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ecobuy 会員規約 

 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（以下「当社」といいます。）は、この

「ecobuy 会員規約」（以下「本規約」といいます。）を定め、これにより「ecobuy」（以下「本

サービス」といいます。）を提供します。 

 

第1条 （規約の適用） 

本規約は、本サービスの利用（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。 

 

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 利用契約：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。 

② 会員：当社との間で利用契約を締結した者をいいます。 

③ 対応端末：Android OS/iOS 搭載端末のうち、当社が本サービスを利用すること

ができる端末として指定する端末をいいます。 

④ 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本サービス専用の

アプリケーションソフトウェアをいいます。 

⑤ 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対応端末へのインストール時に表示されるものをい

います。 

⑥ 対象店舗：対象商品を販売する店舗をいいます。対象店舗の一覧は ecobuy ホー

ムページ内の以下の URL をご参照ください（当社がその URL を変更した場合

は、変更後の URL とします）。 

https://www.ecobuy.jp/shoplist/ 

⑦ 対象商品：本サービスにおいて ecobuy ポイント付与の対象となる対象店舗所定

の商品をいいます。 

⑧ お気に入り店舗：対象店舗のうち、会員が本サービスにおいてよく利用する店

舗として本サービスアプリ上で登録する店舗をいいます。 

 

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ます。なお、対応

https://www.ecobuy.jp/shoplist/
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端末の種別、本サービスアプリのバージョン、会員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 対象商品を購入後、本サービスアプリにて当該購入内容を登録し、ecobuy ポイ

ントを受け取ることができる機能 

② ecobuy ポイントを、当社所定の事業者が提供するサービスにおけるポイント等

（以下「当社ポイント等」といいます。）と交換することができる機能 

③ 本サービスアプリにおいて、お気に入り店舗を登録する機能 

④ 本サービスアプリにおいて、お気に入り店舗からのお知らせ、おすすめ情報を

取得する機能 

⑤ 本サービスアプリにおいて、お気に入り店舗の情報を閲覧する機能 

⑥ その他当社が定めた機能 

(2) 当社は、本サービスについて、対象商品が安全性を有しており欠陥がないこと、会

員の特定の利用目的への適合性、利用結果の完全性、有用性、的確性、信頼性、即

時性等について何ら保証するものではなく、これらに関連して会員に損害が生じた

としても責任を負いません。 

(3) 当社は、本サービスの利用について、会員と対象店舗、ポイント交換事業者、ポイ

ントサービス運営事業者その他の第三者との間で紛争が生じたとしても、本規約に

おいて当社が責任を負うべき事項を除き、責任を負いません。 

(4) 本サービスのうち、第 1 項①及び②の機能その他ドコモが別途定める機能の利用に

は、次の各号に掲げる場合に応じて、株式会社 NTT ドコモ（以下「ドコモ」といい

ます）が別途定める d アカウント規約（以下「d アカウント規約」といいます。）に

基づきドコモが発行した、それぞれ当該各号に定める ID 及びパスワード（以下総

称して「d アカウント等」といいます。）が必要です。 

① ドコモとの間でドコモが別途定める Xi サービス契約約款、FOMA サービス契

約約款又は 5G サービス契約約款（以下総称して「契約約款」といいます。）に

基づく Xi 契約若しくは Xi ユビキタス契約、FOMA 契約若しくは FOMA ユビ

キタス契約、又は 5G 契約（以下総称して「Xi/FOMA/5G 契約」といいます。）

を締結している場合： d アカウント規約に基づきドコモ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。なお、ドコモとの間で Xi/FOMA/5G 契約を締結している者を以下「ド

コモ回線契約者」といいます。 

② ドコモとの間で Xi/FOMA/5G 契約を締結していない場合： d アカウント規約

に基づきドコモ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、ドコモ回線 d アカウントとキャリアフリーd アカウン

トとを総称して以下「d アカウント」といいます。）の ID 及びパスワード。な

お、ドコモとの間で Xi/FOMA/5G 契約を締結していない者を以下「非ドコモ回
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線契約者」といいます。 

(5) 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。 

(6) 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。会員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会員に損害が生じたとしても責任を負い

ません。 

 

第4条 （利用契約の成立） 

(1) 本サービス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、利用契約の申込みを行うものとします。規約に同意し、利用を開始す

る旨の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。 

(2) 利用契約は、前項に基づく申込手続が完了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。 

 

第5条 （d アカウント等） 

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、ドコモが

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。なお、法人名義の回線で

取得した d アカウントを利用する場合、会員は、同一 d アカウントを利用した同一

法人に所属する第三者が購入商品履歴の情報等のデータを承継する場合があること

に同意します。 

 

第6条 （ecobuy ポイント） 
(1) 本サービスにおける ecobuy ポイントの初回の付与申請において、会員は当社が求め

る会員情報を入力する必要があります。ecobuy ポイントの付与条件、付与される時

期その他の諸条件は、本サービスアプリ上で別途定めるものとします。ecobuy ポイ

ントの譲渡、貸与その他他人への承継はできないものとします。なお、ポイントの

付与申請を行った会員（以下「申請者」といいます。）が未成年者である場合は、当

該申請（その他初回の申請後の本サービスの利用に関する各種注文を含みます。）に

ついて法定代理人（親権者又は未成年後見人）の事前の同意を得るものとします。 

(2) 会員による本サービスにおける ecobuy ポイントの付与申請は、対象商品の購入から

14 日以内に行うものとします（当該期間を過ぎてから付与申請を行っても、ecobuy

ポイントは付与されません）。 

(3) 会員は、本サービスにより付与された ecobuy ポイントを当社ポイント等と交換する

ことができます。なお、当該交換を行う場合における、最低交換可能ポイント数そ
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の他の諸条件は、各ポイントサービス事業者により定められるものとします。 

(4) 当社は、申請者に対し、前項の申請の内容及び初回のポイント付与申請時に入力し

た会員情報に関する事実を確認するための書類その他の資料の提示又は提出を求め

る場合があり、申請者はこれに応じるものとします。 

(5) 当社は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当すると当社が判断したときは、当 

該申請者からのポイント付与申請を承諾しないことがあります。 

① 申請の内容に不備があり、若しくはその内容が事実に反しているとき、又はそ

のおそれがあるとき。 

② 申請者が未成年者である場合は、その法定代理人（親権者又は未成年後見人）

の同意を得ている事実を当社が確認できないとき。 

③ 申請者が第 8 条（禁止事項）の定めに違反するおそれがあるとき。 

④ 申請者が過去に不正利用等により利用契約の解除又は本サービスの提供停止等

の措置を受けたことがあるとき。 

⑤ 申請者が本規約に定める会員としての義務を遵守しないおそれがあるとき。 

⑥ 申請者が第 20 条（反社会的勢力の排除）の定めに違反するおそれがあるとき。 

⑦ 当社の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合など、当社が不適切と判断

したとき 

(6) 本サービスにおいて会員が取得した ecobuy ポイントは、最後に ecobuy ポイントの

付与申請を行った日から起算して 2 年間新たな付与申請がなされなかった場合、全

て失効するものとします。 

 

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会員に提供される本サービスアプ

リその他の情報・コンテンツ等（以下「本サービスコンテンツ等」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、会員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、

会員は、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、本サービスコ

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） 

会員は、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 会員が自ら購入していない対象商品及び既にポイント付与申請済みの商品につ

いて本サービスアプリにおいてポイント付与を申請する行為 

② 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
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のおそれのある行為 

③ 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 

④ 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 

⑤ 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 

⑥ 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 

⑦ 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 

⑧ 本サービスに関する問い合わせ、苦情等を当社及び対象店舗に対して過度に行

う行為 

⑨ 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 

⑩ 本サービスを利用可能地域以外の地域で利用する行為 

⑪ d アカウント等を不正に使用する行為 

⑫ 本サービス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、本サービスコンテンツ等を第 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 

⑬ 本サービス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 

⑭ 本サービス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 

⑮ 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 

⑯ その他当社が不適切と判断する行為 

 

第9条 （パーソナルデータの取扱い） 

(1) 当社は、申込者及び会員のパーソナルデータの取扱いについて、当社が別に定める

「エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 プライバシーポリシー」に

おいて公表します。 
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(2) 当社は、次の各号に掲げる第三者に、それぞれ各号に掲げる情報を提供する場合が

あります。 

① 対象店舗を運営する企業等の法人 
〇 提供情報（統計化したデータでの提供）： 

(a) 会員の属性、d ポイントサービスのご利用に関する情報（性別、年齢、家族構

成、住所、d ポイント残高、d ポイント利用履歴等） 

(b) 会員に係る各種サービス等のご契約・ご利用等に関する情報（例：当社の各種

サービスのご契約状態・ご利用履歴・投稿された記事や画像・動画に関する情

報、インターネット利用時の行動に関する情報、アプリケーション利用時の行

動に関する情報、購入されたサービスや商品の名称・購入場所・決済に関する

情報、アンケートの回答に関する情報等が含まれます。 

提供目的：対象店舗のサービスや商品の販売状況の調査及び分析、対象店舗のサー

ビスや商品の運用・改善、対象店舗におけるアンケート調査そのほかマーケティン

グ分析を行うため 

〇 提供情報（生データでの提供）： 

(a) 本サービスの利用に関する以下の情報 

・ 会員の識別子 

・ お気に入り店舗登録を行った会員の ecobuy プロフィール情報（生年、性

別、住所（都道府県、市区町村））及びお気に入り店舗登録実施日時 

・ ecobuy ポイントの付与申請時に会員が当社に提出したレシートの画像デ

ータ及びテキストデータ 

・ 会員が ecobuy ポイントの付与申請を行った時刻、付与申請をした ecobuy

ポイント数 

提供目的： 

(a) ecobuy ポイントの付与及びお気に入り店舗登録を行った対象店舗から

会員へお知らせ情報の通知を行うため 

(b) 対象店舗のサービスや商品の販売状況の調査及び分析、対象店舗のサー

ビスや商品の運用・改善、対象店舗におけるアンケート調査そのほかマ

ーケティング分析を行うため 

② 株式会社サイバーエージェント 

提供情報（生データでの提供）：会員の識別子、ポイント交換数、ポイント交換

先 

提供目的：ecobuy ポイントから第三者ポイント等への交換を行うため 

(3) 当社は、前項に定めるほか、法令に基づく提供、業務委託に伴う委託先への提供等、

個人情報保護法上、本人の同意を得ることなく第三者へ提供が認められる場合に会

員から取得する個人情報を当該第三者に提供することがあります。 
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第10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、その旨を当社が適当と定めた方法で掲載

することにより会員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。 

 

第11条 （提供停止等） 

(1) 当社は、会員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、会員に対

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 6 条（ecobuy ポイント）第 5 項各号のいずれかに該当するとき。 

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、会員に対し、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。ただし、本項の定

めは、当社が第 14 条（当社が行う利用契約の解除）に基づき利用契約を解除するこ

とを妨げるものではありません。 

 

第12条 （本サービスの廃止） 

(1) 当社は、当社の都合によりいつでも本サービスの全部又は一部を廃止することがで
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きるものとし、この場合、本サービスアプリ上に掲載する方法により、会員に対し

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会員

に損害が生じた場合であっても、責任を負いません。 

 

第13条 （会員が行う利用契約の解約） 

会員は、利用契約の解約を希望する場合は、本サービスアプリ上の退会画面（以下

「退会画面」といいます。）から、退会画面上で指定する手順に従いその旨を当社に

送信することにより、利用契約を解約することができるものとします。この場合、

退会画面を通して解約手続が完了した旨を当社が会員に通知した時点で利用契約は

終了するものとします。 

 

第14条 （当社が行う利用契約の解除） 

当社は、会員が次の各号に該当すると当社が判断したときは、何らかの催告を行う

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 11 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 会員の死亡その他会員による本サービスの利用が継続されないと認められる事

由があるとき。 

⑤ 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。 

⑥ 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。 

⑦ 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15条 （利用契約の継続、終了等） 

(1) 第 12 条（本サービスの廃止）第 1 項、第 13 条（会員が行う利用契約の解約）及び

前条（当社が行う利用契約の解除）の場合、利用契約は自動的に終了するものとし

ます。また、会員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、又は会員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第 3 条 1 項①及び②の機能その

他当社が別途定める機能に関する利用契約は終了するものとし、この場合、会員は
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同項③から⑤の機能は引き続き利用することが可能ですが、同利用を継続する場合、

第 8 条（禁止事項）等利用契約の性質上適用されるべき条項の適用を受けるものと

します。 

(2) 前項の定めにかかわらず、ドコモ回線契約者である会員が Xi/FOMA/5G 契約を解約

される場合、Xi/FOMA/5G 契約の解約に際し、ドコモが別に定める方法に従い、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、Xi/FOMA/5G 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。Xi/FOMA/5G 契約の解約に伴い、会員が保

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、会員

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

ールアドレスまた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会員が Xi/FOMA/5G 契約を締結し、ドコモ回線契約者と

なった場合、会員は、キャリアフリーd アカウントに関する登録情報に当該

Xi/FOMA/5G 契約の契約回線にかかる電話番号を追加するドコモ所定の手続きを行

うことにより、会員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会員に関する情報は、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。 
(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に有していた ecobuy ポイント、本サ

ービスの設定情報及び利用情報その他の情報等は新たな利用契約には引き継がれま

せん。 
 
第16条 （本サービスアプリの契約不適合） 

当社は、本サービスアプリに利用契約に適合しない点（以下「契約不適合」といい

ます。）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、
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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、会員は、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17条 （損害賠償の制限） 

(1) 当社が会員に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社が会員に対して負う

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、前月に付与された ecobuy ポイントの合計額（前月に利用がない場合、利

用がなされた最後の月に付与された ecobuy ポイントの合計額）に相当する額を上限

とします。 

(2) 当社の故意又は重大な過失により会員に損害を与えた場合は、前項の定めは適用し

ません。 

 

第18条 （通知） 

(1) 当社は、本サービスに関する会員への通知を、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 本サービスアプリ上による通知 

② 会員が 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 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会員への通知は、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。 

 

第19条 （残存効） 

利用契約が終了した後も、第 9 条（パーソナルデータの取扱い）、第 12 条（本サー

ビスの廃止）第 2 項、第 17 条（損害賠償の制限）、本条、第 22 条（権利の譲渡等）、

第 24 条（合意管轄）及び第 25 条（準拠法）の定めは、なお有効に存続するものと

します。 

 

第20条 （反社会的勢力の排除） 

(1) 会員は、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
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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 会員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 会員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 会員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) 会員は、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21条 （規約の変更） 

当社は、次の各号に該当する場合、会員へ当社が適切と判断した方法にてあらかじ

め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、

変更日以降は当該変更後の本規約が適用されます。 

① 本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき 

② 本規約の変更が、利用契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内

容の相当性、変更の内容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22条 （権利の譲渡等） 

会員は、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。 
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第23条 （連絡先窓口） 

本サービスの内容、その他についての質問や問い合わせ等につきましては、別途当

社が運営する本サービスアプリ上の当社所定の問い合わせフォーム等に記載する当

社の連絡先を、窓口とするものとします。 

 

第24条 （合意管轄） 

会員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

所又は当該会員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25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。 
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アプリケーション・プライバシーポリシー 
 
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（以下、「当社」といいます。）は、当社

が提供するスマートフォン用アプリケーション「ecobuy」（以下、「本アプリケーション」と

いいます。）および本アプリケーションに関するサービス（以下、「本サービス」といいます。）

を通じて、お客様の利用者情報をご提供いただき、本サービスの円滑な提供を実施させてい

ただくために、本アプリケーション・プライバシーポリシーを定め、利用者情報の保護に努

めます。 
 
1. 利用者情報の取得と利用目的 

(1) 当社が本アプリケーションにおいて取得する利用者情報（以下、「利用者情報」とい

います）は以下のとおりです。当社は、利用者情報を、アプリケーション経由で自

動的に取得し、またはお客様の手入力により登録していただくことにより取得しま

す。 
① 利用する利用者情報：性別、生年、居住地、d アカウント情報。 

■利用者情報の利用目的：本サービス提供の際、お客様の識別、 
およびプロフィール情報に合わせたサービスの提供を当社がするため。 

■取得方法：お客様の手入力により登録いただく方法により取得。 
 

② 利用する利用者情報：ポイント申請情報及びポイント交換情報。 
■利用者情報の利用目的：ポイント進呈業務およびポイント交換業務を 
行うため。 

■取得方法：お客様の手入力により登録いただく方法により取得。 
 

③ 利用する利用者情報：会員番号、プッシュ通知設定情報及び端末識別 ID（プッ

シュ通知を行うために必要となる端末を識別するための ID をいい、以下同じ

とします）、端末固有 ID、ご利用機種。 
■利用者情報の利用目的：本サービス提供の際にお客様を識別するため。また

本サービスからのお知らせ情報を通知、および端末や OS の差異による動作を

修正するため。 
■取得方法：アプリケーションによる自動取得。 
 

④ 利用する利用者情報：本アプリケーションのご使用状況、本アプリケーション

上での操作・利用履歴。各コンテンツへのアクセス履歴。 
■利用者情報の利用目的：本サービスの利用状況の分析および本サービスの向

上、品質改善のため。 
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■取得方法：アプリケーションによる自動取得。 
 

⑤ 利用する利用者情報：広告配信用識別子：AdvertisingID(AdID)、Advertising 
Identifier(IDFA)。 
■利用者情報の利用目的：広告配信のため。 
■取得方法：アプリケーションによる自動取得。 
 

(2) 本アプリケーションおよび本サービスにおける利用者情報の利用目的は上記に定

めるとおりです。当社は、当社が別に定める「お客様の個人情報に関するプライバ

シーポリシー」その他お客様と当社の間の契約において別段の定めがある場合には、

利用者情報を、これらに記載の利用目的の範囲で利用することがあります。 
 

(3) 当社は、本アプリケーションおよび本サービスの提供のために、本アプリケーショ

ン以外で当社が適正に取得したお客様の個人情報を利用することがあります。また、

当社は利用者情報とこれらの個人情報とを組み合わせた上で、上記の利用目的の範

囲で利用することがあります。 
 

 
2. 情報収集モジュールによる取得 

当社は、前条に記載の利用者情報を、本アプリケーション内に組み込まれた下記の

情報収集モジュールにて取得します。情報収集モジュールとは、第三者が提供する

プログラムであって、利用者情報を取得・解析するための機能をもつものをいいま

す。なお、当社は情報収集モジュールで取得した利用者情報を、お客様個人を識別

する ID と組み合わせた上で、お客様の属性情報等を付加し、利用する場合があり

ます。 
 
情報収集モジュール名： 
Firebase 向け Google Analytics、Firebase Analytics、Google Cloud Vision 
  
情報収集モジュール提供者： 
Google LLC およびその完全子会社 
 
取得する利用者情報： 
 本アプリケーションのご使用状況、各コンテンツへのアクセス履歴 
 
情報収集モジュール提供者による利用者情報の利用： 



15 
 

利用者情報は Google の管理するサーバシステムに格納されます。なお、Google は

当該利用者情報を、Google が定める利用目的の範囲で利用します。Firebase 向け

Google Analytics の詳細および Google が定める利用目的は別ウインドウが開きま

す https://policies.google.com/privacy?hl=ja をご参照ください。 
 
 

3. 利用者情報の第三者提供 
1. 利用者情報は、前項または以下各号に定める場合を除き、第三者に送信され、また

は提供されることはありません。 
① ポイント付与、および、利用者へお知らせ情報の通知を行うため 

ecobuy 加盟店へ提供する場合。 
② ポイント交換を行うため、ポイント交換業者へ提供する場合。 
③ 第２条に定める情報収集モジュールの提供事業者へ提供する場合。 
④ 本サービスの利用規約に定める目的で提携事業者へ提供する場合。 
⑤ 「ｄポイントクラブ会員特約」他、株式会社 NTT ドコモとの間の契約にて明

示的に承諾を取得している場合。 
⑥ 法令に基づく提供、業務委託に伴う委託先への提供等、個人情報保護法上、本

人の同意を得るとなく第三者へ提供が認められるとき。 
 

4. 利用者情報の取得・蓄積・利用に関する同意 
お客様は本アプリケーションをインストールする際に、本アプリケーション・プライバ

シーポリシーの内容を確認し、同意を付与する機会が与えられます。本アプリケーショ

ンおよび本サービスは本アプリケーション・プライバシーポリシーをご確認いただき、

内容を理解したうえでご利用ください。また、本アプリケーション・プライバシーポリ

シーは https://contents.ecobuy.jp/policy/ecobuypolicy.html に公開いたします。 
 

5. 利用者情報の取得停止等 
本アプリケーションでは、利用者情報の取得、利用を停止する手段を提供しておりませ

ん。これらを停止したい場合には、本アプリケーションの『その他』→『設定』→『プ

ロフィール』→『退会する』より退会を行ってください。なお、退会時点で既に取得済

みの利用者情報については、当社は、第 1 条に定める範囲で引き続き利用することがあ

ります。 
 

6. 利用者情報の取り扱いに関する問い合わせ窓口 
本アプリケーションおよび本サービスにおける利用者情報の取扱いに関して、ご意見・

ご要望がございましたら、下記窓口までご連絡くださいますようお願いします。 
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 窓口名称： ecobuy サービスデスク 
 お問い合わせ方法：本アプリケーションの『その他』→『お問い合わせ』よりお問

い合わせください。 
 

7. 本アプリケーション・プライバシーポリシーの変更 
当社は、本アプリケーションのバージョンアップに伴って、本アプリケーション・プラ

イバシーポリシーを変更することがあります。変更内容については、新バージョンのア

プリケーションに付随するアプリケーション・プライバシーポリシーをご参照ください。 
 

附則 

（実施期日） 

１ この利用規約は、令和４年７月１日から実施します。 

（吸収分割に伴う取り扱いについて） 

２NTT ドコモ（以下「NTT ドコモ」といいます。）が次の表の左欄の利用規約（以下「旧利

用規約」といいます。）の規定により締結し、令和４年５月１３日付け吸収分割契約により

当社に 承継された契約の規定は、この利用規約実施の日において、次の表の右欄の利用規

約（以下「新利用規約」といいます。）の規定によるものとします。    

 

３ この利用規約実施前に、お客様が NTT ドコモに対し旧利用規約の規定により行った手

続きその他の行為は、新利用規約の規定に基づいて行ったものとみなします。 

  

旧利用規約（NTT ドコモ） 新利用規約（当社） 

ecobuy 会員規約 ecobuy 会員規約 


