
 

 

 

楽天マンガ月額 500 コース by 楽天モバイル 利用規約 

 
第１条（総則） 

１．この規約（以下「本規約」といいます）は、楽天モバイル株式会社（以下「当社」といい

ます）が日本国内で提供する、電子書籍等のコンテンツ配信サービス「楽天マンガ」（楽天

マンガ月額 500 コース by 楽天モバイル。以下「本サービス」といいます）について、利用

の諸条件を定めるものです。 

２．本サービスを利用されるお客さま（以下「お客さま」といいます）は、本規約及びメダル

利用特約に同意し、本規約、メダル利用特約、プレゼント機能利用特約、楽天マンガが提

供している本サービスのヘルプページ、FAQ、Q&A、ガイドライン、その他の指針等（以

下、まとめて「本規約等」といいます）に従って本サービスを利用することができます。お客

さまが本規約等に同意しない場合、本サービスを利用することはできません。 

 

 
第２条（定義） 

（１）コンテンツとは、本サービス上で配信される電子書籍等の電子コンテンツをいいま

す。 

（２）プログラムとは、本サービスを利用するために、当社が指定するアプリ等のプログラ

ムをいいます。 

（３）本画面とは、コンテンツ、及び本サービスのウェブサイト又はプログラム上の画面を

いいます。 

（４）メダルとは、本サービスで利用することができる電磁的かつ金銭的な価値をいいま

す。 

（５）利用期間とは、当社が別途定める、対価に応じたコンテンツの閲覧可能期間をいい

ます。 

（６）投稿とは、コンテンツについての感想、評価、要望等を含んだコメントをいいます。 

（７）本契約とは、本規約、メダル利用特約及びプレゼント機能特約に基づいて、お客さま

と当社との間で成立する、本サービスを利用するための契約をいいます。 

（８）キャリア ID とは、株式会社NTT ドコモ、及び KDDI 株式会社のいずれかの携帯電

話会社と契約することで、当該携帯電話会社から提供される携帯電話の利用者識別の

ための ID 及び認証システムをいいます。 

（９）楽天会員とは、楽天株式会社及びそのグループ会社から提供されるサービスを利用

するための共通の資格をいいます。 

 

 
第３条（契約の成立） 



 

１．本サービスの利用を希望されるお客さまは、次の各号の条件を全て満たす必要があ

ります。 

（１）楽天会員であること 

（２）未成年の場合、本サービスの利用に保護者その他の法定代理人の同意を得ている

こと 

２．前項の条件を満たすお客さまが本サービスの利用を希望される場合、当社が定める

方法に従い本規約等に同意の上、楽天会員 ID を使用して本サービスの利用を申込むも

のとします。当社の定める方法において当社がお客さまの申込みを承諾した場合、お客

さまと当社との間で、本規約等に基づく契約が成立し、お客さまは本サービスを利用する

ことができるものとします。お客さまが本サービスを実際に利用した場合、お客さまは本

規約に有効な同意をしたものとみなされます。 

 

 
第４条（本サービスの提供） 

１．当社は、本サービスにおいてお客さまが利用可能なコンテンツを示すものとします。な

お、当社は、お客さまに対して、当社が提供可能なすべてのコンテンツを提供する義務を

負うものではなく、当社の判断で、お客さまに提供するコンテンツを選択できるものとしま

す。 

２．当社は、本サービスを利用するための対価として必要なメダルの数量をお客さまに提

示するものとします。 

３．お客さまは、該当する数のメダルを対価として使用することで、本サービスの提供を受

けることができるものとし、当社の指定する期間、コンテンツを閲覧することができます。 

４．楽天会員 ID またはキャリア ID、及びこれらの ID に紐づくパスワードを使用した行為 

（本サービスの利用を含みます）があった場合、当該お客さま本人による行為とみなすこ

とができるものとし、お客さまは当該行為に関する一切の責任を負うものとします。また、

お客さまは、本サービスの利用に際してお客さまご自身に関する情報を登録する場合、

真実、正確かつ完全な情報を提供しなければならず、常に最新の情報となるよう修正し

なければなりません。 

５．お客さまは、当社の指定する方法で、ID 連携を行うことができるものとします。ID 連

携を行った場合、お客さまは紐付けられたキャリア ID のいずれ、または楽天会員 ID の

いずれによっても、本サービスを利用することができるものとします。 

６．当社は、本サービスにおいて、対価が支払われて閲覧可能となったコンテンツについ

て、無期限で閲覧することができることを保証するものではありません。 

７．当社は、利用期間の定めの有無にかかわらず、コンテンツの権利者の意向等、やむ

を得ない事情により、対価が支払われて閲覧可能となったコンテンツについて、閲覧の禁

止等の措置を講ずることができるものとし、お客さまはこれに同意するものとします。本項 



 

に基づき、お客さまが購入したコンテンツの閲覧ができなくなったとしても、お客さまが使

用したメダルの返還または返金には応じられません。 

８．本サービスは、別途当社が指定する条件を満たすインターネット接続環境、パソコン・

タブレット・スマートフォン等の端末及びプログラム（以下、「指定利用環境等」といいます） 

において提供されるものとします。お客さまは、自己の費用と責任のもとで、事前に指定

利用環境等に従ったインターネット接続環境や端末を用意し、また端末にインストールさ

れたプログラムが正常に動作するかの確認を行い、本サービスを利用するものとします。

サービス向上のため、当社は、指定利用環境等について、随時指定を改めることができ

るものとします。 

９．お客さまは、指定利用環境等に適合する端末一台で本サービスを利用することがで

きます。また、当社は、当社の判断により、同一の楽天会員のID または楽天会員の ID 

と紐付けたキャリア ID により本サービスを利用できる端末の数を、一台を越える範囲で

自由に設定できるものとします。 

１０．当社は、お客さまが本規約等に違反しまたは違反するおそれがあると認めた場合、

または当社が必要かつ適切と判断した場合、あらかじめお客さまに通知することなく、お

客さまの本サービスの利用を制限または拒否し、お客さまの利用履歴等を停止または削

除することができるものとします。 

１１．当社はいつでも、特定のコンテンツの配信を停止または終了させることができるもの

とします。 

１２．当社は、当社のシステムの保守点検・障害対応等の理由がある場合、また当社が

必要と判断する場合、あらかじめお客さまに通知することなく、いつでも、本サービスの全

部または一部を変更し、一時停止し、または終了させることができるものとします。本サー

ビスの変更、一時停止または終了によりお客さまが何らかの損害や損失を蒙ることがあ

っても、当社はそれを賠償または補償する責任を負わないものとします。 

１３．当社は、お客さまへ事前に告知することなく、本サービスの内容や名称等を変更す

ることができるものとします。 

１４．コンテンツの性質上、対価が支払われた後のキャンセル、返品は、いかなる理由が

あってもできないものとします。 

１５．本サービスの利用にあたり何らかの障害により本サービスが利用できない場合、ま

たはコンテンツに瑕疵がある場合など、お客さまからの連絡により当社は障害を補修しま

たは瑕疵のないコンテンツを再提供するものとし、もって当社の責任のすべてとするもの

とします。ただし、当該コンテンツの利用期間内であることを条件とします。 

 

 
第５条（特典） 



 

当社は、当社の判断及び当社が定める方法により、本サービスの利用及び利用の方法

に応じて、お客さまに対し、何らかの特典を付与することができるものとします。 

 

 
第６条（コンテンツに関する権利） 

１．コンテンツ及び本画面上の情報（コンテンツの説明文や写真を含みますが、これらに

限りません）は、当社又は第三者が権利を保有しています。 

２．当社は、お客さまが本規約等及び著作権等の法令を遵守することを条件に、私的に

利用することを目的としてのみ、日本国内において、本サービス内でコンテンツを利用す

る権利を非独占的に許諾します。本画面上で「購入」、「販売」などと表示される場合であ

っても、コンテンツに関する権利（著作権等の知的財産権、所有権を含みます）がお客さ

まに譲渡または移転されることはありません。 

 

 
第７条（投稿） 

１．お客さまは、当社が定める方法に従い、本サービス上で投稿を行うことができる場合

があります。このとき、お客さまは当該投稿につき、次の各号の事項を保証するものとし

ます。 

（１）第三者の権利（著作権その他の知的財産権、著作者人格権、名誉、プライバシー等

の人格的利益または権利を含む）を侵害しないこと。 

（２）過度に暴力的な表現、露骨な性的表現、児童ポルノ・児童虐待に相当する表現、人

種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等による差別につながる表現、自殺、自傷行

為、薬物乱用を誘引または助長する表現、その他反社会的な内容を含み他人に不快感

を与える表現を含まないこと。 

（３）公序良俗に反する事項等、当社が不適切と判断するものではないこと。 

（４）上記各号に定める行為を助長するものではないこと。 

２．投稿にかかる権利（著作権及び著作者人格権を含む）はお客さまに留保されますが、

当社は、お客さまに事前に通知することなく、投稿を自由に無償で利用（転載、引用、開

示、提供、出版、配信その他の利用を含みます）し、また当社が指定する第三者に利用さ

せることができるものとします。お客さまは、当社または当社が指定する第三者による投

稿の利用につき同意するものとし、またこれらの利用につき著作者人格権を行使しない

ことに同意するものとします。 

３．当社は、当社の判断により、お客さまの投稿を削除することができるものとします。 
 

 

第８条（お客さまの責任） 



 

１．お客さまは、自己の責任のもとで本サービスを利用するものとします。本サービスの

利用により、お客さまに何らかの不利益が生じたとしても、当社は一切責任を負いませ

ん。 

２．お客さまは、本サービスにあたり、楽天会員 ID、キャリア ID、パスワード等を第三者

に使用させてはならないものとし、また第三者による不正利用の防止に努めるとともに、

その管理については一切の責任を持つものとします。 

３．本サービスの利用において、お客さまと第三者との間で紛争が生じた場合、お客さま

は自己の費用と責任のもとで紛争に対応・解決をし、当社に一切迷惑をかけないものとし

ます。 

４．お客さまが本規約に違反した場合、違反による損害状況に応じ、お客さまは当社に対

し当該損害（弁護士費用を含む）を賠償するものとします。 

 

 
第９条（禁止事項） 

１．お客さまは本サービスの利用に当たり、次の各号のいずれかに当たる行為を行って

はなりません。 

（１）全部または一部を問わず、本サービスにおいて提供する情報（コンテンツを含む）に

ついて、当社の許可を受けないで利用（複製、譲渡、頒布、送信、送信可能化、改変、翻

案、翻訳、貸与、またはこれらの目的で利用又は使用するために保管する行為を含みま

す）すること 

（２）コンテンツやメダルの複製防止機能を解除すること。 

（３）詐欺等の犯罪に結びつく行為をおこなうこと 

（４）日本国外において本サービスを利用すること。 

（５）本サービスを商用目的で利用すること。 

（６）本サービスの他の利用者、第三者または当社に対し、不利益や損害を与える行為 

（成りすましを含む）、その法令上または契約上の権利を侵害する行為、またはそのおそ

れがある行為をすること 

（７）本サービスの運営を妨げる行為、またはそのおそれがある行為をすること 

（８）著作権法その他の法令、裁判所の判決、行政措置もしくは公序良俗に反する行為、

またはそのおそれがある行為をすること 

（９）本規約等に反する行為をすること 

（１０）上記各号に定める行為を助長すること 

（１１）その他当社が不適切と判断する行為をすること 

２．お客さまが前項各号のいずれかに当たる行為を行った場合、当社は当該違反の是正

をお客さまに求めるとともに、損害賠償の請求、本サービスの提供停止、その他当社が 



 

必要と考える一切の措置を講じることができるものとします。 

 

 

第１０条（契約の終了） 

１．お客さまが、当社の指定する方法にて本サービスの解約した場合、本規約等に基づく

契約が終了するものとします 

２．お客さまが前項にあたらない限り、本契約は有効に存続しています。お客さまが、自

動更新の定期課金のサービスを利用している場合、当社が指定する方法にて当該定期

課金を終了させない限り、メダルの購入に関している間、当社はお客さまに対してメダル

の購入の対価を請求することができるものとします。 

３．お客さまが次の各号のいずれかに該当する場合、当社はお客さまに通知することな

く、本契約を解約し、お客さまへの本サービスの提供を中止することができるものとしま

す。 

（１）お客さまが本契約の各条項の定めに違反すること 

（２）お客さまが反社会的勢力（暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、

総会屋等、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等又はこれらに準じる者）に該当する

こと 

（３）前二項のほか、お客様が本利用規約等の内容または趣旨に違反し、あるいは本利

用規約等の精神に照らして不適切な行為を行ったと当社が判断した場合 

３．本契約が終了した場合、お客さまは、全てのコンテンツの閲覧（本契約期間中に、対

価が支払われたコンテンツの閲覧、及び本契約期間中にダウンロードされたコンテンツ

の閲覧を含みます）をすることができなくなります。また、本契約終了時点でお客さまが保

有していたメダル及び本サービスに基づいて付与されたメダルのボーナス分などは消滅

します。 

４．前項の場合において、お客さまがコンテンツ閲覧のために使用したメダル分の返金、

消滅したメダル分の返金、または消滅したメダルのボーナス分などに対する返金等には

一切応じることができません。 

５．本契約修了後、本サービスの利用契約を再度締結した場合であっても、前契約に基

づいて購入したコンテンツ及びメダル、メダルのボーナス分ならびに前契約に基づく本サ

ービスのご利用履歴等の情報を再度利用することはできません。 

 

 
第１１条（当社の免責） 

１．当社は、本サービス（コンテンツを含みます。）に瑕疵（セキュリティなどに関する欠 

陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます）ないこと、本サービスの正確性及び特定の

目的への適合性、ならびに第５条に基づく特典のお客さまへの付与及び維持につき、明 



 

示的にも黙示的にも保証しておりません。 

２．当社は、本サービスに起因してお客さまに生じたあらゆる損害について一切の責任を

負わないものとします。また、当社は本サービスに起因してお客さまとその他のお客さま

または第三者との間に生じたトラブル、紛争等について関与せず、一切の責任を負いま

せん。 

３．前項にかかわらず、当社がお客さまに対し損害の賠償を負う場合であっても、特別な

事情から生じた損害（当社またはお客さまが損害発生につき予見し、または予見し得た

場合を含みます。）について一切の責任を負いません。また、当社の責任は、お客さまか

ら当該損害が発生した月に受領した利用料の額を上限とします。 

 

 
第１２条（権利義務の譲渡の禁止） 

お客さまは、本規約に基づき当社に対して有する権利または当社に対して負担する義務

の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供することはできないも

のとします。 

 

 
第１３条（お客さまへの通知） 

１．当社は、お客さまへの通知を、次の各号の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）本画面上の掲示 

（２）お客さまにより登録された電子メールアドレスへのメール送信 

（３）その他当社が適切と判断する方法 

２．前項各号の方法によるお客さまへの通知は、当社が特に指定する場合を除いて、当

該通知が本画面上に掲示された日、または当社が当該通知を発した日になされたものと

みなします。 

 

 
第１４条（お客さま情報の取扱い） 

１．当社は、本サービスの運営に関連して取得したお客さまの情報を、当社が別に定める 

「個人情報保護方針」（http://manga.rakuten.net/r/privacypolicy）及び「プライバシーポ

リシー」（http://mobile.rakuten.co.jp/policy/）に従って取り扱うものとし、お客さまはこれ

に同意するものとします。 

２．当社は、本サービスの運営に関連して取得したお客さまの情報を、コンテンツに関す

るおすすめ情報のお客様への提供のため使用することができるものとし、お客様はこれ

に同意します。 

３．当社は、お客さまの生年月、性別、お客さまが閲覧されたコンテンツにかかる情報を、 

http://manga.rakuten.net/r/privacypolicy
http://mobile.rakuten.co.jp/policy/


 

お客さま個人を特定する情報を削除し統計化した上で、コンテンツの提供元である権利

者その他第三者に提供することができるものとし、お客さまはこれに同意するものとしま

す。 

４．当社は、携帯電話会社各社との間で、キャリア ID に関して必要なお客さまの情報（個

人情報を含みます）のやりとりを行うことができるものとし、お客さまはこれに同意するも

のとします。 

 

第１５条（本規約の変更） 

当社は、お客さまへの事前の通知なく、自己の裁量によりいつでも本規約等を変更する

ことができるものとします。変更後の本規約等は本画面上に掲載された時から効力を生

じるものとします。本規約等の変更後にお客さまが本サービスを利用した場合、お客さま

は変更後の本規約に同意したものとみなします。 

 

 
第１６条（準拠法及び管轄裁判所） 

１．本規約等の準拠法は、日本法とします。 

２．本規約等及び本サービスに関連して、お客さまと当社との間に紛争が生じた場合、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。 

 

 
以上 

【メダル利用特約】

第１条（総則） 

１．本特約は、楽天マンガ月額 500 コース by 楽天モバイル 利用規約（以下「本規約」と

いいます）に基づき、楽天マンガ（楽天マンガ月額 500 コース by 楽天モバイル。以下「本

サービス」といいます）のサービスの一部として、マンガメダルの利用について、その諸条

件を定めるものです。 

２．お客さまと当社との間で、本特約は本規約の一部として扱われ、適用されます。また、

本特約に規定のない事項については、本規約が適用されます。 

 

 
第２条（定義） 

１．本特約で使用する用語の定義は以下とします。 

（１）メダルとは、当社のメダル用システムに登録され、本サービスで利用することができ

る電磁的かつ金銭的な価値をいいます。 



 

（２）メダル用システムとは、当社が管理するメダルの管理システムをいいます。 

２．前項のほか、本特約で定義されていない言葉には、本規約の定義が適用されます。 

 

 

第３条（メダルの購入、付与及び管理） 

１．お客さまは、本契約期間中、当社所定の方法により、当社指定の決済方法を使用

することで、メダルを購入することができるものとします。なお、本サービスを越えて、

追加でメダルの購入を希望される場合は、当社の楽天マンガの指定のサイトより購入

するものとします（楽天モバイルでは購入できないものとします）。 

２．当社は、キャンペーンその他当社が指定する方法により、メダルをお客様に付与

することができるものとします。 

３．メダルの有効期間は、購入時または付与時に、当社がお客さまに提示するものと

します。 

４．当社は、お客さまが保有するメダルをシステムに登録して管理します。お客さまは

当社が定める方法により、メダルを加算、蓄積することができます。 

５．お客さまは、当社の定める手続を行うことにより、お客さまのメダル保有数、お客

さまのメダルの使用履歴等を確認することができます。 

６．お客さまは、前項のメダル数に疑義のある場合には、ただちに当社に連絡し、そ

の内容を説明するものとします。 

７．お客様の保有するメダル数、メダルの有効期間、その他メダルの購入及び付与に

関する最終的な決定は当社が行うものとし、お客さまはこれに従うものとします。 

 

 
第４条（支払いについて） 

当社は別途定める本サービスの月額利用料をお客さまに請求します。お客さまは当該請

求に基づき当社に支払期限までに支払うものとする。 

 

 
第５条（有効期間） 

１．お客さまがメダルを使用できる有効期間は、本契約の締結期間中で、かつ当該メダル

の購入または付与月から数えて最長６ヵ月間とします。有効期間を経過したメダルは、そ

の時点で消滅し、お客さまの保有数から減算されるもとします。 

２．当社は、メダルの購入時またはメダルの付与時に、当社所定の方法で提示するもの

とします。 

 

第６条（メダルの使用） 



 

１．お客さまは、メダルを使用する場合、お客さまの費用と責任で指定利用環境を用意 

し、当社が定める手続を行うものとします。当該手続によって使用数に相当するメダルが 

メダル用システムから減算され、メダル用システムに当該メダルの使用として記録が完了

したとき、本サービスの対価の支払がなされたものとします。 

２．当社は、メダル使用時に入力された楽天会員 ID またはキャリア ID、およびパスワー

ドが登録されたものと一致することを、当社が所定の方法により確認した場合には、お客

さまによる使用とみなします。それが第三者による不正使用であった場合でも、当社は使

用されたメダルを返還せず、お客さまに生じた損害について一切責任を負わないものとし

ます。 

３．メダル用システムにおいて認識されたメダルの保有数がお客さまの希望する本サービ

スの対価に不足する場合、メダルの使用はできません。お客さまが購入等によりメダルの

保有数を加算し、本サービスの対価として必要な数量を満たす場合、メダルの使用ができ

るものとします。 

４．お客さまはメダルの使用により本サービスの利用（コンテンツ利用を含む）のための支

払がなされた後、支払の原因となる取引行為に無効、取消、解除等が生じた場合は、各

導入企業が別途定める規約に基づき精算されます。 

５．メダルの使用に関する最終的な判断は、当社が行うものとし、お客さまはこれに従うも

のとします。 

 

 
第７条（禁止事項） 

１．お客さまは、メダルの解析等を行ってはならないものとし、理由のいかんにかかわら

ず、メダルの複製もしくはそれに類する行為（そうした行為を試みることを含みます）を行

い、またはそうした行為に加担・協力してはならないものとします。その他不正な方法によ

る使用もしてはならないものとします。 

２．お客さまは、保有するメダルを第三者に譲渡し、貸与し、使用させ、または担保に供し

たり、お客さまと第三者との間でメダルを共有したりしてはならないものとします。 

３．一人のお客さまが、キャリア ID や楽天会員 ID など複数の ID を使用して本契約を締

結し、その後それらの ID 連携をしていない場合、またはそれらの ID 連携をすることがで

きない場合、お客さまはそれぞれのキャリア ID や楽天会員ID に紐づいて保有するメダ

ルを合算することはできません。 

４．お客さまは、いかなる手段によっても、メダルを換金してはならないものとします。 

５．上記のほか、お客様は以下の各号にあたる行為を行ってはならないものとします。 

（１）当社の権利を侵害する行為 

（２）詐欺等の犯罪に結びつく行為 

（３）事実に反する情報を登録、送信する行為、または情報を改竄もしくは消去する行為 



 

（４）メダルの運営を妨げる行為 

（５）他の登録会員になりすまして本サービスを利用する行為 

（６）法令もしくは公序良俗に反し、または他の会員もしくは第三者に不利益を与える行為 

（７）前各号に定める行為を助長する行為 

（８）前各号に該当する虞があると当社が判断する行為 

（９）その他、当社が不適切と判断する行為 

 

 

第８条（確認事項） 

１．お客さまが次の各号のいずれかに該当する場合、当社はお客さまが保有するメダル

の一部または全部を取り消すことができます。 

（１）メダルの取得に関し違法または不正行為があった場合 

（２）お客さまにより本特約等、法令に違反があった場合 

（３）その他当社がメダルを取り消すことが適当と判断した場合 

２．当社は、前項によりメダルの一部または全部を取り消した場合、通信回線やコンピュ

ータなどの障害によるシステムの中断・遅滞・中止・データの消失、 メダルの使用に関す

る障害、データへの不正アクセスにより生じた損害、その他メダルの使用に関してお客さ

まに生じた損害について、一切責任を負わないものとします。 

３．当社は、お客さまのメダルの購入または使用を制限する場合、当社が定める方法で

事前または事後にお客さまにその旨を通知するものとします。 

 

 
第９条（免責） 

１．当社は、メダルの購入及び使用に関するサービスについて、その完全性、正確性、確

実性、有用性等につき、いかなる保証も行わないものとします。 

２．メダルの購入及び使用に関するサービスの利用に関し、お客さまについて生じた損害

について、当社の故意または重過失による場合を除き、責任を負わないものとします。 

３．当社は、お客さまの逸失利益または機会損失については、いかなる責任も負わない

ものとします。 

４．天災等不可抗力による非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合、当社

の管理する設備またはシステムの保守を定期的または緊急に行う場合、当社の管理す

る設備またはシステムに障害が生じまたは生じる虞がある場合、法令または管轄官公庁

の要請があった場合、通信事業者のサービスが中断、中止または終了した場合、その他

やむを得ない事由が生じた場合には、当社は、自らの判断によりお客さまのメダルの購

入または使用を制限し、または中止することができるものとします。このとき生じたお客さ 



 

まの損害につき、当社はいかなる責任も負わないものとします。 

 

 

第１０条（資格の喪失・停止） 

本契約が終了する場合、その他お客さまが本サービスを利用することができる地位を喪

失した場合には、お客さまが保有するメダルはその時点で消滅するものとします。この場

合、当社は消滅したメダルに対する換金、返還を行いません。 

 

 
第１１条（個人情報） 

１．メダルの購入または使用に関して取得するお客さまの個人情報は、当社の個人情報

保護方針に従って取り扱われるものとします。 

２．当社は、携帯電話会社各社との間で、キャリア決済に関して必要なお客さまの情報 

（個人情報を含みます）のやりとりを行うことができるものとし、お客さまはこれに同意する

ものとします。 

 

 
第１２条（本サービスの変更） 

当社は、お客さまに事前に通知することなく、本特約、メダルの購入、付与、及び使用に

関する条件の変更を行うことがあり、または本サービスを終了または停止することがあり

ます。お客さまはこれをあらかじめ承諾するものとします。 

２．当社は、前項の変更によりお客さまに不利益または損害が生じた場合でも、これらに

ついて一切責任を負わないものとします。 

 

 
以上 

 

【プレゼント機能利用特約】

第１条（総則） 

１．本特約は、楽天マンガ月額 500 コース by 楽天モバイル利用規約及び関連する特約 

（あわせて、以下「本規約等」といいます）に基づき、楽天マンガ（以下、「本サービス」とい

います）のサービスの一部として、プレゼント機能の利用について、その諸条件を定める

ものです。 

２．お客さまと当社との間で、本特約は本規約等の一部として扱われ、適用されます。ま 



 

た、本特約等に規定のない事項については、本規約が適用されます。 

 

 

第２条（定義） 

１．本特約で使用する用語の定義は以下とします。 

（１）プレゼント用URL とは、当社が発行する、特定のコンテンツをダウンロードするため

の URL をいいます。 

（２）プレゼントとは、プレゼント用 URL から、特定のコンテンツのダウンロードが可能とな

ることをいいます。 

２．前項のほか、本特約で定義されていない言葉には、本規約の定義が適用されます。 

 

 

第３条（プレゼント） 

１．お客さまは、本契約期間中、当社所定の方法により、当社に対し、お客さまが指定す

る特定のコンテンツのプレゼントのために、プレゼント用 URL の発行を請求することがで

きるものとし、当社は、お客さまの請求に従い、プレゼント用 URL を発行します。 

２．お客さまは、本サービスの利用者に、プレゼント用 URL を提示して、特定のコンテン

ツをプレゼントすることができるものとします。 

３．プレゼント用URL は、当該プレゼント用 URL から一度コンテンツがダウンロードされ

た場合、以後は利用できなくなるものとします。 

４．お客さまは、当社の定める手続を行うことにより、発行されたプレゼント用 URL からコ

ンテンツがプレゼントされたかどうかの履歴を確認することができます。 

 

 
第４条（対価） 

１．お客さまは、プレゼント用URL の発行と引き換えに、当社が指定する量の、お客さま

が保有するメダルを消費するものとします。 

２．一度発行されたプレゼントURL は、コンテンツのダウンロード前であっても、その発行

を取り消すことはできず、当社は、プレゼントURL 発行の対価としてお客さまが消費した

メダルの返還または返金には応じられません。 

 

第５条（有効期間） 

１．当社は、お客さまからのプレゼント用 URL の請求時に明示しないかぎり、プレゼント

用 URL からコンテンツをダウンロードすることができる期限について期限を定めないもの

とします。 

２．前項にかかわらず、ダウンロード前に、当該コンテンツの本サービスでの配信が停止

または終了した場合、本サービスの利用を終了した場合など、当該コンテンツのダウンロ 



 

ードはできなくなるものとします。その場合でも、当社は、プレゼントURL 発行の対価とし

てお客さまが消費したメダルの返還または返金には応じられません。 

 

第６条（確認事項） 

１．お客さまは、発行されたプレゼント用 URL を自己の責任で管理するものとし、意図し

ない者が、プレゼント用 URL を利用しないよう、十分に注意するものとします。 

２．プレゼント用URL からコンテンツがダウンロードされた場合、いかなる場合でも、当社

は、当該プレゼント用 URL から、コンテンツが正当にダウンロードされたとみなすことが

できるものとします。 

３．当社は、一度発行したプレゼント用 URL に対し、お客さまからの申し出によるダウン

ロード制限などの事後的な措置は行わないものとします。 

４． 当社は、プレゼントされたコンテンツについて、無期限で閲覧することができることを

保証するものではありません。 

５．当社は、利用期間の定めの有無にかかわらず、コンテンツの権利者の意向等、やむ

を得ない事情により、プレゼントされたコンテンツについて、閲覧の禁止等の措置を講ず

ることができるものとします。本項に基づき、プレゼントされたコンテンツの閲覧ができなく

なったとしても、お客さまが使用したメダルの返還または返金には応じられません。 

 

 
第７条（免責） 

１．当社は、プレゼント機能について、その完全性、正確性、確実性、有用性等につき、い

かなる保証も行わないものとします。 

２．当社は、プレゼント機能の利用に関し、お客さまについて生じた損害について、当社

の故意または重過失による場合を除き、責任を負わないものとします。 

３．当社は、お客さまの逸失利益または機会損失については、いかなる責任も負わない

ものとします。 

４．天災等不可抗力による非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合、当社

の管理する設備またはシステムの保守を定期的または緊急に行う場合、当社の管理す

る設備またはシステムに障害が生じまたは生じる虞がある場合、法令または管轄官公庁

の要請があった場合、通信事業者のサービスが中断、中止または終了した場合、その他

やむを得ない事由が生じた場合には、当社は、自らの判断によりプレゼント機能の利用

を制限し、または中止することができるものとします。このとき生じたお客さまの損害につ

き、当社はいかなる責任も負わないものとします。 

 

 
第８条（資格の喪失・停止） 



 

１．本契約が終了した場合、その他お客さまがプレゼント機能を利用することができる地

位を喪失した場合には、発行されたプレゼント用 URL はその時点で無効となるものとし

ます。この場合、当社は無効となったプレゼント用 URL に対するメダルの返還、または

返金を行いません。 

２．本契約が終了した場合、お客さまは、プレゼントされたコンテンツの閲覧をすることが

できなくなります。 

 

第９条（本サービスの変更） 

当社は、お客さまに事前に通知することなく、本特約、メダルの購入、付与、及び使用に

関する条件の変更を行うことがあり、または本サービスを終了または停止することがあり

ます。お客さまはこれをあらかじめ承諾するものとします。 

２．当社は、前項の変更によりお客さまに不利益または損害が生じた場合でも、これらに

ついて一切責任を負わないものとします。 

 
以上 
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