに記入するものとします。 

• 前項の基づく他社サービスのアカウントでの本サービスの利用の場合、当該サービ

スの運営者の定める規約、約定、注意事項等を必ずご参照のうえ、当該規約、約

定、注意事項等に従ってご利用下さい。 

５．本サービスにおけるサービス内容 

当社は、本サービスを通じて、スマートフォン向けサービスの情報等の各種情報及びそれ

に関するコンテンツ等の提供を致します。 

お客様は、予約対象アプリを予約することができます。また、予約時に予約特典がある場

合は、特典 ID が付与されます。予約上限、予約特典条件、特典内容は、当社の判断によ

り、事前の告知無く変更されることがあります。 

お客様は、当社が本サービスを通じて紹介する掲載アプリの利用については、当該掲載ア

プリの提供元が定める利用条件に従い、ご利用頂くものとします。 

本サービスを介して取得した特典 ID の管理はお客様の責任で行うものとします。取得後



に特典 ID が消滅等した場合においても当社は一切の責任を負いません。理由に関わら

ず、いかなる場合もお客様は特典 ID の再交付を受けることはできません。特典 ID を使用

する場合は、予約した当該アプリを提供する開発者の利用規約等に従うものとします。 

本サービスをご利用いただけるのは、１３歳以上の方に限られます。ただし、お客様が１

３歳以上２０歳未満の場合には、お客様は、必ずお客様の親御様または後見人の方ととも

に本規約を確認し、お客様およびお客様の親御様または後見人の方に本規約をご理解して

頂く必要があります。 

本サービスは、日本国内のお客様にのみご利用頂けます。お客様は、本サービスを日本国

内以外から使用せず、また使用の試みを行わないことについて同意されたものとします。 

お客様は本規約の規定に従って、本サービスを、インストール先である自己の占有又は管

理下にあるスマートフォン端末のみで使用するものとします。当社は、お客様の自己の占

有又は管理下にあるスマートフォン端末で行われた操作を、全てお客様の意思と看做しま

す。 

６．利用料金、通信費用 

本サービスの利用は無料です。 

本サービスの使用には通信費用がかかることがあります。当該費用はお客様が負担するも

のとします。 



７．本サービスで当社が取得する情報 

本サービスにおいて当社は次の情報を取得します。 

本サービス内で生成したデバイスにユニークな ID（UUID）（UDID ではありません） 

※iOS アプリの場合のみ 

IMEI（IMEI に対して複数の値を付加した上で HASH 化し、弊社サーバーに送信しており

ます）※Android アプリの場合のみ 

Cookie 及びお客様から取得したアクセスログ（IP アドレスを含む） 

お客様が予約したアプリ 

お客様がお気に入り登録したアプリまたは開発者 

お客様からご提供頂いた情報は、当社プライバシーポリシーに従い慎重に取扱います。 

８．特典について 

本サービスでは予約時に特典 ID が付与される場合がありますが、その特典 ID が利用でき

るかどうかについて一切保証致しません。 

９．広告について 

本サービスにおいて広告が表示されます。 

当社は、本サービス上の広告（以下「本広告」といいます）の内容、本広告のリンク先及
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び本広告の紹介する商品等に関連する全ての情報について、その真実性、完全性、瑕疵が

無いこと、安全性（コンピューターウィルス等の不正なプログラムが含まれていないこと

等を含みますが、これに限定されません）及び適法性等について一切保証致しません。 

当社は、お客様が本サービス上の広告にアクセスすることにより何らかの損害を被った場

合でも、当社の故意又は重過失を原因とする場合を除いて、当該損害について一切の責任

を負いません。 

１０．著作権等 

本サービスのコンテンツを構成するプログラム、文章、レイアウト、画像等の著作権等の

一切の権利は当社又は当社に許諾を与えた第三者に帰属するものとし、本契約によるユー

ザーへの本サービスの使用許諾は、ユーザーに対する何らの権利移転等を意味するもので

はありません。 

１１．免責事項 

本サービスは、お客様ご自身の責任においてご利用下さい。 

当社は、本サービスの利用によりお客様が被った直接的もしくは間接的に被ったいかなる

損害につき、当社の故意または重大な過失を原因とする場合を除いて、一切責任を負いま

せん。 お客様が保有する本サービスが第三者により使用された場合においても、当該使



用は正当な権限に基づく使用であると見なします。当社は、当該アプリの不正な利用に起

因する損害について、一切の責任を負いません。 予約特典を取得するための特典 ID はお

客様の責任で管理して下さい。当該特典 ID を紛失した場合、当該特典 ID が第三者により

使用された場合、その他理由を問わずいかなる場合においても、当該特典 ID 等の再発行

は致しません。また、特典 ID の利用保証について、当社は一切の責任は負いません。 当

社は、本サービス、掲載アプリ情報、イベント情報、その他本サービスに掲載する情報に

ついて、その完全性、動作、正確性、信頼性、内容、性能、適合性、安全性、適法性、そ

の他一切の保証を致しません。また、当社は本サービス、掲載アプリ情報、イベント情

報、その他本サービスに掲載する情報に関して、いかなる内容の瑕疵担保責任を含め一切

の責任を負いません。 本サービスは、掲載アプリ、外部サイト、他サービスへのリンク

を含みますが、掲載サイト、当該外部サイト、他サービスに関しては、当社は一切責任を

負いません。 当社は、お客様が掲載アプリ等を利用することにより何らかの損害を被っ

た場合でも、当該損害について一切の責任を負いません。 当社は、お客様の本サービス

の利用に関与致しません。お客様と第三者との間の紛争があった場合でも、当該紛争につ

いては自己の責任でこれを解決するものとし、当社は一切関与せず、また、その一切の責

任を負いません。当該第三者又は当社が損害を被った場合には、当該お客様がこれを賠償

するものとします。 当社は、本サービスをご利用いただく際に、ユーザーの個人情報を

収集することがあります。ユーザーが本サービスを利用した場合は、当社が別途定める個



人情報の取り扱いについてとプライバシーポリシーに則って個人情報を利用することを皆

さまが許諾したものと看做します。 警察、裁判所、その他適切な権限を有すると当社が

判断する公的機関から照会を受けた場合には、それらの機関に対して、お客様の端末情

報、サービス利用日時などのアクセスログを開示できるものとします。 天災、政府当局

の行為、火災、ストライキ、洪水、疫病、暴動又は戦争行為等の不可抗力があった場合

は、本契約当事者は、本規約に規定する義務を履行する責任を負わず、履行遅滞について

も責任を負わないものとします。 

１２．禁止事項 

本サービスのご利用にあたり、次の各事項を行うことを禁止します。 

• 自動プログラム等の不正プログラムにより、予約すること及び特典 ID を取得する

こと又はこれを試みること 

• 実質的に特典 ID を取得していない場合に、当社に特典 ID を要求すること。 

• 当社又は第三者の所有権、著作権を含む一切の知的財産権、肖像権、パブリシティ

ー権等の正当な権利を侵害する行為 

• 本サービスを当社の定める範囲及び使用目的以外で使用する行為 

• 他のお客様、当社、又は第三者に不利益、損害等を与える行為及びその恐れのある

行為 
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• 本サービス上の画像、音声、データ又はプログラム等をコピー、編集、変更、販

売、頒布及び公衆送信等する行為 

• 予約特典を取得するための特典 ID 等若しくはお客様のアカウントを第三者に開示

又は譲渡すること 

• 当社の承認がないにも関わらず、本サービスに関連して営利を目的とする行為 

• 本サービスの営業、運営を妨害する行為 

• 本サービスの全部又は一部を、複製、改変、リバースエンジニアリング等をする行

為 

• 本サービスの信用を失墜、毀損させる行為 

• 法令や公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為 

• その他、当社が不適切と判断する行為 

• お客様が本条に定める禁止行為を行うことにより、当社、他のお客様又は第三者が

損害を被った場合は、お客様は当該損害を賠償しなければなりません。 

• お客様が本規約の規定の一つにでも違反した場合は、当社は一切の特典 ID 等の提

供を拒むことができます。 

１３．損害賠償 



ユーザーは、本サービスに関連して当社に損害を与えた場合、または当社が他ユーザーそ

の他の第三者から損害賠償を請求された場合は、その損害（直接的損害および通常損害の

みならず、逸失利益、事業機会の喪失、データの喪失、事業の中断、その他の間接的、特

別的、派生的または付随的損害の全て、ならびに裁判費用および弁護士費用を含む）を賠

償するものとします。 

１４．規約の不遵守、契約解除 

お客様が本規約を遵守しない場合又は本契約に違反した場合、当社はお客様に対して、本

サービスの利用停止、又は本契約の終了等の措置を取らせて頂くことがあります。 上記

措置を適用した場合､お客様にかかわる情報を当社及び当社グループ会社（親会社又は親

会社を同一にする会社をいいます）において共有し､当社及び当社グループ会社が提供す

る他のサービスにおいても同様の違反があったものとみなすことができるものとします｡

なお、上記措置が行なわれたことによりお客様に生じた不利益について､当社は一切の責

任を負わないものとし、本契約が終了した場合、お客様は自己の占有又は管理下にある本

サービスの全てを消去するものとします。 

１５．規約の変更 



当社は、お客様への事前の通知なくして、当サービスの諸条件、利用規約又は当サービス

の内容を変更することができます。お客様は常に利用規約をご確認ください。本規約変更

後に本サービスを利用された場合は、変更された規約に同意したものとみなします。 

１６．本サービスの変更、停止又は終了 

当社は、本サービスの提供に必要な設備の保守を定期的に又は緊急に行う場合、当該設備

に障害が生じた場合、災害若しくは事故等が生じた場合又はその他当社が必要と判断した

場合には、お客様に対して告知をすることなく、当社が本サービスの提供するサービスの

一部又は全部を変更、停止又は終了することができます。本サービスが終了した場合は、

その理由に関わらず、お客様の有する特典 ID は消滅します。当社は当該サービスの変

更、停止又は終了によりお客様に生じた損害につき一切責任を負いません。 

１７．準拠法および管轄裁判所 

本規約は日本国法に準拠し、日本国法より解釈されるものとします。本サービス又は本利

用規約に関してお客様との間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議するこ

ととしますが、それでもなお解決しない場合には、本規約及び本サービスの利用に関して

お客様と当社との間で生じた全ての紛争については、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所

を専属的合意管轄裁判所とします。 



１８．本規約の譲渡等 

お客様は、当社の書面による事前の承諾なく、本サービス又は本規約に基づく権利若しく

は義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできま

せん。 当社は本サービスにかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い

本サービス又は本規約に基づく権利及び義務を当該事業所との譲受人に譲渡することがで

き、お客様は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に

定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他の事業が移転するあら

ゆる場合を含みます。 

１９．完全合意 

本規約は、本規約の規定内容に関するお客様と当社の完全かつ唯一の合意を構成し、本規

約の最新版がそれ以前の規約に優先します。 

２０．分離可能性 

本規約のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、

当該無効又は執行不能と判断された規定以外の残りの部分は、継続して完全に効力を有し

ます。 



２１．権利放棄 

当社が本規約に基づく権利を行使しない場合においても、当該権利の放棄若しくは喪失と

はみなされません。 
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