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d ブック利用規約 

 

株式会社ＮＴＴドコモ（以下「当社」といいます。）は、この「dブック利用規約」（以下「本

規約」といいます。）を定め、これにより「d ブック」（以下「本サービス」といいます。）

を提供します。 

 

第 1章 総則 

第 1条 （規約の適用） 

(1) 本規約は、本サービスの利用（第 2 条（用語の定義）第 1 項第 6 号で定める本サ

ービスアプリの使用を含みます。以下同じとします。）に関する当社とサービス契

約者（第 2 条（用語の定義）第 1 項第 3 号参照）との間の一切の関係に適用され

ます。本規約の内容に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。 

(2) 当社は、本サービス内の各対象コンテンツにおいて、個別の規約等(以下「個別規

約等」といいます。)を定める場合があります。サービス契約者が各対象コンテン

ツをご利用される際には、当該個別規約等に定める利用条件も併せて適用されま

すので、当該個別規約等を事前に十分にご確認の上、ご利用ください。なお、本

規約と個別規約等に定める利用条件が異なる場合は、特段の定めがない限り、個

別規約等に定める利用条件が本規約に優先して適用されるものとします。 

 

第 2条 （用語の定義） 

本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとしま

す。 

① 本サービス：当社が提供する電子書籍コンテンツ（以下総称して「対象コンテ

ンツ」といいます。）をサービス契約者（第 3 号参照）が対応端末（第 5 号参

照）を利用してダウンロード（ストリーミング再生を含むものとし、以下同じ

とします。）及び閲覧するために、本規約の条件に基づき日本国内においてサー

ビス契約者に提供するサービス及び機能をいいます。 

② 利用契約：当社とサービス契約者との間で締結される当社から本サービスの提

供を受けるための本規約に基づく契約をいいます。 

③ サービス契約者：当社と利用契約を締結したお客さまをいいます。 

④ 本サービスサイト：本サービスに関する情報を掲載した当社のインターネット

ウェブサイト＜https://books.dmkt-sp.jp/＞（当該 URL配下のインターネット

ウェブサイトを含み、当社がその URLを変更した場合は、変更後の URL としま

す。）をいいます。なお、本規約において本サービスサイト上に定めることと

している条件については、本サービスサイト上の定め（本サービスサイト上の
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定めが変更された場合は変更後のものとします。）も、本規約の一部を構成し、

本規約の内容に含まれるものとします。 

⑤ 対応端末：対応機種一覧(https://books.dmkt-sp.jp/info/device/)当社が本サービ

スを利用することができる端末として別途本サービスサイト上で指定する端

末をいいます。 

⑥ 本サービスアプリ：本サービスを利用するために必要となる専用のアプリケー

ションソフトウェアをいいます。 

⑦ アプリ使用条件：当社が本サービスアプリの使用条件として別途定めるものを

いい、本サービスアプリの初回起動時に表示されるものをいいます。 

 

第 3条 （本サービスの内容等） 

(1) 本サービスは、次の各号に掲げる機能を提供することを内容とし、その詳細は、本

サービスサイト上に定めるとおりとします。なお、対応端末の種別、本サービスア

プリのバージョン、サービス契約者の契約状態等によっては、利用できる機能に制

限がある場合があります。 

① 対象コンテンツの購入、ダウンロード及び閲覧 

② 対象コンテンツに関する各種情報の閲覧 

③ メールマガジン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 本サービス内での対象コンテンツの閲覧履歴及びお気に入り登録やチェック機

能により端末に保存された対象コンテンツなどの情報を表示するページ(以下

「マイページ」といいます。)の閲覧 

⑤ 当社が別途提供する d マガジン（以下、「d マガジン」といいます。）の一部機

能（試読）の利用 

⑥ サービス契約者が d マガジンを契約しているドコモ回線 d アカウント（本条第

3項第 2号参照）又はキャリアフリーdアカウント（本条第 3項第 3号参照）で

本サービスにログインしている場合、本サービスサイト又は d ブックアプリか

ら、dマガジンのアプリに遷移できる機能 

⑦ チェック機能(対象コンテンツ(一部を除く)の全て又は一部（記事）を端末へ保

存し、閲覧することができる機能)。なお、チェック機能により登録された対象

コンテンツを、以下「チェックした本/雑誌、記事」といいます。 

⑧ フォロー機能(対象コンテンツ又は作者情報をマイページへ登録し、新着情報の

通知等が受信できる機能)。 

⑨ 端末の通知領域（ノーティフィケーションエリア）による対象コンテンツに関

するおすすめ情報等の取得 

⑩ その他、本サービスサイト上に定めるサービス契約者向け提供機能 

(2) 当社は、サービス契約者にあらかじめ通知することなく、対象コンテンツ、本サー
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ビスの内容(本サービスで提供される各種情報を含みます。)及び仕様を変更し、そ

れらの提供を停止又は中止することができるものとします。 

(3) 本サービスは、次の各号に定めるお客さまに限りご利用いただくことができます。 

① 当社と sp モード契約を締結しているお客さま（以下「sp モード契約者」とい

います。） 

② 当社と FOMA サービス契約約款、Xiサービス契約約款又は 5Gサービス契約約款

（以下「契約約款」といいます。）に基づく回線契約（以下「対象ドコモ回線契

約」といいます。）を締結しているお客さま（ただし、当社が指定する一部の料

金種別で契約しているお客さまを除きます。）のうち、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。）に基づき当社が発行

したドコモ回線 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及びパスワード（以下「ドコモ回線 dアカウント ID等」といいます。）を

お持ちのお客さま（spモード契約者と総称して以下「ドコモ回線契約者」とい

います。） 

③ ドコモ回線契約者以外のお客さま（以下「非ドコモ回線契約者」といいます。）

のうち、dアカウント規約に基づき当社が発行したキャリアフリー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及びパスワード（以

下「キャリアフリーdアカウント ID等」といいます。）をお持ちのお客さま 

(4) 本サービスの利用には、対応端末及び本サービスアプリが必要となります。なお、

対応端末であっても、機種によっては一部の機能をご利用いただけない場合があ

ります。 

(5) 本サービスの利用可能地域（以下「利用可能地域」といいます。）は日本国内とし

ます。サービス契約者は本サービスを利用可能地域以外の地域でも利用できる場

合がありますが、当社は、当該地域での本サービスの利用について何ら保証する

ものではなく、当該地域で本サービスを利用したことによりサービス契約者に損

害が生じたとしても責任を負いません。 

 

第 2章 利用契約の成立等 

第 4条 （利用契約の成立） 

(1) 対象コンテンツの利用を希望する者（以下「申込者」といいます。）は、本規約の内

容に同意のうえ、本サービスサイト上の対象コンテンツ購入画面（以下「購入画面」

といいます。）にて決済方法やクーポン・dポイント利用有無を選択して、当該情報

を購入画面上で指定する手順に従い当社に送信することにより、対象コンテンツの

購入を行うものとします。購入ボタンが押下された時点で、申込者は本規約の内容

に同意したものとみなします。なお、申込者が未成年者又は利用契約の締結にその

保佐人若しくはその補助人の同意を要する旨の家庭裁判所の審判を受けている被保
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佐人若しくは被補助人である場合は、利用契約の申込み（利用契約締結後の当該サ

ービスの利用に関する各種注文を含みます。）について、それぞれ法定代理人（親権

者若しくは未成年後見人又は保佐人若しくは補助人）の事前の同意を得るものとし

ます。 

(2) 利用契約は、その購入手続が完了した旨を決済完了画面等で申込者に通知した時点

で当該申込者と当社との間において成立するものとします。 

(3) 前二項にかかわらず、対象コンテンツの内、無料のコンテンツの利用及び有料のコ

ンテンツの試読を希望する者は、当該コンテンツの閲覧をした時点で、本規約及び

個別規約の内容に同意したものとみなし、その時点で利用契約が成立するものとし

ます。 

(4) 利用契約の成立後に対象コンテンツの購入の変更や取消しはできません。また、本

サービスの利用において第 5条 4項に定める支払方法により既に支払われた対象コ

ンテンツの購入又は利用にかかる代金又は対価は、理由にかかわらず返還しないも

のとします。 

 

 

第 5条 （代金等） 

(1) 対象コンテンツは、「試読」（有料で提供される対象コンテンツの一部を閲覧するこ

とをいいます。）専用のコンテンツとして提供するもの、無料のコンテンツ及び別途

各対象コンテンツの紹介ページ（リンク先を含みます。）上で指定する場合を除き、

全て有料とします。 

(2) 対象コンテンツの購入又は利用にかかる代金又は対価（以下「代金等」といいます。）

については、購入又は使用される対象コンテンツの個数等に応じて当該代金等を支

払うものとします。各対象コンテンツの有料／無料の別、有料である場合の具体的

な代金等の額及び課金体系等については、各対象コンテンツの紹介ページ（リンク

先を含みます。）上に表示されるものとします。 

(3) 当社は、代金等その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場

合は、その端数を切り捨てます。 

(4) 対象コンテンツの代金等の支払方法は、対象コンテンツ契約者のご契約状況に応じ

て以下の方法より選択可能とします。ただし、対象コンテンツ契約者の契約状況に

かかわらず、対象コンテンツによっては一部の支払方法を選択できない場合があり

ます。 

① ドコモ回線契約者の場合：「ドコモ払い」、「dカード」、「クレジットカード」、

「d払い残高払い」、「dポイント充当」 

② 非ドコモ回線契約者の場合：「クレジットカード」、「d 払い残高払い」「d ポ

イント充当」 
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(5) サービス契約者が「クレジットカード」又は「d カード」による代金等の支払を希

望される場合、当社が別途指定するクレジットカードの中から、サービス契約者が

選択されたクレジットカードにより、1 回払いにて支払うことができます。なお、

クレジットカードはサービス契約者自身の名義のカードに限り、各クレジットカー

ド会員契約に基づき、利用することができるものとします。 

(6) サービス契約者がドコモ回線契約者である場合、当該サービス契約者が「ドコモ払

い」による代金等のお支払を希望される場合、代金等について、契約約款のうち sp

モード又は i モードのご利用に適用される約款並びに sp モードご利用規則、sp モ

ードご利用細則及び iモードご利用規則に基づき、「ドコモ払い」での「ドコモ払い

商品等購入代金相当額」として携帯電話料金と合算して請求されることを承諾して

いただきます。ただし、この場合、d払い残高充当は利用できません。 

※携帯電話料金の支払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」

を利用できない場合があります。 

(7) サービス契約者が、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。）に基づき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。）である場合に限り、

次の各号に定める条件により、自らが保有する d ポイント又はドコモポイントの全

部又は一部を代金等の支払いに充当（以下「ポイントで購入」といいます。）するこ

とができるものとします。ただし、対象コンテンツによってはポイントで購入でき

ない場合があります。 

① d ポイントクラブ会員規約の定めにかかわらず、d ポイント又はドコモポイ

ントで購入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

ントで購入される対象コンテンツについては、サービス契約者の利用端末を

通じて提供するものとします。 

③ ポイントでの購入によりサービス契約者に提供された対象コンテンツにつ

いても、その使用条件については、本規約に定める条件が適用されます。 

(8) 本条に定めるポイントでの購入に関する条件等は、本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。 

(9) サービス契約者は、対象コンテンツの購入時にクーポン（一定の金額を割り引く割

引証をいい、以下同じとします。）を利用（以下「クーポン利用」といいます。）す

ることができるものとします。この場合、クーポンに記載の内容に従って、サービ

ス契約者は当社に対する対価等の支払いを免れるか、又は当社がサービス契約者に

代わって当該対価等を売主に支払うものとします。サービス契約者は、クーポンご

とに定められる、クーポンを利用することができる取扱コンテンツの範囲、クーポ

ンの獲得方法、利用方法、利用期限その他の利用条件等のクーポンの詳細を確認の
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うえ、これに従って利用するものとします。 

(10) サービス契約者は、ポイント利用とクーポン利用を併用して対価等の支払いを行

うことができますが、この場合、クーポンが先に利用され、その後 d ポイントが利

用されるものとします。 

(11) 「d払い残高払い」のご利用条件等は、当社が別に定める「d払い口座利用規約」

に定めるところによります。 

 

第 6条 （dアカウント等） 

(1) サービス契約者による本サービスのご利用に際して、当社は次の各号に定める方

法のうち当社が指定する方法により、サービス契約者を認証します。認証ができ

ない場合には、サービス契約者は本サービスをご利用になれません。 

 [1]ドコモ回線契約者の場合 

(i)本サービスのサーバにアクセスされている契約回線を認証する方法(サービス

契約者が spモード契約者である場合であって、spモードを利用してアクセスされ

た場合) 

(ii)ドコモ回線 dアカウントの ID等により認証する方法 

(iii)上記(i)又は(ii)のいずれかの認証方法によりサービス契約者が本サービス

のサーバにアクセスされた際にドコモが発行した Cookieにより認証する方法 

[2]非ドコモ回線契約者の場合 

(i)キャリアフリーdアカウントの ID等により認証する方法 

(ii)上記(i)の認証方法によりサービス契約者が本サービスサイトにアクセスさ

れた際に当社が発行した Cookieにより認証する方法。 

(2) 本サービスの利用に必要となる d アカウント等の取扱いに関する条件は、当社が別

途定める dアカウント規約に定めるところによります。 

(3) サービス契約者がドコモ回線契約者の場合において、d アカウント等による認証を

経ることなく本サービスが利用されたときは、対応端末が接続された契約約款に定

める契約者回線に係るサービス契約者がこれを利用したものとみなします。 

(4) サービス契約者は、ドコモ UIMカード(spモード契約者の場合)、ドコモ回線 dアカ

ウント ID 等及びそれらを入力したことのある対応端末(ドコモ回線契約者の場合)、

キャリアフリーd アカウント ID 等及びそれらを入力したことがある対応端末(非ド

コモ回線契約者の場合)並びに第 1 項第 1 号(iii)及び第 2 号(ii)に定める Cookie

が保存されている端末(以下総称して「認証キー」といいます。)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。

認証キーの管理不十分、利用上の過誤又は第三者による不正利用等については、サ

ービス契約者がその責任を負い、当社は責任を負わないものとします。 
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第 7条 （知的財産権等） 

本サービスに関連して、又は本サービスを通じてサービス契約者に提供される本サ

ービスアプリその他の情報・対象コンテンツ等（以下これらを総称して「対象コン

テンツ等」といいます。）に係る著作権等の知的財産権その他一切の権利は、当社又

は第三者に帰属します。利用契約の締結は、サービス契約者に対してこれらに関す

る何らの権利を移転するものではなく、サービス契約者は、利用契約に基づく本サ

ービスの利用に必要な範囲に限って、対象コンテンツ等を使用することができるも

のとします。 

 

第 8条 （禁止事項） 

サービス契約者は、本サービスの利用にあたって次の各号に該当する行為を行って

はならないものとします。 

① 当社若しくは第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の知的

財産権、プライバシーその他の権利若しくは利益を侵害する行為、又はそれら

のおそれのある行為 

② 公序良俗に反する行為若しくは公序良俗に反する情報を第三者に提供する行為、

又はそれらのおそれのある行為 

③ 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為若しくは法令に違反する行為、又はそ

れらのおそれのある行為 

④ 事実に反する情報又はそのおそれのある情報を提供する行為 

⑤ 当社若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為、又はそれらのおそれ

のある行為 

⑥ 本サービスに係る設備に対して過度な負担を与える行為、当社による本サービ

スの提供を不能にする行為その他当社による本サービスの提供に支障を与え、

若しくはその運営を妨げる行為、又はそれらのおそれのある行為 

⑦ コンピュータウイルス等有害なプログラムを、本サービスを通じて、若しくは

本サービスに関連して使用し、若しくは提供する行為、又はそれらのおそれの

ある行為 

⑧ 本サービスを利用可能地域以外の地域で利用する行為 

⑨ dアカウント等を不正に使用する行為 

⑩ 対象コンテンツ等について、複製、公衆送信（自動公衆送信の場合にあっては、

送信可能化を含みます。）、伝達、譲渡、貸与、変形、翻案等の利用を行うなど、

対象コンテンツ等を第 7 条（知的財産権等）に定める範囲を超えて利用し、又

は使用する行為 

⑪ 対象コンテンツ等について、改変若しくは改ざんを行い、又は逆コンパイル、

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



8 

 

読み取り可能な形に変換することを指します。）を行う行為 

⑫ 対象コンテンツ等に付されている著作権表示その他の権利表示を除去し、又は

変更する行為 

⑬ 当社の定める手順に反する方法で本サービスアプリをインストールし、使用す

る行為。その他、本サービスアプリを、アプリ使用条件に反する方法又は反す

るおそれのある方法で利用し、又は使用する行為 

⑭ その他当社が不適切と判断する行為 

 

第 9条（個人情報） 

(1) 当社は、本サービスの提供にあたり、月額定額コンテンツ申込者、個別課金コ

ンテンツ申込者及びサービス契約者から取得する個人情報を、次に掲げる目的

その他当社が別に定める「プライバシーポリシー」＜

https://www.nttdocomo.co.jp/utility/privacy/＞（当社がその URL を変更し

た場合は、変更後の URLとします。）に掲げる目的で当該目的達成に必要な範囲

で利用します。 

(2) 第 3条（本サービスの内容等）第 1項第 5号及び同条項第 6号で定める機能を

利用するためには、あらかじめ「dマガジンご利用規約」及び「dマガジンアプ

リ アプリケーションプライバシーポリシー」への同意が必要です。 

(3) 当社はサービス契約者が対象コンテンツのご購入の際に入力されたクレジット

カード番号等の決済情報を、次回以降の本サービス又はその他の当社のサービ

スのご利用の際に利用する場合があります。 

(4) 本サービスに関するサービス契約者のご利用情報及び本規約に基づくサービス

契約者の利用権は、ドコモ回線契約者の場合にはドコモのご契約回線単位又は

ドコモ回線 dアカウント単位、非ドコモ回線契約者の場合にはキャリアフリーd

アカウント単位で管理されます。 

 

第 3章 対象コンテンツについて 

第 10条 （対象コンテンツの購入、ダウンロード及び閲覧について） 

(1) 対象コンテンツの利用条件については、当社が個別の対象コンテンツについて別

途個別規約等を定めない限り、本規約に定める対象コンテンツの利用条件が適用

されます。なお、各対象コンテンツについて、当社が別途個別規約等を定める場

合には、サービス契約者は、対象コンテンツのご利用にあたり、本規約のほか、

当社が別途定める利用条件等を遵守いただく必要があります（各対象コンテンツ

について当社が別途利用条件等を定める場合には、各対象コンテンツの紹介ペー

ジ（リンク先を含みます。）上に表示します。）。 

(2) 対象コンテンツのダウンロード及び閲覧には、対応端末に本サービスアプリをイ

https://www.nttdocomo.co.jp/utility/privacy/


9 

 

ンストールしていただく必要があります。本サービスアプリのご利用にかかる料

金は無料ですが、本サービスアプリのダウンロード時及びダウンロード後のご利

用に際する通信時には、利用される通信手段に応じて別途通信料がかかります。

なお、通信が可能な状態でサービス契約者が本サービスアプリを起動した場合、

本サービス用サーバに対して、サービス契約者がご利用の対応端末を特定するた

めの情報が送信されます。 

(3) 対象コンテンツをダウンロードできる対応端末は、あらかじめサービス契約者が

本サービスを利用されるための端末として当社に登録されている対応端末（以下

「利用端末」といいます。）に限ります。利用端末としての登録は、アプリを起動

し、本サービスのサーバに対してご利用の対応端末を特定するための情報が送信

された際に自動的に行われますが、利用端末として登録可能な台数は d ブック及

び dマガジンと合わせて 10台までです。10台が登録済みの状態で、別の対応端末

から対象コンテンツをダウンロードするためには、利用端末を 1 台分削除したう

えで、別の対応端末を利用端末として追加登録していただく必要があります。 

(4) 対象コンテンツのダウンロードには、ダウンロードに利用される通信手段に応じ

て別途通信料がかかります。 

(5) サービス契約者は、対象コンテンツについて、対象コンテンツ毎に定められたダ

ウンロード期間内であれば、追加の代金等の発生なく再ダウンロードすることが

できます。ダウンロード期間は、対象コンテンツの紹介ページ（リンク先を含み

ます。）上に表示されます。ダウンロード期間の表示のない対象コンテンツは、ダ

ウンロード期間が無期限となります。なお、ダウンロード期間は、対象コンテン

ツを購入された日の翌日から起算されます。ただし、当社が必要と判断した場合

には、事前の通知なくダウンロード期間を終了させることができるものとします。 

(6) サービス契約者の購入した対象コンテンツのリスト（以下「作品リスト」といい

ます。）は、本サービスアプリの画面上に表示されます。なお、サービス契約者が

最後に対象コンテンツを購入してから 5 年以内（最後に対象コンテンツを購入し

た日を 1日目として計算します。）に、サービス契約者が一度も本サービスにおい

て新たな対象コンテンツの購入、お気に入りの新規登録・削除、又はメールサー

ビスの配信登録・解除を行わなかった場合は、本サービスアプリの画面上に表示

されている作品リストが全て削除されることがあります。また、当社が必要と判

断した場合には、サービス契約者が購入した特定の対象コンテンツについて、本

サービスアプリ上の作品リストから削除することがあります。 

(7) サービス契約者が本サービスアプリ上の作品リストに表示される対象コンテンツ

を閲覧する際は、サービス契約者が閲覧に利用される利用端末と本サービスのサ

ーバとの間で毎回通信を行い、サービス契約者の認証を行います。認証方法は、

第 6条（dアカウント等）第 1項の定めに従います。 
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(8) 対象コンテンツは、紙版の誌面とは閲覧できる記事及び内容等が異なる場合があ

ります。また、紙版では DVD、付録等の特典が同梱されている場合でも、本サービ

スには特典がつきません。 

 

第 11条 （対象コンテンツ等の利用条件） 

(1) 当社は、本規約の規定に従って対象コンテンツ等を使用していただくという条件

において、対象コンテンツ等の非独占的かつ譲渡不能の使用権を、サービス契約

者に対して有償又は無償で許諾することとします。 

(2) サービス契約者は、自己の費用と責任において、対象コンテンツ等をサービス契

約者の対応端末にダウンロード、インストールし、これを使用するものとします。 

(3) サービス契約者は、対象コンテンツ等を、本サービスサイト内の当該対象コンテ

ンツの紹介ページに記載された動作環境においてのみ使用することができます。

なお、当社は、対象コンテンツ等が全ての対応端末に対応することを保証するも

のではありません。 

(4) サービス契約者は、対象コンテンツ等の使用にあたり、次の各号に定める事項を

遵守するものとします。 

① サービス契約者は、第 1項に記載した範囲を超えて対象コンテンツ等を使用

することはできません。 

② サービス契約者は、対象コンテンツ等の全部又は一部を複製、改変、改ざん

し、又は逆コンパイル、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。）

を行うことはできません。 

③ サービス契約者は、対象コンテンツ等に付されている著作権表示その他の権

利表示を除去又は変更してはならないものとします。 

④ サービス契約者は、対象コンテンツ等の全部又は一部を、有償、無償を問わ

ず第三者に販売、頒布、公衆送信、貸与、譲渡、再使用許諾、開示、担保設

定又はリースその他処分をすることはできません。 

⑤ サービス契約者は、対象コンテンツ等を、第三者の著作権等の知的財産権そ

の他の権利を侵害する行為、公序良俗に反する行為、犯罪を構成する行為、

法令に違反する行為、又はそれらのおそれのある行為に利用することはでき

ません。なお、サービス契約者が本規約の定めに違反して対象コンテンツ等

を使用したことにより第三者との間で当該第三者の権利を侵害した、又は侵

害するおそれがあるとして紛争等が生じた場合は、サービス契約者自身の責

任において当該紛争等を解決するものとし、これにより当社が損害を被った
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場合には、当社は、自らが被った当該損害につきサービス契約者に請求でき

るものとします。 

⑥ サービス契約者は対象コンテンツ等を、本条において認められた範囲で、個

人的かつ非商業的な利用に限り使用することができるものとし、営利目的の

ために使用することはできません。 

(5) 対象コンテンツの内容及び品質並びに本サービスアプリの内容、機能及び性能は、

サービス契約者が本サービスにおいて対象コンテンツ等をダウンロードされた時

点で当社が合理的に提供可能な範囲のものとします。 

(6) 対象コンテンツ等は現状有姿のままサービス提供者に提供されるものであり、当

社はサービス提供者に対し、対象コンテンツ等に関して、正確性、有用性、使用

目的・機器等への適合性、及び使用結果に関わる的確性や信頼性につき、明示又

は黙示の保証も行いません。 

(7)  当社は、サービス契約者に対し、本サービスアプリに関する技術サポート、保守、

機能改善等の技術的役務の提供義務も負いません。ただし、当社の判断により、

サービス契約者に本サービスアプリのアップデート版又はバージョンアップにか

かる情報等を提供する場合があり、この場合におけるアプリのアップデート版又

はバージョンアップにかかる情報等もアプリに含まれるものとして、本規約が適

用されるものとします。 

(8) マイページ等上の情報及びアプリ内の情報その他本サービスのご利用に関するサ

ービス契約者の情報の毀損又は消失について、当社は保証を行わないものとし、

これらの情報の毀損又は消失によりサービス契約者に損害が発生した場合でも、

当社は責任を負いません。 

(9) サービス契約者は、本サービスアプリの使用にあたって、「外国為替及び外国貿易

法」その他の関連する輸出入関連法及び規制等（これらについては、日本国法及

び諸外国法に基づく法令等の全てを含みます。）を遵守し、かつ、それらに基づい

て要求される全ての許可、認可及び承認（同じく、日本国法その他の法令等に基

づくものを含み、以下「許認可等」といいます。）を自己の責任において得ていた

だくものとし、これらの必要な許認可等を得ることなく本サービスアプリを日本

国外に持ち出してはならないものとします（通信手段を用いての国外への送信を

含みます。）。 

 

第 12条（dマガジンの試読機能及び dマガジンアプリ呼び出しの利用） 

(1) サービス契約者は、本サービスサイト上にて dマガジンで配信されているコンテン

ツの一部を、閲覧することができます（以下「dマガジン試読機能」といいます。） 

(2) サービス契約者が dマガジンの利用契約を締結していて、かつ当該サービス契約者
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が dマガジンのアプリをダウンロードしている場合、本サービスサイトから直接 d

マガジンアプリへ移動することができます（以下「dマガジンアプリ遷移機能」と

いいます。）。 

(3) サービス契約者は、d マガジンでチェックした本/雑誌、記事を d ブックアプリ上

からも閲覧、管理することができます。 

(4) dマガジン試読機能において閲覧できるコンテンツと閲覧範囲及び配信期間は予告

なく変更されることがあります。 

(5) 当社は、サービス契約者が dマガジン試読機能で配信されるコンテンツを閲覧する

場合、「d マガジンご利用規約」及び配信コンテンツの個別規約に承諾したものと

みなします。 

 

第 4章 d ポイントの進呈 

第 13条 （dポイント/ドコモポイントの進呈等について） 

(1) サービス契約者が、当社が別に定める「d ポイントクラブ会員規約」(以下「d ポ

イント会員規約」といいます。)に定める会員(以下「dポイントクラブ会員」とい

います。)又は当社が定める「ドコモビジネスプレミアクラブ会員規約」(以下「ビ

ジネスプレミアクラブ会員規約」といいます。)に定める会員(以下「ビジネスプ

レミア会員」といいます。)である場合、本サービスで対象コンテンツを「ドコモ

払い」、「dカード」、「クレジットカード」又は「ドコモ口座払い」で購入されると、

対象コンテンツの購入金額 100 円（税別）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の対象コンテンツの購入金額は最小単位

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、対象コンテンツ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 ポイントの進呈のほか、当社は、当社が自ら企画する本サービス

における施策等により、dポイントクラブ会員及びビジネスプレミア会員に対して、

dポイント(サービス契約者がdポイントクラブ会員である場合)又はドコモポイン

ト(サービス契約者がビジネスプレミア会員である場合)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、それぞれの内容の詳細について、本サ

ービスサイトにてサービス契約者に周知します。 

(3) 本条に定める d ポイント又はドコモポイントの進呈及び進呈された d ポイント又

はドコモポイントの利用に関する条件等は、本規約に定める事項を除き、「d ポイ

ントクラブ会員規約」(サービス契約者が d ポイントクラブ会員である場合)又は

「ビジネスプレミアクラブ会員規約」(サービス契約者がビジネスプレミア会員で

ある場合)が適用されます。 



13 

 

 

第 5章 利用停止・廃止等 

第 14条 （提供中断等） 

(1) 当社は、次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、本サービスの全

部又は一部の提供を中断することがあります。 

① 天災地変等の不可抗力により本サービスが提供できなくなったとき。 

② 本サービスに関する機器、設備等の保守、工事等を実施する必要があるとき。 

③ 本サービスにおいて使用する機器、設備等に故障、障害等が発生したとき。 

④ 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維

持に必要な通信その他公共のために必要があるとき。 

⑤ 当社の運用上又は技術上、本サービスの全部又は一部の提供を中断する必要が

あるとき。 

(2) 当社は、前項に定めるほか、本サービスの運用上必要な範囲において、本サービス

の利用の制限等を行うことができるものとします。 

(3) 当社は、第 1 項に基づく本サービスの全部若しくは一部の提供の中断又は前項に定

める利用の制限等を計画している場合は、その旨を本サービスサイト上に掲載する

方法によりサービス契約者に周知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場

合は当該周知を行わないことがあります。 

(4) 当社は、第 1 項又は第 2 項の定めに基づき本サービスの提供を中断し、又はその利

用を制限等した場合であっても、利用料金の減免等は行わず、また当該提供中断又

は利用制限等によりサービス契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いま

せん。 

 

第 15条 （提供停止等） 

(1) 当社は、サービス契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断したときは、

サービス契約者に対する事前の通知を行うことなく、本サービスの全部又は一部の

提供を停止することができるものとします。 

① 第 4条（利用契約の成立）第 2項に該当するとき。 

② 第 8条（禁止事項）に違反したとき。 

③ 当社に対して事実に反する内容の届出又は通知をしたとき。 

④ 第三者による本サービスの利用に支障を与える又はそのおそれのある行為があ

ったとき。 

⑤ その他本規約に違反したとき。 

⑥ その他当社の業務の遂行上支障があるとき。 

(2) 当社は、前項に基づき本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由及

び中止をする日を本サービスサイト上での通知又はその他当社が適当と判断する方
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法によりサービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限り

ではありません。 

(3) 当社は、サービス契約者に対し、前項の措置に替えて、又は前項の措置とともに、

期限を定めて当該事由を解消することを求めることができるものとします。 

(4) 第 1 項に基づき当社が本サービスの提供を停止した場合であっても、サービス契約

者は利用料金の支払義務を免れることはできません。 

 

第 16条 （本サービスの廃止） 

(1) 当社は、当社の都合により本サービスの全部又は一部を廃止することができるもの

とし、この場合、本サービスサイト上に掲載する方法により、サービス契約者に対

してその旨を周知するものとします。なお、本サービスの全部が廃止された場合は、

当該時点をもって利用契約は自動的に終了するものとします。 

(2) 当社は、前項の定めに基づき本サービスの全部又は一部を廃止したことによりサー

ビス契約者に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。 

 

第 17条 （当社が行う利用契約の解除） 

当社は、サービス契約者が次の各号の一に該当すると当社が判断したときは、何ら

の催告を行うことなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠

償を請求することができるものとします。 

① 利用契約の申込内容が事実に反していることが判明したとき。 

② 第 15 条（提供停止等）第 1 項各号に定める事由のいずれかに該当するとして、

本サービスの提供が停止された場合において、当該事由が当社の業務に支障を

及ぼすおそれがあるとき、又は当社が指定する期限までに当該停止の原因とな

った事由を解消しないとき。 

③ 第 8条（禁止事項）に違反したとき。 

④ 本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。 

⑤ 当社に重大な危害若しくは損害を及ぼしたとき、又はそのおそれがあるとき。 

⑥ その他本サービスの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき。 

 

第 18条 （利用契約の継続、終了等） 

(1) 第 16条（本サービスの廃止）第 1項及び前条のほか、サービス契約者がドコモ回

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場合、又はサービス

契約者が非ドコモ回線契約者の場合においてキャリアフリーd アカウントが失効

した場合は、当該失効の時点をもって利用契約も自動的に終了するものとします。 

(2) 前項の定めに拘らず、ドコモ回線契約者であるサービス契約者が 5G/Xi/FOMA契約

を解約される場合、5G/Xi/FOMA契約の解約に際し、当社が別に定める方法に従い、
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以下の全ての条件を満たされた場合には、利用契約は終了せず、引き続き非ドコ

モ回線契約者として本サービスをご利用いただくことができます。なお、この場

合において、5G/Xi/FOMA 契約の終了以降に本サービスをご利用になるためには、

キャリアフリーd アカウントが必要になります。5G/Xi/FOMA 契約の解約に伴い、

サービス契約者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、サービス契約者のドコモ回線 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又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

（IDの変更）を行っていただく必要があります。 

① 利用契約の継続を希望されること。  

② 決済用クレジットカードを届け出ること。  

③ 届け出のあった決済用クレジットカードを利用料金の決済に利用することにつ

いて、当社がクレジットカード会社の承認を得られること。 

(3) 非ドコモ回線契約者であるサービス契約者が 5G/Xi/FOMA契約を締結し、ドコモ回

線契約者となった場合、サービス契約者は、キャリアフリーdアカウントに関する

登録情報に当該 5G/Xi/FOMA契約の契約回線にかかる電話番号を追加する当社所定

の手続きを行うことにより、サービス契約者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サービス契

約者に関する情報は、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、利用契約は終了せず、引き続きドコモ回線契約者として、移行後のドコモ

回線 d アカウントにより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 Xi/FOMA 契約の契約回線からアクセスして本サ

ービスを利用されていた場合、当該ご利用にかかる本サービスのご利用情報は、

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。 

(4) 利用契約が解約その他の事由により終了した場合、終了時点以降は、本サービス

をご利用いただくことはできません。なお、その後に再度利用契約を締結された

場合であっても、終了時点以前に利用されていた際の本サービスのご利用情報（購

入履歴、お気に入り、チェックした本等）及び設定情報等は新たな利用契約には

引き継がれません。 

 

第 19条 （本サービスの品質・契約不適合） 

(1) 対象コンテンツの内容及び品質並びに本サービスアプリの内容、機能及び性能は、

サービス契約者が本サービスにおいて対象コンテンツ等をダウンロードされた時
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点で当社が合理的に提供可能な範囲のものとします。 

(2) 対象コンテンツ等は現状有姿のままサービス契約者に提供されるものであり、当

社はサービス契約者に対し、対象コンテンツ等に関して、正確性、有用性、使用

目的・機器等への適合性、及び使用結果に関わる的確性や信頼性につき、明示又

は黙示の保証も行いません。 

(3) 対象コンテンツに落丁などの本規約及び個別規約に定める内容に適合しない点

（以下「契約不適合」といいます。）がある場合において当社が契約不適合にかか

る担保責任を負う期間は、サービス契約者が対象コンテンツを購入した日の翌日

から起算して 3か月間とします。 

(4) 当社は、サービス契約者に対し、本サービスアプリに関する技術サポート、保守、

機能改善等の技術的役務の提供義務も負いません。ただし、当社は、当社の判断

により、サービス契約者に本サービスアプリのアップデート版又はバージョンア

ップにかかる情報等を提供する場合があり、この場合における本サービスアプリ

のアップデート版又はバージョンアップにかかる情報等も本サービスアプリに含

まれるものとして、本規約が適用されるものとします。 

(5) マイページ等上の情報及び本サービスアプリ内の情報その他本サービスのご利用

に関するサービス契約者の情報の毀損又は消失について、当社は保証を行わない

ものとし、これらの情報の毀損又は消失によりサービス契約者に損害が発生した

場合でも、当社は責任を負いません。 

(6) 本サービスの提供に関して当社がサービス契約者に対して損害賠償責任を負う場

合であっても、当社が賠償する損害は、①当該損害の発生した直近 1 か月間に本

サービスにおいてサービス契約者が当社に支払った代金等（第 5条（代金等）第 2

項参照）の総額、又は②金 500 円のどちらか高い金額を上限とします。なお、本

サービスに関してサービス契約者が被った損害が当社の故意又は重大な過失に起

因する場合、本規約又は個別規約等において当社を免責し、又は責任を制限する

規定は適用しません。 

(7) 当社は、本サービスアプリに契約不適合が発見された場合で、当該契約不適合の

修補が必要であると認めたときは、契約不適合のない本サービスアプリを提供し、

又は当該本サービスアプリの契約不適合を修補するものとします。この場合、サ

ービス契約者は、本サービスアプリを再ダウンロードし、又はバージョンアップ

する必要があります。なお、本サービスアプリの再ダウンロード又はバージョン

アップが完了するまでの間、本サービスを利用できないことがあります。 

 

第 6章 一般条項/その他 

第 20条 （損害賠償の制限） 

(1) 当社は、本サービスの全部若しくは一部の利用の停止、提供の中断若しくは停止又
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は提供の廃止等、並びに本規約の変更、対応端末の指定の取消し、利用契約の解約

及び自動終了等によってサービス契約者が損害を被った場合でも、その責任を負い

ません。 

(2) 当社がサービス契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社がサービ

ス契約者に対して負う責任の範囲は、通常生ずべき直接の損害（逸失利益を除きま

す。）に限られるものとし、かつ、1か月分の利用料金（サービス契約者が当該料金

を無料とする施策の適用を受ける場合は、当該施策適用前の料金とします。）相当額

又は 500円を上限とします。 

(3) 当社の故意又は重大な過失によりサービス契約者に損害を与えた場合は、前項の定

めは適用しません。 

 

第 21条 （通知） 

(1) 当社は、本サービスに関するサービス契約者への通知を、次の各号に掲げるいずれ

かの方法により行うことができるものとします。 

① サービス契約者が利用契約に基づき当社に届け出ている氏名、名称、住所、請

求書の送付先等への郵送による通知 

② サービス契約者がdアカウントのIDとして利用されているメールアドレス又は

d アカウント規約に基づく予備メールアドレスとして登録されているメールア

ドレスへの電子メールによる通知 

③ サービス契約者が 5G/Xi/FOMA契約を締結している場合にあっては、サービス契

約者が契約約款に基づき当社に届け出ている氏名、名称、住所、請求書の送付

先等への郵送による通知 

④ サービス契約者が 5G/Xi/FOMA契約を締結している場合にあっては、サービス契

約者が利用する契約約款に定めるspモード電子メール若しくはiモード電子メ

ール（当社が別途定める spモードご利用細則若しくは iモードご利用規則に基

づくメッセージ R（リクエスト）及び spモードメール若しくは iモードメール

を指します。）のメールアドレスへの通知又は契約約款に定めるショートメッセ

ージ通信モード（SMS）による通知 

⑤ その他当社が適当と判断する方法 

(2) 前項各号に掲げる方法によるサービス契約者への通知は、当社が前項に定める通知

を発した時点になされたものとみなします。 

(3) 当社は、第 1 項各号に掲げる方法のほか、本サービスサイト上にその内容を掲載す

ることをもって、本サービスに関するサービス契約者に対する通知に替えることが

できるものとします。この場合、当社が当該通知内容を本サービスサイト上に掲載

した時点をもって当該通知がサービス契約者に対してなされたものとみなします。 
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第 22条 （残存効） 

利用契約が終了した後も、第 5条（代金等）、第 9条（個人情報）、第 14条（提供中

断等）第 4項、第 16 条（本サービスの廃止）第 2項、第 20 条（損害賠償の制限）、

第 25条（権利の譲渡等）、第 26 条（合意管轄）及び第 27 条（準拠法）の定めは、

なお有効に存続するものとします。 

 

第 23条 （反社会的勢力の排除） 

(1) サービス契約者は、次の各号のいずれか一に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又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 サービス契約者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 サービス契約者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 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を

もって取引を行うなど、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等を提供し、又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 サービス契約者が法人その他の団体の場合にあっては、自らの役員又は自らの

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) サービス契約者は、自ら又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、又は暴力を用いる行為 

④ 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当

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 （規約の変更） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、サービス契約者へ当社が適切と判
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断した方法にて公表又は通知することにより、本規約の内容を変更することができ

るものとし、変更日以降はこれらが適用されるものとします。 

① 本規約の変更が、サービス契約者の一般の利益に適合するとき。 

② 本規約の変更が、利用契約をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内

容の相当性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 25条 （権利の譲渡等） 

サービス契約者は、利用契約に基づき当社に対して有する権利又は当社に対して負

う義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはでき

ません。 

 

第 26条 （合意管轄） 

サービス契約者と当社との間で利用契約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東

京地方裁判所又は当該サービス契約者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。 

 

第 27条（準拠法） 

利用契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとしま

す。 

 

本規約は、2022年 3月 24 日から実施します。 


