情報提供サービス規約
第 1 条（本規約の適用目的）
この情報提供サービス規約（以下「本規約」といいます。
）は、KDDI 株式会社（以下「KDDI」といいます。
）
及び沖縄セルラー電話株式会社（以下「沖縄セルラー」といい、KDDI 及び沖縄セルラーを総称して「KDDI
等」といいます。
）と、株式会社 ロイヤリティ マーケティング（以下「LM」といい、KDDI 等及び LM を総
称して「当社ら」といいます。
）が提供する「au ID/Ponta 会員 ID 連携規約」（以下「ID 連携サービス規
約」といいます。
）に基づき、「au ID」と「Ponta 会員 ID」を連携したユーザーに対する情報提供サービ
スに関する事項を定めるものです。なお、本規約にて別途定義する場合を除き、本規約にて使用する用語
のうち、ID 連携サービス規約に定義のあるものについては、当該定義に従うものとします。

第 2 条（定義）
本規約において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定める用語の意義を有するものとします。
1.

情報提供サービス利用者：本規約に基づく情報提供サービスの提供について許諾した ID 連携ユー
ザー

2.

情報提供サービス：情報提供サービス利用者に対して第 3 条第 1 項各号に定める情報を提供するた
めの情報料無料の情報配信サービス

3.

情報提供サービス契約：情報提供サービスの提供を目的として、本規約により ID 連携ユーザーと
当社らの間で成立する契約

4.

共通ポイントプログラム参加企業：LM が定める手続のうえ、共通ポイントプログラムに参加した企
業

第 3 条（情報提供サービスの内容）
1.

当社らは、情報提供サービス利用者に対して下記の情報提供サービスを提供します。
①

KDDI 等サービス又は KDDI 等の商品に関する広告、営業案内及びアンケート（コンテンツの閲
覧履歴等や購買履歴等の情報を分析して、情報サービス利用者の趣味・嗜好に応じた商品・サ
ービスに関する広告、営業案内及びアンケート等の情報提供を含みます。以下②～④について
同様です。
）

②

KDDI 店舗（au PAY、au かんたん決済、au PAY マーケット等の加盟店を含みます。）の商品又は
サービスに関する広告、営業案内及びアンケート

③

共通ポイントプログラム参加企業に係る各種キャンペーン及びイベントの案内、LM 及び共通ポ

イントプログラム参加企業が適切と判断した企業の様々な商品情報、サービス情報その他営業
に関連する情報
④

その他当社らが合理的な基準に基づき適切と判断した当社ら又は第三者の様々な商品情報や
サービス情報、その他の営業案内及びアンケート

第 4 条（情報提供サービスへの登録）
1.

情報提供サービス契約は、ID 連携ユーザーが本規約に同意し、当社らの定める方法により登録を
完了した時点で成立します。

2.

当社らは、次の各号で定める事項を禁止事項とし、情報提供サービス利用者がいずれか一つに該当
したときは、何ら事前の通知又は催告を要することなく直ちに、情報提供サービスの提供を中止又
は情報提供サービス契約を解除することがあります。当社らに中止又は解除の理由をお問合せい
ただいても、当社らは、当該中止又は解除を行った理由の説明をいたしかねることがあります。
①

本規約や ID 連携サービス規約に違反する行為

②

他者になりすまして情報提供サービスを利用する行為

③

情報提供サービスにおいて用いられる文章、画像等の全部又は一部の複製、転載、翻案、改
変、転送等当社ら又は第三者の著作権その他の権利を侵害する行為

④

ID 連携時に登録する au ID 又は Ponta 会員 ID に関する情報として、虚偽の内容を登録する
行為

3.

⑤

情報提供サービスの提供に支障を来し又はそのおそれがある行為

⑥

法令若しくは公序良俗に反し又はそのおそれがある行為

⑦

その他、当社らが別途指定するホームページにおいて禁止する行為

ID 連携ユーザーは、情報提供サービスを利用するにあたり発生する通信料及びその他の費用を負
担しなければなりません。

第 5 条（情報提供サービスにおける個人情報の取扱い）
1.

情報提供サービスは、情報提供サービス利用者の au ID に登録されている住所、メールアドレス
又は電話番号に対して、電子メール、SMS 又は＋メッセージを含む各種通知手段によって情報提供
します。

2.

当社らは、情報提供サービスの提供を目的に、当社らが以下の各号に定める情報提供サービス利用
者の個人情報を相互に第三者提供し利用します。
①

KDDI 等から LM に提供する情報


au ID 登録情報

au ID、氏名、郵便番号、住所、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス等の情報


KDDI 等サービスに関する利用情報
電気通信サービス、でんき・ガス等のエネルギーサービス、コンテンツ提供サービス、
検索サービス等の(a)サービスの契約・加入・登録の有無及び内容並びに利用状況、(b)
アプリの利用の有無及び利用履歴、(c)コンテンツの閲覧履歴、(d)広告閲覧履歴に関す
る情報等



KDDI 等以外の第三者がお客様からの同意を得て KDDI 等に提供したお客様に関する情報
第三者が提供するサービスに関する(a)サービス契約・加入・登録の有無及び内容並びに
利用状況、(b)アプリの利用の有無及び利用履歴、(c)コンテンツの閲覧履歴、(d)広告閲
覧履歴に関する情報等



ポイント利用情報（付与履歴、利用履歴を含む）
ポイントの付与履歴、利用履歴、交換履歴、残高、利用店舗、会員証の利用履歴等（共
通ポイントプログラム参加企業に対し会員証又は会員 ID 番号を提示した場合における
共通ポイントプログラム参加企業のサービスの利用履歴及び購買履歴を含みます。
）のポ
イントに関する情報



規約等への同意状況に関する情報
ID 連携の有無、本規約への同意の有無

②

LM から KDDI 等に提供する情報


Ponta 会員 ID 登録情報
氏名、年齢、婚姻の有無、郵便番号、現住所、生年月日、性別、電話番号、メールアドレ
ス及び職業



LM 等が提供する各種サービスに関する利用情報
ポイント利用情報（付与、利用、交換、残高、利用店舗、Ponta 会員 ID に係る会員証又
は会員 ID 番号の利用履歴等を含みます。）、LM の提供するアプリ利用の有無及びその利
用履歴に関する情報、LM の提供するコンテンツ閲覧情報、 LM の提供する広告閲覧情報、
LM のメルマガ等の閲覧履歴等



広告配信等への同意状況に関する情報
広告メール等配信への同意の有無等

3.

情報サービス利用者は、当社らが、前項に定める範囲で、情報提供サービス利用者の情報を当社ら
の関係会社（KDDI、沖縄セルラー又は LM が議決権を有する発行済株式の 50%以上を保有する会社
をいいます。
）に開示することに同意するものとします。

4.

当社らは、情報提供サービス利用者の au ID に登録されているメールアドレス、電話番号、郵便番

号又は住所が変更された場合には、情報サービス利用者の承諾なく、以後、変更後のメールアドレ
ス、電話番号、郵便番号又は住所に対して情報提供サービスを提供することができるものとしま
す。
5.

当社らは、情報提供サービス利用者の情報を、情報提供サービス利用者の承諾又はその他の正当な
理由なく、前 4 項で定める範囲を超えて使用し、又は当該情報を第三者に開示若しくは漏洩しな
いものとします。

6.

当社らは、情報提供サービス利用者の情報（閲覧に使用したコンピュータ端末等およびブラウザに
係る情報等のユーザーエージェント情報、並びに第 3 条第 1 項各号に定める情報に係るメッセー
ジ等の到達状況及び開封状況、当該情報において案内されたサイト等のクリック状況を含みます。
）
その他の情報を取得し、情報提供サービス利用者の管理、情報提供サービスの提供、運営、利用分
析等の目的で利用するほか、ID 連携サービス規約、
「au ID 利用規約」、
「KDDI プライバシーポリシ
ー」及び LM 規約に従って適切に取り扱います。但し、当社らは、情報提供サービス利用者情報そ
の他の情報を個人が識別できない情報に加工又は集計して、第三者に開示し又は情報提供サービ
スを提供する目的以外で使用することができます。

第 6 条（情報提供サービスの利用停止）
1.

情報提供サービス利用者が、情報提供サービスの停止を希望する場合は、以下より所定の手続きを
行ってください。
au ID 会員サイト：https://id.auone.jp/service/newsletter_po/sendmail_set.html
なお、停止手続きが反映されるまでに時間を要する場合があり、一定期間、情報提供サービスの提
供が行われる可能性がございますのでご了承ください。

2.

ID 連携サービス規約に基づき、ID 連携を解除した場合には､ID 連携の解除日をもって情報提供サ
ービス契約についても自動的に解除されます｡

第 7 条（情報提供サービスにおける免責事項）
1.

情報提供サービス利用者は、通信事情その他何らかの事情により、情報提供サービスの全部若し
くは一部の提供が行えず、又は遅延する場合があることを予め了承します。

2.

情報提供サービス利用者は、当社らが、合理的に必要であると認められる場合は、情報提供サー
ビス利用者に事前の通知を行うことなく、何時でも情報提供サービスの全部又は一部を一時中断、
停止又は中止することができることを予め了承します。

3.

情報提供サービス利用者は、情報提供サービスにより配信される情報について、当社らがその内
容の完全性、正確性、有用性及びその他瑕疵がないことまで保証するものでないことを予め了承

します。
4.

当社らは、情報提供サービスで第三者の商品若しくはサービスに関する情報･広告を提供した場合
において、情報提供サービス利用者と当該第三者との間でトラブルが生じた場合であっても当社
らに故意又は重大な過失がない限り、一切の責任を負いません。

5.

当社らは、情報提供サービスの利用により、又は情報提供サービスを利用できなかったことによ
り情報提供サービス利用者が被った損害（商品・サービスの利用に関して生じる損害、逸失利益、
本規約に基づき当社らが講じた措置による損害、及び第三者から情報提供サービス利用者に対し
て為されたクレーム、請求等に基づく損害を含みます。）について、当社らに故意又は重大な過失
がない限り、損害賠償責任その他いかなる責任も負わないものとします。

第 8 条（損害賠償）
情報提供サービスの利用にあたり、当社らの責に帰すべき事由により情報提供サービス利用者が損害を
被った場合は、当社らは 1,295 円を上限として当該損害を賠償するものとします。但し、当社らの故意
又は重大な過失に基づく損害については、当該上限を適用しないものとします。

第 9 条（本規約の変更）
1.

当社らは、本規約を変更できるものとします。この場合、情報提供サービスの提供条件は変更後
の本規約によります。なお、当社らは、本規約を変更した場合には、変更後の本規約及びその効力
発生時期を、当社らが指定する Web ページにおいて周知するものとし、変更後の本規約は、当該
効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。

第 10 条（ID 連携サービス規約の適用）
本規約に定めのない事項は、当社らが提供する ID 連携サービス規約の規定が適用されます。

第 11 条（準拠法及び専属的合意管轄裁判所）
1.

本規約の準拠法は日本法とします。

2.

本規約に関連する一切の紛争については、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。

令和 2 年 5 月 21 日制定
令和 4 年 4 月 1 日 改定

