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本利用規約（以下「本規約」といいます。）は、当社が提供する全ての移動手段を対象としたマ

イレージプログラムサービス（これに付随し、又は関連する当社のサービスを含み、以下「本

サービス」といいます。）のご利用に関する条件及び権利義務関係を定めるものであり、ユー

ザーと当社との間の一切の関係について適用されるものです。また、当社は、ユーザーの本サー

ビスの利用に係る一切の情報（以下「ユーザー情報」といいます。）については、当社が別途定

めるプライバシーポリシーに従い取り扱うものとします。本サービスのご利用に際しては、本規

約及びプライバシーポリシーの全文をお読みいただいたうえで、本規約及びプライバシーポリ

シーに同意いただく必要があります。%
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H\C:また、利用登録を完了した後に、ユーザーが以下の各号のいずれかの事由に該当

した場合又は該当すると当社が判断した場合は、事前の通知なしに、利用登録の取消、本

サービスの全部又は一部の利用停止等の措置を講じる場合があります。なお、当社は、こ

れらの措置を講じた場合であっても、その理由について一切の開示義務を負わず、また、

当該措置によってユーザーに生じた不利益及び損害について、当社は一切責任を負わない

ものとします。%
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（3）反社会的勢力等（暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ず

るものを意味します。以下同じ。）である、又は資金提供その他を通じて反社会的



勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何

らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合%

（4）当社の提供するサービスにおいて当該サービスの利用規約等に違反するなどの問題

があった場合%
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s,  本サービスは無料で使用でき、マイルに有効期限はありません。ただし、3か月間ログイ

ン・アプリ起動していないユーザーはマイルの残高がゼロになるまで、アカウントからメ

ンテナンス料金として毎月2,500マイル（「メンテナンス料金」）を差し引きます。ログ

インした状態でアプリを3か月に1度以上起動した場合、ユーザーにメンテナンス料金は適

用されません。
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（1）招待を受けた第三者がアプリケーションをダウンロードし、紹介コードの入力その

他当社の指定する方法により、ユーザーとして登録すること又は招待を受けた第三

者が当社の設定する要件（距離や旅行の数等）を一定期間内に達成すること%

（2）招待を受けた第三者が過去に本サービスに登録していないこと%
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（1）迷惑メール又はスパムなどによる紹介コードの頒布を受けて登録を行った場合%

（2）偽のアカウント、偽の電子メールアドレス又はドメインを使用し、複数のアカウン

トを作成して登録を行った場合%

（3）その他不正な行為により登録を行った場合%



&4'( �¬¡%

++, （禁止行為）%

ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると

当社が判断する行為をしてはならないものとします。%

（1）法令又は公序良俗に違反する行為%

（2）犯罪行為に関連する行為%

（3）本サービスの内容等、本サービスに含まれる著作権、商標権ほか知的財産権を侵害

する行為%

（4）本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為%

（5）当社が提供するソフトウェアその他のシステムに対するリバースエンジニアリング

その他の解析行為%

（6）当社、ほかのユーザー、又はその他第三者のサーバー又はネットワークの機能を破

壊したり、妨害したりする行為%

（7） 本サービスによって得られた情報を商業的に利用する行為%

（8）当社のサービスの運営を妨害するおそれのある行為%

（9）不正アクセスをし、又はこれを試みる行為%

（10） 他のユーザーに関する個人情報等を収集又は蓄積する行為%

（11）不正な目的を持って本サービスを利用する行為%

（12）本サービスの他のユーザー又はその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行

為%

（13）他のユーザーになりすます行為%

（14）当社のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接又は間接に利益を供与する

行為%

（15）その他、本サービスの内容に照らし不適切と判断される行為%
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（1）ユーザーが本規約の定めのいずれかに違反した場合%

（2）ユーザーが本サービスに関連して当社に損害を与えた場合%

（3）ユーザーが第11条に規定する禁止行為を行った場合%

（4）ユーザーが本サービスの変更等又は本規約の変更に同意をしなかった場合%

（5）その他、本サービスの内容に照らし不適切と判断される場合%

W, XY9:¢2ÀÁ;ÄX>?¨ÃH¯°p]^:.D7EF2£Z�¤G¥¦;Ô�pZ

;:.D7EF2��2���9��G��>?@AHIJ?K2ALM>N!"��¡

$9:ÄX>?¨Ã;��LjXYH^�PAÛÜ>?¡$A>?K2ALM>N%

（1）システムの定期保守及び緊急保守の場合%

（2）火災、停電、第三者による妨害行為等により、システムの運用が困難になった場合%

（3）その他、止むを得ずシステムの停止が必要と当社が判断した場合%
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+, 67879:XYH4Z?f42¢O;BC、アカウントの削除の申請をすることがで

き、当社は、これを受け、当社が定める所定の方法に従って、アカウントの削除の手続き

を行います。ただし、法令に基づく場合や正当な理由がある場合には、当社は、これに応

じることができない場合があります。%



W, ユーザーは、前項の規定に基づきアカウントの削除の申請をする前に、自らが保有するマ
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（1）地震、津波、台風、雷、大雨、洪水などの天災、戦争、テロ、革命、労働争議など

の不可抗力による場合%

（2）本サービス運営において必要なシステムなどの一時的又は大規模なメンテナンスを

行う場合%

（3）ネットワーク回線の混雑、プロバイダーなどの障害による場合%

（4）その他本サービスの運営にかかる障害などによる場合%
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W, &16³2#4;��ë�Â:XYはその責めに帰すべき事由によって6787;·Ljî

ïを与えた場合には>?ðñGò)>?。この]^I\ijK:本サービスがユーザーに

対して無償で提供されるサービスであって、ユーザーの生命又は身体に関わるものでもな

く、またユーザーの任意の選択によって利用されるものであることに鑑み、当社が負担す
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L:仮に、ユーザーが譲渡等を行った場合、当社は譲渡等された一切の権利義務関係を

ユーザー又は当社に回復させるために必要な行為を行うこととし、また、譲渡等及びこれ

の回復行為によって、ユーザーや第三者に損害を発生させた場合であっても、ユーザーが

責任を負うものとします。%
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+, 本規約は、日本法に準拠し、日本法にcij解釈されるものとします。%

W, 本サービス、本規約に関する一切の訴訟その他の紛争については、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。%
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