
 

NewsPicks ＋ｄ利用規約 

 

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「NewsPicks ＋ｄ

利用規約」（以下「本規約」といいます。）を定め、これにより「NewsPicks ＋ｄサービス」（以下「本サ

ービス」といいます。）を提供します。 

 

（規約の適用） 

第 1 条 本規約は、本サービスおよび、そのコンテンツ、システムの利用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。 

 

（規約の変更） 

第 2 条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、本規約を変更することがあります。この

場合、第 18 条に定める方法により公表又は通知するものとします。また、別段の定めの

ない限り、変更日より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、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 

 

（用語の定義） 

第 3条 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おりとします。 

 

項

番 

用語 用語の意義 

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 株式会社ニューズピックスの「NewsPicks 利用規約」に同意

した上で、本サービスを利用する申込者・契約者に所属す

る者をいいます。 

3 回線契約 株式会社 NTT ドコモ（以下「NTT ドコモ」といいます。）が別

途定める 5Gサービス契約約款、又は Xiサービス契約約款

又はFOMAサービス契約に基づく契約(5Ｇサービス契約約

款に規定するコースＢに係るものを除きます。)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://www.nttdocomo.co.jp/biz/service/newspicksplusd/

about:blank


 

＞（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/OS 本サービスを利用することができる端末又は OS であって、

別途本サービスサイト上で当社が指定する端末又は OS を

いいます。 

6 アプリ 本サービスの専用アプリケーションである「NewsPicks」をい

います。 

7 サイト 本サービスの配信サイト＜ https://newspicks.com/＞をい

います。 

8 ユーザーコンテ

ンツ 

会員自身がニュース、ブログ、雑誌、コメント等を投稿、表

示、全世界にいる本サービスの他会員及び第三者ソーシャ

ルネットワーキングサービスへシェアする機会を提供してい

ます。会員自身が投稿、表示、シェアするすべてのニュー

ス、ブログ、雑誌、コメント等、又はそれらに関連するものす

べてをいいます。 

9 株式会社ニュー

ズピックス 

サイトやアプリを提供する事業者をいいます。 

 

（本サービスの内容） 

第 4 条 本サービスは、アプリをダウンロードすることで、又はサイトを利用することで、情報配信会

社又は当社が提供するニュース、雑誌情報、動画等（以下、併せて「コンテンツ」といいま

す）を閲覧することができる機能を提供することを内容とし、その機能の詳細は、本サービ

スサイト上に定めるとおりとします。なお、会員の使用する対応端末/OSまたはアプリのバ

ージョン等に応じて、利用できる機能に制限がある場合があります。 

2  本サービスの利用には、ＮＴＴドコモが別途定めるビジネス d アカウント規約（以下

「ビジネス d アカウント規約」といいます。）に基づきＮＴＴドコモが発行した ID 及びパスワ

ード（以下総称して「ビジネス dアカウント等」といいます。）が必要です。 

3  本サービスの利用可能地域は日本国内とします。 

 

（会員による投稿等及びユーザーコンテンツの利用） 

第 5条 会員は、ユーザーコンテンツの利用にあたっては、以下の条件に従うものとします。  

https://newspicks.com/


 

（１）ユーザーコンテンツには多数の個人や組織が発信する情報、見解、意見、及び提言

が含まれています。当社は、特定の会員の提言や意見についてそれを支持すること

はなく、また、ユーザーコンテンツの定期的な審査、編集は行いません。会員は、ユ

ーザーコンテンツを自らの判断と責任で閲覧、利用する事に同意します。 

（２）会員は、自身が本サービスに投稿したユーザーコンテンツにつき、第三者の権利を

侵害せず、また法令等にも違反しないようにすることを保証します。これらの権利又

は法令等には、知的財産権やプライバシー権を含みますが、これらに限定されませ

ん。 

（３）当社は、会員の皆様に快適にご利用頂くため、ユーザーコンテンツが本規約に違反

する場合や著しく経済・ビジネスと関連がない場合など、当社の判断によりユーザー

コンテンツを削除することがあります。  

（４）ユーザーコンテンツのうちコメントについては、本規約に違反しており、かつ権利侵

害・誹謗中傷・いやがらせ等を受けた本人からの通報があった場合、原則として事

前通告なく削除いたします。 

 

（利用料） 

第 6 条 本サービスには、無料版サービスと有料版サービスが存在し、サービスの種類によって閲

覧可能なコンテンツ等、利用可能な機能が異なります。有料版サービスの利用を希望す

る場合には、別途会員の所属する法人等と当社との間での NewsPicks ＋ｄプレミアム会

員規約に基づく有料版サービスの利用契約の締結が必要となります。 

 

（ビジネス dアカウント等） 

第 7 条 本サービスの利用に必要となるビジネス d アカウント等の取扱いに関する条件は、ＮＴＴド

コモが別途定めるビジネス dアカウント規約に定めるところによります。 

2  会員が使用している端末に回線契約が付随している場合において、ビジネス 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、会員がこれを利用した

ものとみなします。 

 

（知的財産権等） 

第 8 条 本サービス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。本規約への同意は、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、本サービスの利用に必要な範囲に限って、本サービスを使用することができるも

のとします。 

2  会員はプログラム等につき次の事項を遵守するものとします。 

（1） 本サービスの利用目的以外に使用しないこと 

（2） 営利目的の有無を問わず第三者に貸与、譲渡、担保設定等をしないこと 



 

3  ユ－ザーコンテンツに関わる著作権、商標権その他の一切の知的財産権及びその

他の財産権は、すべてユーザーコンテンツを投稿した会員又は当該ユーザーコンテンツ

の著作権が会員以外の第三者に帰属する場合には当該著作権者に帰属します。  

4  会員は、当社及び株式会社ニューズピックス、株式会社ニューズピックスから権利を

承継し又は許諾された者に対して、ユーザーコンテンツの国内外における複製、公衆送

信、頒布、翻訳・翻案等、著作権法上の権利（当社から第三者に対する再使用許諾権を

含みます。）を、当該著作権の存続期間の満了日まで、無償で利用することを許諾したも

のとします。また、会員は当社及び株式会社ニューズピックス、株式会社ニューズピックス

から権利を承継し又は許諾された者に対して著作者人格権を行使しないものとします。 

 

（禁止事項） 

第 9条 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） 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） ビジネス dアカウント等を不正に使用する行為 

（9） サイト、アプリ、コンテンツ若しくは会員本人が権利を有しないユーザーコンテンツを、

著作権法で認められた私的利用の範囲を超えて、複製、出版、公表、譲渡、公衆

送信、改変その他の態様で利用する行為。 

（10）当社の明示的な書面承諾なくして、本サービス中のいかなる個別部分若しくは資料、

当社及び株式会社ニューズピックス、本サービスの名前、いかなる当社及び株式会

社ニューズピックスの商標、ロゴ又はコンテンツ、いかなるページ若しくはページに

含まれるフォームのレイアウト及びデザインを使用、表示、ミラー、フレーム又はフレ



 

ーム技術を使用しエンクローズする行為。 

（11）商業目的などで不特定多数にコンテンツを閲覧させること又は不正な商用メッセー

ジ(迷惑メールなど)を投稿する行為。 

（12）本サービスで、ピラミッド商法など、非合法なマルチ商法などを実施する行為。 

（13）本サービスで、特定の宗教団体や宗教活動へ勧誘する行為。 

（14）他の会員のログイン情報を求め、他人のアカウントにアクセスする行為。 

（15）本サービスについて、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 

（16）他の会員に対するいじめ、脅迫、嫌がらせに当たる行為。 

（17）差別的、脅迫的、又はわいせつ的な投稿や、暴力を誘発するような投稿、ヌード、

露骨な、あるいは根拠のない暴力の描写が含まれる投稿をすること。 

（18）アルコール関連、出会い目的、又はその他の成人向け投稿(広告を含む)をすること。 

（19）非合法な行為、誤解を招く行為、悪質な行為、差別的な行為。 

（20）コンテンツ又はユーザーコンテンツを無断で転載・利用する行為 

（21） 法令に違反する行為、本規約の違反を助長又は推奨する行為、本サービスの運

営を妨害する行為、当社及び株式会社ニューズピックスの信用を毀損し、若しくは

当社及び株式会社ニューズピックスの財産を侵害する行為、当社に不利益を与え

る行為。 

（22）その他当社が不適切と判断する行為。 

 

（提供中断等） 

第 10 条 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。 

（6） 本サービスを提供するための設備を不正アクセスから防御するために必要なとき。 

（7） 法令等に基づく要請等により本サービスを提供することが困難になったとき。 

（8） 本サービスが第三者の知的財産権を侵害していることが判明したとき。 

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、その旨を第 18 条に定める方法により通知

するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は当該通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利用者（本契約者に所属する役員、従業員、または管理下に置か

れた委託先の従業員等、本契約者が本サービスを利用することを認めた者をいい、以下

「利用者」といいます）に損害が生じた場合であっても、一切責任を負いません。 

 

（提供停止等） 

第 11 条 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 9条（禁止事項）に違反したとき。 

（２）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。 

（３）その他本規約に違反したとき。 

（４）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。 

 

（本サービスの廃止等） 

第 12 条 当社は、自己の都合により、本サービスの変更、追加、又は本サービスの一部の廃止を

することがあります。なお、本サービスの全部が廃止された場合は、廃止日をもって利用

契約は終了するものとします。 

2  本サービスの変更、追加、又は本サービスの一部の廃止が利用者に重大な影響を

及ぼすと当社が判断した場合は、当社は予めその変更、追加又は廃止の内容について

第 18 条に定める方法により通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は当

該通知を行わないことがあります。 

3  当社は、本条の規定により本サービスの変更、追加又は廃止したことにより会員その

他第三者に生じた損害について、その責任を負わないものとします。 

 

（会員が行う利用契約の解約） 

第 13条 会員が利用契約の解約を希望する場合は、当社所定の手続を行うものとします。 



 

 

（当社が行う利用契約の解除） 

第 14条 当社は、会員が次の各号の一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、直ちに利用契約の全部又は一部を解除し、ユーザーコンテンツを削

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。当社の業務に支障を及ぼしたとき、又はそのおそれ

があるとき。 

（3） 第 9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） 過去に本サービスの利用を停止されたことがある場合。 

（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。 

 

（サービス利用の継続、終了等） 

第 15条 第 12条（本サービスの廃止等）による本サービスの廃止、第 13条（会員が行う利用契約

の解約）及び前条により、本サービスの利用終了と同時に利用契約も終了するものとしま

す。 

2 前項の定めに拘らず、会員のビジネスｄアカウントが削除された場合は、本サービスの

利用ができなくなるものとします。 

3 本サービスの利用が利用契約の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、その後に再度利用をされた

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設定情報等は引き

継がれません。 

4  会員は、利用契約が終了した場合でも、投稿したユーザーコンテンツが削除されな

い場合があることを予め承諾するものとします。 

 

（免責） 

第 16 条 当社は、会員に対し、本サービスの一切の動作保証を行わず、いかなる責任も負いませ

ん。 

2  本サービスの提供する情報の完全性、真実性、正確性、合法性等に当社は一切の

責任を負いません。 

3  当社は、本サービス及びコンテンツ並びにユーザーコンテンツが第三者の知的財産



 

権その他の権利を侵害していないことを保証するものではありません。 

 

 

（損害賠償の制限） 

第 17条 当社は会員に対していかなる場合であっても損害賠償責任を負いません。 

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。 

 

（通知） 

第 18条 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）会員がビジネス 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ビジネス 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 

（2） 会員が利用契約締結時に入力した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。 

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会員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

が会員に対してなされたものとみなします。 

 

（残存効） 

第 19条 本サービスの利用が終了した後も、第 2条（規約の変更）、第 5条（会員による投稿等及

びユーザーコンテンツの利用）、第 8 条（知的財産権等）、第９条（禁止事項）、第 10 条

（提供中断等）第 4 項、第 12 条（本サービスの廃止等）第 3 項、第 15 条（サービス利用

の継続、終了等）第 4 項、第 16 条（免責）、第 17 条（損害賠償の制限）、第 21 条（権利

の譲渡等）、第 25 条（合意管轄）及び第 26 条（準拠法）の定めは、なお有効に存続する

ものとします。 

 

（反社会的勢力の排除） 

第 20 条 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）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。 

（3）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。 

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 

 

（権利の譲渡等） 

第 21 条 会員は、本規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。 

 

（アプリ及びサイトの利用） 

第 22条 会員は、アプリ及びサイトの利用について、株式会社ニューズピックスの NewsPicks利用

規約（https://newspicks.com/policy/user-agreement-ja）に同意いただきます。なお、本

規約と NewsPicks利用規約に異なる定めがある場合は、本規約が優先します。 

 

（広告の掲載、送信） 

第 23条 会員は、本サービスより受け取る情報に広告が掲載される可能性や会員が登録した電子

メールアドレスに当社及び株式会社ニューズピックスからのお知らせや広告等が送信さ

れる可能性があることに同意した上で、本サービスを利用します。 

 

（個人情報） 

第 24条 当社は契約者及び会員のパーソナルデータの取り扱いについて、別途「プライバシーポ

リシー」（ http://www.ntt.com/about-us/hp/privacy.html）において公表します。 

2 当社は、本サービスの提供のために会員のパーソナルデータを株式会社ニューズピ

ックスに提供する場合があります。 

        3 本サービスでは、NTT ドコモが提供する情報収集モジュールを用い、会員のアクセ        

ス履歴等の情報を収集する場合があります。会員が、そのような情報が利活用されるこ

https://newspicks.com/policy/user-agreement-ja


 

とを希望しない場合、これを停止することができます。詳細は以下の URL をご参照くだ

さい。 

https://www.nttdocomo.co.jp/utility/term/handling_information.html 

 

（合意管轄） 

第 25条 会員と当社との間で本サービス利用に関連して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方

裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

（準拠法） 

第 26条 本規約の効力・履行及び解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。 

 

 

 

附則 

（実施期日） 

1． この規約は、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） 

2． NTT ドコモ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、本規約実施の

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。 

旧利用規約（NTT ドコモ） 新利用規約（当社） 

NewsPicks ＋ｄ会員規約 NewsPicks ＋ｄ会員規約 

 

3． 本規約実施前に、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。 

 

以上 

https://www.nttdocomo.co.jp/utility/term/handling_information.html

