
「ど・ろーかる」 アプリ利⽤規約 
 
 
はじめに 
「ど・ろーかる アプリ 利⽤規約」（以下「本規約」）は、株式会社ジュピターテレコム（以下「当社」）が
提供するスマートフォン・タブレット向けアプリケーション「ど・ろーかる アプリ」（以下「本アプリ」）の利⽤者
（以下「利⽤者」）への提供条件および本アプリの利⽤に関する利⽤者と当社との間の権利義務につ
いて定めるものです。 
 
 
第 1 条 規約の適⽤ 
1. 本アプリをご利⽤いただくには、本アプリ起動時に表⽰される本規約の内容をお読みになり、同意して

頂く必要があります。 
 
2. 本規約は、本アプリの提供条件および本アプリの利⽤に関する利⽤者と当社との間の権利義務を定

めることを⽬的とし、利⽤者と当社との間の本アプリの利⽤に関わる⼀切の関係に適⽤されます。 
 
 
第 2 条 本アプリの⽬的 
1. 本アプリは、インターネットを通じて、当社のコミュニティチャンネルやライブカメラ映像、災害・緊急時の

情報を提供します。 
 
2. 当社は、本アプリ上で当社または第三者の広告を掲載することができるものとします。 
 
 
第 3 条 利⽤料⾦ 
本アプリのご利⽤は無料ですが、利⽤のために必要な機器、ソフトウェア、インターネット回線等は、利⽤
者の責任と負担となります。 
 
 
第４条 知的財産権 
1. 本アプリ、および本アプリ上で表⽰される映像、⾳声、⽂字等、その他本アプリに関連した情報の著

作権および知的財産権は、全て当社または権利元に帰属します。 
 
2. 利⽤者は、著作権法に定める例外にあたる場合を除き、当社の事前の了解なく、本アプリ、および本

アプリ上で表⽰される映像、⾳声、⽂字等、その他本アプリに関連した情報の⼀部または全部を、ウ
ェブサイトにアップロードしたりその他の媒体で利⽤したりすることはできません。 

 
 
第５条 本アプリの変更および終了 
1. 当社は、事前の予告なく、本アプリの内容および仕様の全部または⼀部を変更、追加することができ

るものとします。 
 
2. 当社は、事前の予告なく、本アプリの提供、アップデートを終了させることができるものとします。 
 
 
第６条 免責事項 
1. 当社は、利⽤者に対し、特定の利⽤環境の下で、本アプリが正確に作動することを保証するものでは

ありません。 



 
2. 本アプリで提供する情報は、情報の完全性、適⽤性、有⽤性等を保証するものではありません。 
 
3. アクセス集中や通信環境がよくない場合、本アプリで提供するサービスが中断、停⽌することがありま

す。 
 
4. 当社は、当社の故意または重過失による場合を除き、利⽤者が本アプリを使⽤したことまたは本アプ

リが使⽤できなかったことに起因して利⽤者または第三者に⽣じた損害について、⼀切の責任を負い
ません。 

 
 
第７条 禁⽌事項 
本アプリのご利⽤に際しては以下に定める⾏為を禁⽌します。 
（1）法令等に違反する⾏為 
（2）本アプリにより提供される映像、⾳声、⽂字等の本アプリに関連した情報を⼆次利⽤する⼀切の
⾏為 
（3）プログラム等の改変、リーバースエンジニアリング、ソースコードの解析等の⾏為 
（4）本アプリに係る権利、義務の全部または⼀部について譲渡、賃貸、または第三者に移転する⾏為 
（5）当社または第三者のサーバーに不正アクセスする⾏為 
（6）当社または第三者の知的財産権（特許権、意匠権、商標権、著作権等）、プライバシー、名
誉、肖像権もしくはパブリシティ権を侵害する⾏為 
（7）公序良俗に反する⾏為 
（8）本アプリの不具合を意図的に利⽤する⾏為 
（9）本アプリの運営を妨害する⾏為 
（10）当社に事前の書⾯による許可なく、本アプリを営利で利⽤する⾏為 
（11）その他、当社が不適切と判断する⾏為 
 
 
第８条 個⼈情報の取扱い 
個⼈情報の取扱いに関しては、別紙で定める「ど・ろーかる 動画・写真投稿機能」 利⽤規約内の第
８条に記す内容に同意していただく必要があります。 
 
 
第９条 利⽤者情報の取得 
1. 本アプリは、提供する情報に対するアクセスおよび利⽤者情報（端末の OS 情報）を、本アプリの改

良や利便性の向上、本アプリに関連する新しいサービスの検討、本アプリに関連するコンテンツの推奨
（リコメンド）の⽬的の範囲で利⽤することがあります。 

2. 本アプリで提供する「動画・写真投稿機能」の利⽤をする際、利⽤者の個⼈情報の登録、及び動
画・写真の投稿を受け付けます。「動画・写真投稿機能」の利⽤には、別紙で定める「ど・ろーかる 
動画・写真投稿機能」 利⽤規約の内容をお読みになり、同意していただく必要があります。 

 
 
第 1０条 GPS 機能 
１．本アプリは端末の GPS を⽤いたサービスを提供する機能を有します。GPS 機能を利⽤するかどうか
は利⽤者が設定でき、いつでも変更することができます。 
２．利⽤者がGPS機能を利⽤する場合、当社は利⽤者の位置情報を取得しますが、当社が取得した
位置情報を本アプリの GPS 機能を提供する⽬的および第 10 条に規定する⽬的以外に利⽤することは
ありません。 
 



 
第 1１条 本規約の変更 
当社は、本規約の内容を利⽤者の承諾なしに予告なく変更・追加・削除すること（以下「変更」）がで
きるものとします。 
規約の変更がある場合には、当社はその旨を本アプリの起動時に表⽰します。利⽤者が本アプリを利⽤
する場合、利⽤者は変更後の規約に同意して頂く必要があります。 
 
 
第１２条 連絡・通知 
本アプリに関するお問い合わせやその他利⽤者から当社に対する連絡または通知、および本規約の変更
に関する通知その他当社から利⽤者に対する連絡または通知は、当社の定める⽅法で⾏うものとしま
す。 
 
 
第１３条 地位の譲渡 
当社は、本アプリにかかる資産または事業を他社に譲渡した場合には、当該資産または事業譲渡に伴い
本規約上の地位、本規約に基づく権利および義務ならびに利⽤者の登録事項その他のお客様情報を
当該譲渡の譲受⼈に譲渡することができるものとし、お客様は、かかる譲渡につき本条において予め同意
したものとします。なお、本条に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事
業が移転するあらゆる場合を含むものとします。 
 
 
第１４条 準拠法および合意管轄 
1. 本アプリに関連して、利⽤者と当社の間で紛争が⽣じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって

協議するものとします。 
 
2. 前項により両者が協議しても解決しない場合、東京地⽅裁判所または東京簡易裁判所を第⼀審

の専属的合意管轄裁判所とするものとします。 
 
3. 本規約の⼀部が、消費者保護法等の法令の強⾏規定部分により効⼒を有しないとされる場合でも、

その他の部分はこれに反しない最⼤の範囲で効⼒を有するものとします。 
 
4. 本規約は⽇本語を正⽂とし、本規約に関する準拠法は、⽇本法とします。 
 
 
施⾏⽇ 2017 年 4 ⽉ 19 ⽇ 
改定⽇ 2018 ⽉ 3 ⽉ 31 ⽇ 
 



「ど・ろーかる 動画・写真投稿機能」 利⽤規約 
 

はじめに 
「動画・写真投稿機能」（以下「投稿機能」）は、株式会社ジュピターテレコム（以下「当社」）が提供
する地域情報アプリ「ど・ろーかる」（以下「本アプリ」）で利⽤できるサービスの１つです。 
「ど・ろーかる 動画・写真投稿機能（以下「本機能」） 利⽤規約」（以下「本投稿規約」）は、 
本機能をご利⽤頂く際の取扱いにつき定めるものです。本投稿規約に同意した上でご利⽤ください。 
合わせて、別紙で定める「ど・ろーかる アプリ 利⽤規約」（以下「本規約」）にも同意して頂く必要があ
ります。 
本投稿規約における以下の⽤語は、次のとおり定める意味を有するものとします。 
１． 「利⽤者」とは、本投稿規約に同意し、登録頂くアカウントにより所定の⽅法で本機能を使って動

画並びに写真を投稿する個⼈のことです。 
２． 「映像サービス」とは、ケーブルテレビ回線やインターネットを通じて当社が提供する放送番組、ストリ

ーミング配信、オンデマンド配信の映像サービス全般のことです。 
 
 
第１条 規約の適⽤ 
１． 本機能を利⽤いただくには、本機能を利⽤時に表⽰される本投稿規約の内容をお読みになり、同

意していただく必要があります。 
２． 利⽤者が未成年である場合は、親権者その他の法定代理⼈の同意を得た上で、本機能を利⽤く

ださい。 
３． 未成年の利⽤者が、法定代理⼈の同意がないにもかかわらず同意があると偽りまたは年齢につい

て成年と偽って本機能を利⽤した場合、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、本機能に関する⼀切の法律⾏為を取り消すことは出来ません。 

４． 本投稿規約の同意した時、未成年であった利⽤者が成年に達した後に本機能を利⽤した場合、
当該利⽤者は本機能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２条 利⽤料⾦ 
本機能の利⽤は無料ですが、利⽤のために必要な機器、ソフトウェア、インターネット回線等は、利⽤者
の責任と負担となります。 
 
 
第３条 ど・ろーかる 動画・写真投稿機能 
１． 本機能は、動画や写真の投稿が出来ます。 
２． 本機能の利⽤には、利⽤者を紐づける Twitter アカウント情報（ユーザー名）の登録と、ど・ろー

かる公式 Twitter アカウントのフォローが必要です。 
３． 投稿時、動画・写真のデータそのものの他に、内容を補完するためのメタデータの登録が必要です。

メタデータの項⽬は、必須のものと任意のものがあり、利⽤者の事前承諾なしに当社が任意に取り
決め、変更や追加、削除が出来るものとします。 

４． 当社は、利⽤者の事前承諾なしに本機能の改善、改修、変更が出来るものとします。 
 
 
第４条 動画、写真について 
１． 投稿いただく動画・写真は、全て利⽤者本⼈が⾃ら撮影したものに限ります。 
２． 利⽤者本⼈以外の⼈物（以下「第三者」）を撮影する際は、第三者に本機能で使⽤すること、

映像サービスで放送、配信されることを理解していただき、同意を得る必要があります。また、私有
地や施設での撮影は、その施設管理者にも同様の理解と同意を得る必要があります。 



３． 投稿いただく動画・写真は、映像サービスで放送、配信されることがあります。投稿いただく動画・写
真の正当な権利を有していない場合、利⽤者は責任を問われる可能性があります。 

４． 投稿いただいた動画・写真について、当社からTwitter アカウントを通じて利⽤者へ問い合わせをさ
せていただくことがあります。 

５． 映像サービスでの放送、配信の可否、順序、期間等については、当社が任意で決めることができる
ものとします。採否の基準は公開できません。また、採否の事前通知も⾏いません。 

６． 投稿いただいた動画・写真を映像サービスで放送、配信する際は、内容の真実性を損なわない範
囲で、当社の判断により改変、切除、編集を⾏います。 

７． 投稿いただいた動画・写真を映像サービスで放送、配信するにあたり、利⽤者の同意を事前に得
た上で、利⽤者の⽒名を表⽰することがあります。 

 
 
第５条 著作権 
著作権は、利⽤者に帰属します。ただし、当社は、投稿いただいた動画・写真については、次に定める⽬
的のために、期間の制限なく、無償で利⽤すること、また、動画・写真及びそれを⽤いた番組等を保存す
ることができます。 
１． 当社の映像サービスでの利⽤ 
２． 当社の広報活動や研究・調査等のための利⽤（外部インターネットサイトへの掲載を含む） 
３． 国内・海外のコンクール等への出品 
４． 当社の判断による国内・海外での公共的な事業への提供 
５． 国内・海外の放送局、ケーブルテレビでの放送 
６． 国内・海外でのイベント等での利⽤ 
７． 書籍、雑誌、DVD など他媒体への提供 
８． 上記の他、今後開発されるあらゆる媒体での利⽤ 
 
 
第６条 免責事項 
1. 当社は、利⽤者に対し、特定の利⽤環境の下で、本機能が正確に作動することを保証するもので

はありません。 
2. 本機能で提供する情報は、情報の完全性、適⽤性、有⽤性等を保証するものではありません。 
3. アクセス集中や通信環境がよくない場合、本機能で提供するサービスが中断、停⽌することがありま

す。 
4. 当社は、当社の故意または重過失による場合を除き、利⽤者が本機能を使⽤したことまたは本機

能が使⽤できなかったことに起因して利⽤者または第三者に⽣じた損害について、⼀切の責任を負
いません。 

 
 
第７条 禁⽌事項 
本機能の利⽤に際して、利⽤者が次の各号の⾏為を⾏うことを禁⽌します。 
以下の各号に該当すると当社が判断した場合、当社は事前に通知または催告することなく、当該利⽤
者について「投稿いただいた動画・写真の削除」、「本機能利⽤の⼀時停⽌」、「登録アカウントの抹消お
よび本投稿規約の解除」の措置をとることができるものとします。 
この場合、責任者に何らかの損害が⽣じたとしても、当社は⼀切責任を負わないものとします。 
 
（法令違反⾏為等） 
１． 法令違反⾏為または犯罪・犯罪関連⾏為 
２． 公序良俗に違反する⾏為 
３． 当社、他の利⽤者またはその他の第三者の⽣命・⾝体、財産権、⼈格権その他の権利または利

益を侵害する⾏為 



（不適切な表現） 
４． 以下に該当する表現を内容とするもの 

・わいせつな表現 
・過度に暴⼒的または残虐な表現 
・著しい⽣理的嫌悪感を⽣じさせる表現、不衛⽣な表現 
・当社、他の利⽤者またはその他の第三者の名誉または信⽤を毀損する表現 
・差別を助⻑する表現 
・⾃殺・⾃傷⾏為を助⻑する表現 
・薬物の乱⽤を助⻑する表現 
・その他反社会的な表現 

（本機能の障害となる⾏為） 
５． 当社のネットワークまたはシステムに過度な負担をかける⾏為 
６． 当社のネットワークまたはシステムに不正にアクセスする⾏為 
７． 当社のネットワークまたはシステムに向けて有害なプログラムを送信する⾏為 
８． 当社に対して不当な要求・クレーム等を繰り返す⾏為 
（他の利⽤者等の迷惑となる⾏為） 
９． 他の利⽤者またはその他の第三者の個⼈情報またはプライバシーに関する情報を公開する⾏為 
１０．無限連鎖講、連鎖販売取引等への勧誘⾏為 
１１．宗教への勧誘⾏為 
１２．⾯識のない異性または同性との出会いを⽬的とした利⽤⾏為（いわゆる出会い系⽬的） 
１３．アダルトサイト、ワンクリック詐欺サイト等への誘導を⽬的とした⾏為 
（その他） 
１４．⽒名、⾝分、肩書等を偽る⾏為、なりすまし⾏為 
１５．その他、当社が不適切と判断する⾏為 
 
 
第８条 個⼈情報の取り扱い 
1. 投稿頂いた情報は、当社の映像サービスへの利⽤等、本投稿規約に記す⽬的のために利⽤させて

頂きます。 
2. 当内容に同意頂けない場合、本機能の利⽤は出来ませんので、ご了承ください。 
3. 当社は、お預かりしたお預かりした個⼈情報を、当社が定める「プライバシーポリシー」に従い、適切に

管理いたします。お預かりした個⼈情報はご本⼈から事前の同意、承諾を得ない限り、第三者に提
供することはございません。 
ただし、お客様に本サービスを提供する⽬的の範囲内で、当社の代⾏業者、および情報処理業者に
対して個⼈情報の取扱いを委託する場合がございます。その場合には、当社の責任で適切な委託
先を選定し、個⼈情報の取り扱いに関する契約を締結した上で委託いたします。 

4. 開⽰⼿続きに関してはこちらまでお問い合わせください。 
個⼈情報に関する連絡先：J:COM カスタマーセンター 0120-999-000 
詳しくは、当社ホームページ（www.jcom.co.jp）にございます「プライバシーポリシー」にてご確認く
ださい。 
ジュピターテレコム：個⼈情報保護管理者 リスクマネジメント部⻑ 
ジェイコムグループ各社の詳細についてはホームページ www.jcom.co.jp の会社概要をご覧くださ
い。 

 
 
第９条 反社会的勢⼒の排除 
利⽤者は、現在または過去 5 年以内において、暴⼒団その他これらに準ずる者に該当しないこと、および
将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。 



利⽤者が前項の確約に違反した場合には、当社は即時に登録アカウントの抹消および本投稿規約の解
除の措置をとることができるものとします。この場合、利⽤者に何らかの損害が⽣じたとしても、当社は⼀
切責任を負わないものとします。 
 
 
第１０条 規約の変更 
当社は、本投稿規約の内容を利⽤者の承諾なしに予告なく変更・追加・削除すること（以下「変更」）
ができるものとします。 
本投稿規約の変更がある場合には、当社はその旨を本機能の利⽤時に表⽰します。利⽤者が本機能
を利⽤する場合、利⽤者は変更後の規約に同意して頂く必要があります。 
 
 
第１１条 連絡・通知 
本機能に関するお問い合わせやその他利⽤者から当社に対する連絡または通知、および本投稿規約の
変更に関する通知その他当社から利⽤者に対する連絡または通知は、当社の定める⽅法で⾏うものとし
ます。 
 
 
第１２条 準拠法および合意管轄 
1. 本機能に関連して、利⽤者と当社の間で紛争が⽣じた場合には、当該当事者がともに誠意をもっ

て協議するものとします。 
2. 前項により両者が協議しても解決しない場合、東京地⽅裁判所または東京簡易裁判所を第⼀

審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。 
3. 本投稿規約の⼀部が、消費者保護法等の法令の強⾏規定部分により効⼒を有しないとされる場

合でも、その他の部分はこれに反しない最⼤の範囲で効⼒を有するものとします。 
4. 本規約は⽇本語を正⽂とし、本規約に関する準拠法は、⽇本法とします。 
 
 
施⾏⽇ 2018 年 3 ⽉ 31 ⽇ 
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