
「リアル神経衰弱」アプリ利用規約 

 

この規約(以下「本規約」といます。)は、当社（合同会社リアルゲームカンパニーとハ

ッピーオート株式会社）が提供するアプリケーションサービス「（サービス名）」（以下「本

アプリ」といいます。）の利用に関する条件を定めるものであり、本アプリを利用するす

べてのお客様（以下「ユーザー」といいます。）に適用されます。ユーザーは、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（本規約への同意） 

１ ユーザーは、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 登録希望者が、本規約に同意の上、当社の定める方法によって利用登録の申請

をし、当社がこれを承認することによって、ユーザーと当社との間で、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。 

 

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

当社の運営するウェブサイトに提示します。 

２ ユーザーは、変更後の本規約に同意しない場合には、当社所定の方法により本ア

プリの利用を終了するものとします。 

３ ユーザーが本規約の変更後も本アプリの利用を継続する場合、当該ユーザーは、

変更後の本規約に同意したものとみなされます。なお、当社は、本規約の変更又は

追加につき、各ユーザーに個別に通知することはいたしません。 

 ユーザーは、ユーザーの責任において、随時、本規約の最新の内容を確認の上、

本アプリをご利用ください。 

 

第３条（定義） 

本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる

ものとします。 

 （１）「コンテンツ」 

    ユーザーが本アプリを通じてアクセスすることができる情報（文書、画像、動画、

音声、音楽その他のサウンド、イメージ、ソフトウエア、プログラム、コードその他

のデータを含みますが、これらに限られません。）をいいます。 

 （２）「提供コンテンツ」 



    本アプリにおいて当社がユーザーに対し提供するコンテンツその他全ての情

報をいいます。 

 （３）「ユーザーコンテンツ」 

    ユーザーが本アプリの利用にあたって入力又は送信するコンテンツをいいま

す。 

 

第４条（有償コンテンツ） 

１  本アプリ内の一部については、別途対価を支払うことにより有償コンテンツを購

入することができます。有償コンテンツの金額、決済方法その他の事項は、別

途当社が定め、本アプリ又は当社ウェブサイトに表示します。 

２  当社は、本アプリにおいて無償又は有償とされているコンテンツについて、当

社の裁量でその価格を変更することがあります。 

３  ユーザーが支払を遅滞した場合、ユーザーは、年率１４．６％の割合による遅延

損害金を当社に対して支払うものとします。 

４  有償コンテンツは、ユーザー本人のアカウントに対してのみ使用が許諾されま

す。 

 

第５条（未成年者による利用） 

１  未成年者のユーザーは、有償コンテンツの購入を含む本アプリの利用の一切

につき、親権者等の法定代理人の同意を得た上で本アプリに登録し、法定代

理人の同意のもと本アプリを利用しなければなりません。 

２  当社は、未成年者のユーザーによる有償コンテンツの購入につき、年齢に応じ

て利用金額の上限又は支払方法等の制限を設けることがあります。未成年者

のユーザーは当該制限に従って有償コンテンツを利用しなければなりません。 

３  未成年者のユーザーが、法定代理人の同意がないにもかかわらず同意あると

偽り又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。 

４  本規約の同意時に未成年者であったユーザーが成年に達した後に本アプリを

利用した場合、当該ユーザー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。 

 

第６条（コインの取扱い） 

１  本アプリにおける「コイン」は、本アプリのサービス及び有償コンテンツと交換可

能な仮想通貨です。 

２  当社は、本アプリにおいてユーザーがコインを購入した場合、当社がキャンペ



ーンを実施する場合その他の場合に、当社の定める方法によりユーザーにコイ

ンを付与します。コインの価格、有効期間、その他の付与条件は、当社が定め、

ユーザーに通知します。 

３  当社は、ユーザーが取得したコインについて、法令上必要な場合を除き、一切

払戻しを行いません。法令に基づきコインを払い戻す場合の払戻方法及び条

件は、別途当社が定める方法で掲示するものとします。 

 

第７条（通信の秘密） 

当社は、電気通信事業法第４条に基づき、ユーザーの通信の秘密を守ります。た

だし、次の各号のいずれか一つに該当する場合、当社は、当該各号の定める範囲

内において、ユーザーの通信の秘密にかかわる情報を第三者に提供し、又は削除

することができるものとします。 

  （１）刑事訴訟法又は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく  

強制処分又は裁判所の命令が行われた場合 

  （２）法令に基づく行政処分が行われた場合 

  （３）特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示

に関する法律第４条に基づく開示請求の要件が満たされていると当社が判断

した場合 

  （４）人の生命、身体又は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合 

  （５）本アプリ運営の必要上やむを得ないと当社が判断した場合 

   （６）ユーザーから同意を取得した場合 

 

第８条（ユーザー情報の登録） 

１ ユーザーは、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「ユーザー情報」といいます。）。 

２ ユーザー情報の登録にあたり、ユーザーは当社に対し、真実かつ正確な情報を提

供しなければなりません。ユーザー情報に誤りがあった場合又は変更が生じた場合、

ユーザーは、自己の責任において、速やかにユーザー情報を修正又は変更するも

のとします。 

３ 当社は、ユーザー情報を前提として、本アプリに関するサービスを提供します。ユ

ーザー情報の内容に虚偽、誤り又は記載漏れがあったことによりユーザーに損害が

生じたとしても、当社は一切責任を負いません。 

 

第９条（ユーザーに関する情報の取扱い） 

当社は、ユーザー情報、端末情報等その他本アプリの利用に関しユーザーから収

集する情報を、別途当社が定めるプライバシーポリシー（URL：××××）に従い、適



切に取り扱います。 

 

第１０条（アカウントの管理） 

１ ユーザーは、自己の責任においてアカウントを管理及び保管するものとし、これを

第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとしま

す。 

２ 当社は、当該アカウントの一致を確認した場合、当該アカウントを保有するものとし

て登録されたユーザーが本アプリを利用したものとみなします。 

３ アカウントが盗用され又は第三者に使用されていることが判明した場合、ユーザー 

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。 

４ アカウントの管理不十分又は第三者の使用等による損害の責任は、ユーザーが  

負うものとし、当社は一切の責任を負いません。 

 

第１１条（本アプリの利用） 

１ ユーザーは、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、ユーザーが私的に使用する目的でのみ利用することができ、販売、配

布又は開発等の私的使用以外の目的で使用してはなりません。 

３ ユーザーは、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、改変又は翻案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情報端末、ソフトウエア、通信回線その他の通信  

環境等の準備及び維持は、ユーザー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、本人確認の有無、ユーザー情報の有無、

その他当社が必要と定める条件を満たしたユーザーに限り利用できる場合があり、  

ユーザーはあらかじめこれに同意するものとします。 

 

第１２条（ユーザーコンテンツ） 

１ ユーザーは、ユーザーコンテンツについて、自ら投稿その他の方法によりコンテン

ツを送信することについての適法な権利を有していること、及びユーザーコンテンツ

が第三者の知的財産（著作権、特許権、実用新案件、商標権、意匠権（それらの権

利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。）又はア

イデア、ノウハウ等をいい、以下同様とします。）所有権その他の権利を侵害してい

ないことについて、当社に対して表明し、保証するものとします。 

２  本アプリにおいて、ユーザーが投稿、アップロード又は保存したユーザーコンテン

ツに関する著作権は、当該投稿等を行ったユーザー自身に留保されるものとし、当

社は当該ユーザーコンテンツに関する著作権を取得することはありません。ただし、

当社は、本アプリの提供・維持・改善又は本アプリのプロモーションに必要な範囲に



おいて、ユーザーコンテンツを複製、翻案、自動公衆送信及びそのために必要な

送信可能化を、無償、無期限かつ地域非限定で行うことができるものとします。 

３  ユーザーは、当社及び当社から権利を承継し又は許諾された者に対し、著作者

人格権を行使しないものとします。 

４  ユーザーは、自己の責任においてユーザーコンテンツのバックアップを行い、当

社は、ユーザーコンテンツのバックアップを行う義務を負わないものとします。 

 

第１３条（権利の帰属） 

１ 本アプリ及び本アプリ内のアイテムその他の提供コンテンツに関する一切の知的財

産権は、当社又は当社のライセンスを許諾している者に帰属します。 

２ 当社は、ユーザーに対し、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、本アプリの権利の範囲内における私的な利用を許諾しますが、ユーザー

に対し、自由に使用、収益、処分し得る所有権類似の権利を譲渡し、又は当該権

利を認めるものではありません。 

３ ユーザーは、全ての提供コンテンツに関し、いかなる返金又は補償も請求しないこ

とに同意するものとします。 

４ 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、ユーザーその他の第三者に対し、   

商標等を譲渡し、又はその利用を許諾するものではありません。 

 

第１４条（禁止行為） 

１ ユーザーは、本アプリの利用にあたり、自ら又は第三者をして以下の各号のいずれ

かに該当する行為又は該当するおそれのある行為をしてはなりません。 

（１）法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に

違反する行為又はこれらを助長する行為 

（２）当社又は他のユーザーその他の第三者に対する詐欺又は脅迫行為 

（３）公序良俗に反し又は善良な風俗を害する行為 

（４）当社又は他のユーザーその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシー、

名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為 

（５）本アプリの誤作動を誘引する行為 

（６）本アプリが通常意図しないバグを利用する動作又は通常意図しない効果を及ぼ

す外部ツールの利用、作成又は頒布を行う行為 

（７）本アプリ又は当社サーバー等に過度の負担をかける行為 

（８）本アプリの内外を問わず、本アプリ上のアカウント又はコンテンツを第三者に有償   

で貸与、譲渡、売買等をする行為（いわゆるリアルマネートレード行為） 

（９）前号に定める行為の申込みの誘引、申込み、承諾を含む一切の準備行為 



（１０）歩行中、車両運転中、その他の本アプリの利用が不適切な状況又は態様にお

いて本アプリを利用する行為 

（１１）以下に該当し又は該当すると当社が判断した情報を本アプリ上に送信・投稿す

る行為 

  ア 当社又は第三者の著作権その他の知的財産権、肖像権、プライバシー、名誉、

その他の権利又は利益を侵害する情報 

  イ ユーザーを特定可能な個人情報を含む情報（但し、利用登録に必要な場合等

当社が求めた場合、その他当社が認めた場合を除きます。） 

  ウ 過度にわいせつな表現（性的な事物を連想させると当社が判断した表現をい

い、芸術性の有無を問いません。）を含む情報 

  エ 異性、同性を問わず、面識のない第三者との出会い又はわいせつな行為等を

目的する情報 

  オ 自殺、自傷行為を誘引、勧誘又は助長する表現を含む情報 

  カ 薬物・危険ドラッグの売買に関する情報又は薬物・薬物・危険ドラッグの不適切

な利用を助長する表現を含む情報 

  キ 宗教的行為、宗教団体、政治的活動、政治団体の宣伝又は広告に関する情

報 

  ク 無限連鎖講、ネットワークビジネス関連の勧誘等に関する情報 

  ケ ジャンクメール、スパムメールに相当する文面を含む情報 

  コ 未成年者に悪影響を及ぼすおそれのある情報 

  サ 残虐な表現その他他人に不快感を与えるおそれのある情報 

  シ コンピュータウイルス等の有害なプログラムを流布させる情報 

  ス その他当社が不適切と判断する情報 

（１２）本アプリの内外を問わず、本アプリに関連するイベントの開催又はグッズの販売

等、本アプリが意図しない方法で利益を得ることを目的とする行為 

（１３）逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、その他本アプリのソース

コードを解析する行為 

（１４）本アプリに接続しているシステムに権限なく不正にアクセスし又は当社設備に蓄    

積された情報を不正に書き換え若しくは消去する行為 

（１５）本アプリを複製、送信、譲渡、貸与又は改変する行為 

（１６）故意に虚偽のデータ等を公開し又は投稿する行為 

（１７）不正な位置情報を登録する行為 

（１８）当社又は他のユーザーの情報の収集を目的とする行為 

（１９）当社又は他のユーザーその他の第三者に成りすます行為 

（２０）他のユーザーのアカウントを利用する行為 

（２１）本アプリ上での宣伝、広告又は勧誘行為 



（２２）反社会的勢力等への利益供与行為 

（２３）本規約及び本アプリの趣旨・目的に反する行為 

（２４）その他、当社が不適切と判断する行為 

 

第１５条（規約違反に対する措置） 

１  当社は、ユーザーが以下各号に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、何らの通知も行うことなく、当該ユーザーに対し、ユーザーコ

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、アカウントの削除を含む本利用契約の解除等の措置（以下「利用停止」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）ユーザー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

の申立があった場合 

（４）ユーザーが死亡した場合 

（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、本アプ

リの利用に関して法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意を要するにも関

わらず、同意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理由があると当社が判断した場合 

２ ユーザーは、利用停止等の後も、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（損害賠償債務を含みますが、これに限りません。）を免れるもので

はありません。 

３ 当社は、本条に基づき当社が行った行為によりユーザーに生じた損害について   

一切の責任を負わず、ユーザーのアカウント削除後も、当該ユーザーが当社に提

供した情報を保有・利用することができるものとします。 

４ 当社は、ユーザーが第１項各号に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、ユーザーに対し、違反行為の中止、送信又は

投稿した情報の自発的な削除・訂正等を求めることがあり、ユーザーは、当社が定



める期間内に当該求めに応じるものとします。 

５ 当社は、本条に基づき当社が行った措置によりユーザー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１６条（違反投稿等の通知） 

１ ユーザーは、他のユーザーのユーザーコンテンツが自己又は第三者の権利を侵

害していると判断した場合には、当社所定の方法に従い、当社に通報することがで

きるものとします。 

２ 当社は、前項の定めに基づく通報を受けた場合、当社の裁量に基づき、当該通報

の内容が事実であるかの確認を行い、通報の対象となったユーザーコンテンツを投

稿したユーザーに対して何らの通知も行うことなく、当該ユーザーコンテンツの削除

その他利用停止等の措置を講じることができるものとします。 

３ 前二項の定めには、当社に対し、ユーザーからの通報に応対する義務を負わせる

ものではありません。 

 

第１７条（損害賠償） 

１ ユーザー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

を受けた場合を含みます。）ユーザーは、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 本アプリの利用に関連してユーザーが被った損害につき当社が、軽度の過失によ

る債務不履行責任又は不法行為責任を負う場合には、当社は、ユーザーに現実に

発生した直接かつ通常の損害に限り、これを賠償する責任を負うものとし、特別な

事情から生じた損害（損害の発生を予見し又は予見し得た場合を含みます。）につ

いては、責任を負わないものとします。 

 

第１８条（秘密保持） 

１ ユーザーは、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の指定した情報を秘密に取り扱うものとします。 

２ ユーザーは、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１９条（本アプリの利用終了） 

１ ユーザーは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。本アプリの利用を終了したユーザーは、当該終了時点から本アプリを利用で

きなくなります。 

２ 誤ってアカウントを削除した場合その他理由の如何を問わず、ユーザーが本アプリ

を利用する権利を失った場合、ユーザーは、アカウント、提供コンテンツ、ユーザー

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 ユーザーは、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 当社は、ユーザーが本アプリの利用を終了した後も、当該ユーザーが当社に提供

した情報を保有・利用することができるものとします。 

５ ユーザーが本アプリの利用を終了した場合、当社は、当社の裁量により、事前に通

知することなく当該ユーザーのアカウントを削除することができるものとし、ユーザー

は、終了時に残存している本アプリ内の一切のコンテンツが消滅する場合があるこ

とに同意するものとします。 

６ ユーザーが死亡した場合、当該ユーザーのアカウント、ユーザー情報その他本ア

プリに蓄積した情報は削除されるものとし、本アプリの利用権は相続の対象とはなり

ません。 

７ 当社は、当社の裁量により、あらかじめ通知することなく、最終のアクセスから６か月

以上経過しているアカウントを削除することができるものとします。 

 

第２０条（本アプリの変更・中断・終了等） 

１ 当社は、ユーザー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ユーザー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、ユーザー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）ユーザーのセキュリティー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、労働争議等の不可効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ユーザーに生じた損害について一

切の責任を負いません。 

 

第２１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ー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、ユーザーが期待する性質及び商品的価値を有すること、並

びにユーザー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 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、ユーザー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ことを保証するものではありません。 

３ ユーザーは、Internet Explorer、Google Chrome、Firefox 等のウェブブラウザの利

用規約及び運営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、ユーザー間又はユーザーと第三者との間で紛争が生じた場合、ユ

ーザーは、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２２条（外部サービスの利用） 

１ ユーザーは、本アプリの利用にあたり、Ｆａｃｅｂｏｏｋ、Ｔｗｉｔｔｅｒその他の外部サービ

ス等を利用する場合には、本規約のほか、当該外部サービスの定める利用規約そ

の他の条件（当該利用規約等が変更された場合には変更後の条件を含みます。）

に従うものとします。 

２ 外部サービスについては、当該外部サービスを提供する企業又は個人が責任を負

うものとし、当社は、当該外部サービスにつき、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、ユーザーが期待す

る性質及び市品的価値を有すること、並びにユーザー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。 

 

 



第２３条（連絡方法） 

１ 本アプリに関する当社からユーザーへの連絡は、本アプリ上若しくは当社が運営

するサイト内の適宜の場所への掲示、電子メールの送信、その他当社が適当と判断

する方法により行うものとします。 

２ 当社が電子メールの送信による通知を行った場合、当社から通知は、ユーザーが

登録したメールアドレスにメールを送信することをもって、当該メールが通常到達す

べきときに到達したものとみなします。 

３ 本アプリに関する問い合わせその他ユーザーから当社に対する連絡又は通知は、

当社が運営するウェブサイト内の適宜の場所に設置するお問い合わせフォームへ

の送信その他当社が指定する方法により行うものとします。 

 

第２４条（権利義務の譲渡禁止） 

ユーザーは、当社の書面による事前の承諾がある場合を除き、本利用規約に基づ

くユーザーの権利若しくは義務、又は本利用規約上の地位について、第三者への譲

渡、承継、担保設定、その他一切の処分をすることはできません。 

 

第２５条（事業譲渡等の場合の取扱い） 

当社が、本アプリ若しくは本アプリにかかる事業を第三者に譲渡し、又は合併若しく

は会社分割等により本アプリに係る事業を承継させたときには、当社は、当該譲渡等

に伴い、本利用契約上の地位、権利及び義務並びに登録情報その他のユーザー情

報を当該譲渡等の譲受人等に承継させることができるものとします。ユーザーは、かか

る譲渡等につき本条において予めこれに同意したものとみなします。 

 

第２６条（分離可能性） 

１ 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とされた場合

であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、 引

き続き有効かつ執行力を有するものとします。当社及びユーザーは、当該無効若し

くは執行不能とされた各項又は部分の趣旨に従い、これと同様の効果を確保できる

ように努めるとともに、修正された本規約に拘束されることに同意するものとします。 

２ 本規約のいずれかの各項又はその一部が、あるユーザーとの関係で無効又は執

行不能と判断された場合であっても、他のユーザーとの関係における有効性等には

影響を及ぼさないものとします。 

 

第２７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、訴額に応



じ、鳥取地方裁判所又は鳥取簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とし

ます。 

 

 

【附則】 

本規約は、令和元年５月１日から施行します。 

 

 

本アプリケーションは、合同会社リアルゲームカンパニーとハッピーオート株式会社 

より、提供されます。 

 


