
笠岡放送株式会社 

まちのわ利用規約 新旧対照表(2021年 4月 16日版) 

(下線は変更部分) 

変更前(2020年 12月 1日版) 変更後(2021年 4月 16日版) 

笠岡放送株式会社（以下「当社」といいます）は、

この「まちのわ利用規約」（以下「本規約」といい

ます）を定め、これにより「まちのわ」（以下「本

アプリ」といいます）を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1条（規約の適用） 

本規約は、本アプリ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、本アプリを利用することはできません。 

 

第 2条（用語の定義） 

②契約者：当社との間で利用契約を締結した者をい

います。 

③本アプリサーバ：当社が本アプリを提供するため

に設置する電子計算機（サーバ）を言います。 

 

④スマートフォン等：iOS搭載端末又は AndroidOS

搭載端末のうち、当社が本アプリを利用することが

できる端末（スマートフォン又はタブレット）とし

て別途本アプリダウンロード画面上で指定する端

末をいいます。 

⑤Chromecast（クロームキャスト）：Google社のテ

レビの HDMI端子に接続するスティック型のメディ

アストリーミング端末をいいます。 

この「まちのわ利用規約」（以下「本規約」といい

ます）は、笠岡放送株式会社（以下「当社」といい

ます）が「まちのわ」（以下「本アプリ」といいま

す）の利用条件を定めたものとなります。本アプリ

の利用者（以下「利用者」といいます）は、本アプ

リの利用により本規約が当社と利用者の契約内容

となることに合意し、本規約及び当社が別途利用者

に提示する諸規程（以下「本規約等」といいます）

を遵守しなければならないものとします。なお、未

成年者が本アプリの利用するにあたっては、法定代

理人（親権者又は未成年後見人）の事前の同意を得

るものとします。 

 

 

 

 

 

 

第 1条（用語の定義） 

 

 

②本アプリサーバ：当社が本アプリを提供するため

に設置する電子計算機（サーバ）をいうものとしま

す。 

③スマートフォン等：iOS搭載端末又は AndroidOS

搭載端末のうち、当社が本アプリを利用することが

出来る端末（スマートフォン又はタブレット）とし

て別途本アプリダウンロード画面上で指定する端

末をいうものとします。 

④Chromecast（クロームキャスト）：Google社のテ

レビの HDMI端子に接続するスティック型のメディ

アストリーミング端末をいうものとします。 



⑥Android TV対応テレビ：Google社が提供してい

る Androidを搭載したテレビ又は Google社が提供

している Androidを搭載したテレビ周辺機器を接続

したテレビをいいます。 

 

第 3条（本アプリの機能等） 

③本アプリコンテンツのうち契約者が気に入った

ものをお気に入りとして登録できる機能。ただし、

お気に入り登録可能な情報に限ります。 

 

 

 

 

第 4条（利用契約の成立） 

利用契約は、本アプリ画面上に表示される「規約に

同意して利用を開始」ボタンが押下された時点で、

当社との間に成立し、その効力を生じるものとしま

す。なお、未成年者が当社との間で利用契約を締結

するにあたっては、法定代理人（親権者又は未成年

後見人）の事前の同意を得るものとします。 

 

第 5条（知的財産権等） 

本アプリ又本アプリコンテンツに係る著作権等の

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。利用契約の締結は、契約者に対してこ

れらに関する何らの権利を移転するものではなく、

契約者は、利用契約に基づく本機能の利用に必要な

範囲に限って、本アプリ又は本アプリコンテンツを

使用することができるものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

⑤Android TV対応テレビ：Google社が提供してい

る Androidを搭載したテレビ又は Google社が提供

している Androidを搭載したテレビ周辺機器を接続

したテレビをいうものとします。 

 

第 2条（本アプリの機能等） 

③本アプリコンテンツのうち利用者が気に入った

ものをお気に入りとして登録出来る機能。但し、お

気に入り登録可能な情報に限るものとします。 

３．当社は、当社以外の第三者が提供する本アプリ

コンテンツ等について責任を負わないものとしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3条（知的財産権等） 

本アプリ又は本アプリコンテンツに係る著作権等

の知的財産権その他一切の権利は、当社又は第三者

に帰属するものとします。利用契約の締結は、利用

者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、利用者は、利用契約に基づく本機能

の利用に必要な範囲に限って、本アプリ又は本アプ

リコンテンツを使用することが出来るものとしま

す。 

２．本アプリコンテンツは、利用者の個人的な非商

業的用途に限るものとし、利用者の家庭以外の方と

共有することは出来ないものとします。但し、当社

が別途承諾した場合にはこの限りではないものと

します。 

３．利用者は、公の場での上映のために本アプリ及



 

 

 

 

第 6条（禁止事項） 

契約者は、本アプリ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。 

 

第 7条（通信料） 

本アプリの利用（本アプリのダウンロード及びバー

ジョンアップを含みますが、これらに限られませ

ん）に伴い別途通信料が生じる場合があります。 

また、国際ローミング中における通信料は、利用者

がパケット定額サービスを契約されていても、通信

事業者が提供する海外でも利用できるパケット定

額サービスが適用となる場合を除き、パケット定額

サービスの適用対象外となります。 

 

 

 

 

 

 

第 8条（個人情報等） 

当社は、本アプリの提供にあたり、契約者から取得

する個人情報、本アプリを通じて取得し、又は蓄積

される情報の取扱いを、本アプリ、本アプリコンテ

ンツ及び当社サービスの品質向上の目的その他当

社が別に定める「個人情報保護方針」＜

http://home.kcv.ne.jp/underber/privacy.html＞

（当社がその URLを変更した場合は、変更後の URL

とします）に掲げる目的で当該目的達成に必要な範

囲で利用します。 

なお、当社は、本アプリの提供にあたり、契約者か

ら取得する個人情報を当社の「個人情報保護方針」

に則り、必要な範囲で第三者に提供する場合があり

び本アプリコンテンツを利用しないことに同意す

るものとします。但し、事前に当社へ承諾を得てい

る場合はこの限りではないものとします。 

 

第 4条（禁止事項） 

利用者は、本アプリ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。 

 

第 5条（通信料等） 

本アプリの利用（本アプリのダウンロード及びバー

ジョンアップを含みますが、これらに限りません）

のためのインターネット接続に必要な料金の一切

は利用者による負担とするものとします。 

また、国際ローミング中における通信料は、利用者

がパケット定額サービスを契約されていても、通信

事業者が提供する海外でも利用出来るパケット定

額サービスが適用となる場合を除き、パケット定額

サービスの適用対象外となるものとします。 

２．本アプリコンテンツの画質等はスマートフォン

等の種別によって異なる場合があり、インターネッ

ト接続速度等の様々な要因によって影響を受ける

場合があるものとします。 

 

第 6条（個人情報等） 

当社は、本アプリの提供にあたり、利用者から取得

する個人情報、本アプリを通じて取得し、又は蓄積

される情報の取り扱いを、本アプリ、本アプリコン

テンツ及び当社サービスの品質向上の目的その他

当社が別に定める「個人情報保護方針」＜

http://home.kcv.ne.jp/underber/privacy.html＞

（当社がその URLを変更した場合、変更後の URLと

します）に掲げる目的で当該目的達成に必要な範囲

で利用するものとします。 

なお、当社は、本アプリの提供にあたり、利用者か

ら取得する個人情報を当社の「個人情報保護方針」

に則り、必要な範囲で第三者に提供する場合がある



ます。 

 

第 9条（提供中断） 

２．当社は、前項に基づく本機能の全部若しくは一

部の提供の中断を計画している場合は、その旨を当

社ホームページ＜http://home.kcv.ne.jp/＞（当社

がその URLを変更した場合は、変更後の URLとしま

す）上に掲載する方法により契約者に周知するもの

とします。ただし、緊急やむを得ない場合は当該周

知を行わないことがあります。 

 

第 10条（本機能の変更・追加・廃止） 

２．前項による本機能の全部又は一部の変更、追加

又は廃止が契約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、あらかじめその変更、追

加又は廃止の内容について、契約者に対して周知

し、又は通知するものとします。ただし、緊急やむ

を得ないときは当該周知又は通知を行わない場合

があります。 

 

第 11条（契約者による利用契約の解約） 

契約者が本アプリの利用を希望しない場合は、自己

の占有下又は管理下にある全ての本アプリを再生

不能な形で消去することにより、利用契約を解約す

ることができます。 

 

第 12条（当社が行う利用契約の解除） 

当社は、契約者が本規約の定めのいずれかに違反し

たときは、契約者に対する事前の催告を行うことな

く、本契約を直ちに解除することができるものとし

ます。 

 

第 13条（利用契約終了時の措置等） 

利用契約が終了した場合、契約者は本アプリを利用

することはできません。この場合、契約者は、速や

かに、自己の占有又は管理下にある全ての本アプリ

ものとします。 

 

第 7条（提供中断） 

２．当社は、前項に基づく本機能の全部もしくは一

部の提供の中断を計画している場合、その旨を当社

ホームページ＜http://home.kcv.ne.jp/＞（当社が

その URLを変更した場合、変更後の URLとします）

上に掲載する方法により利用者に周知するものと

します。但し、緊急やむを得ない場合、当該周知を

行わないことがあるものとします。 

 

第 8条（本機能の変更・追加・廃止） 

２．前項による本機能の全部又は一部の変更、追加

又は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、当社は、あらかじめその変更、追加

又は廃止の内容について、利用者に対して周知し、

又は通知するものとします。但し、緊急やむを得な

いときは当該周知又は通知を行わない場合がある

ものとします。 

 

第 9条（利用者による利用契約の解約） 

利用者が本アプリの利用を希望しない場合、自己の

占有下又は管理下にある全ての本アプリを再生不

能な形で消去することにより、利用契約を解約する

ことが出来るものとします。 

 

第 10条（当社が行う利用契約の解除） 

当社は、利用者が本規約の定めのいずれかに違反し

たときは、利用者に対する事前の催告を行うことな

く、本契約を直ちに解除することが出来るものとし

ます。 

 

第 11条（利用契約終了時の措置等） 

利用契約が終了した場合、利用者は本アプリを利用

することは出来ないものとします。この場合、利用

者は、速やかに、自己の占有又は管理下にある全て



を再生不能な方法で消去するものとします。 

 

２．利用契約の終了にかかわらず、第 8条（個人情

報等）、第 9条（提供中断）第(3)項、第 10条（本

機能の変更・追加・廃止）第(3)項、本条、第 14条

（本アプリの瑕疵等）第(2)項、第 16条（損害賠償

の制限）、第 20条（権利の譲渡等）、第 21条（合意

管轄）及び第 22条（準拠法）の定めは、なお有効

に存続するものとします。 

 

第 14条（本アプリの瑕疵等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 15条（本アプリのバージョンアップ等） 

第 10条（本機能の変更・追加・廃止）又は第 14条

（本アプリの瑕疵等）の場合、本アプリ再ダウンロ

ード又はバージョンアップが必要となることがあ

ります。 

 

第 16条（損害賠償の制限） 

当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合で

あっても、当社が契約者に対して負う責任の範囲

は、通常生ずべき直接の損害（逸失利益を除きます）

に限られるものとし、かつ、1800円（消費税及び地

方消費税を含みません）を上限とします。 

２．当社の故意又は重大な過失により契約者に損害

を与えた場合は、前項の定めは適用しません。 

 

 

の本アプリを再生不能な方法で消去するものとし

ます。 

２．利用契約の終了にかかわらず、第 6条（個人情

報等）、第 7条（提供中断）第(1)項、第 8条（本機

能の変更・追加・廃止）第(1)項、本条、第 12条（本

アプリの瑕疵等）第(1)項、第 14条（損害賠償の制

限）、第 18条（権利の譲渡等）、第 19条（合意管轄

裁判所）及び第 20条（準拠法）の定めは、なお有

効に存続するものとします。 

 

第 12条（本アプリの瑕疵等） 

２．本アプリはスマートフォン等の種別等によって

異なる場合があり、その機能もスマートフォン等の

種別によって異なる場合があるものとします。ま

た、利用者は、本アプリの利用に第三者によるライ

センス対象である第三者のソフトウェアが必要と

なる場合があること及び本アプリに関連する第三

者のソフトウェアの更新版を自動的に受領する場

合があることに同意するものとします。 

 

第 13条（本アプリのバージョンアップ等） 

第 8条（本機能の変更・追加・廃止）又は第 12条

（本アプリの瑕疵等）の場合、本アプリ再ダウンロ

ード又はバージョンアップが必要となることがあ

るものとします。 

 

第 14条（損害賠償の制限） 

当社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合で

あっても、当社が利用者に対して負う責任の範囲

は、通常生ずべき直接の損害（逸失利益を除きます）

に限られるものとし、かつ、900円を上限とするも

のとします。 

２．当社の故意又は重大な過失により利用者に損害

を与えた場合、前項の定めは適用しないものとしま

す。 

 



第 17条（輸出入関連法規類の遵守） 

契約者は、本アプリを日本国外に持ち出す場合な

ど、日本国又は諸外国の輸出入に関連する法令等

（以下「輸出入関連法規類」といいます）の適用を

受ける場合には、当該輸出入関連法規類を遵守する

ものとします。 

 

第 18条（反社会的勢力の排除） 

契約者は、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。 

②契約者が法人その他の団体の場合にあっては、暴

力団員等が経営を支配していると認められる関係

を有すること。 

⑤契約者が法人その他の団体の場合にあっては、自

らの役員又は自らの経営に実質的に関与している

者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を

有すること。 

２．契約者は、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。 

 

第 19条（規約の変更） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契

約者へ当社が適切と判断した方法にて公表又は通

知することにより、本規約の内容を変更することが

できるものとし、変更日以降はこれらが適用される

ものとします。 

①本規約の変更が、契約者の一般の利益に適合する

とき。 

②本規約の変更が、本規約の目的に反せず、法令、

税制、経済情勢、社会情勢、本機能の需要、当社の

経営環境、その他諸般の事情かつ、変更の必要性、

変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に

係る事情に照らして合理的なものであるとき。 

 

第 15条（輸出入関連法規類の遵守） 

利用者は、本アプリを日本国外に持ち出す場合な

ど、日本国又は諸外国の輸出入に関連する法令等

（以下「輸出入関連法規類」といいます）の適用を

受ける場合、当該輸出入関連法規類を遵守するもの

とします。 

 

第 16条（反社会的勢力の排除） 

利用者は、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。 

②利用者が法人その他の団体の場合にあっては、暴

力団員等が経営を支配していると認められる関係

を有すること。 

⑤利用者が法人その他の団体の場合にあっては、自

らの役員又は自らの経営に実質的に関与している

者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を

有すること。 

２．利用者は、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。 

 

第 17条（規約の変更） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用

者へ当社が適切と判断した方法にて公表又は通知

することにより、本規約の内容を変更することが出

来るものとし、変更日以降はこれらが適用されるも

のとします。 

①本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合する

とき。 

②本規約の変更が、本規約の目的に反せず、法令、

税制、経済情勢、社会情勢、本機能の需要、当社の

経営環境、その他諸般の事情かつ、変更の必要性、

変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に

係る事情に照らして合理的なものであるとき。 

 



その他文言の統一と見直しを行いました。 

第 20条（権利の譲渡等） 

契約者は、利用契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。 

 

第 21条（合意管轄） 

契約者と当社との間で利用契約に関連して訴訟の

必要が生じた場合は、当社の本店所在地を管轄する

裁判所を第一審の管轄裁判所とします。 

 

第 22条（準拠法） 

利用契約の成立、効力、解釈及び履行については、

日本国法に準拠するものとします。 

 

第 23条（アカウント） 

契約者が、本アプリのアカウントを所持している場

合において、契約者は、アカウントの管理について

一切の責任を負うものとし、当該アカウントを第三

者に貸与、譲渡、名義変更、売買、質入れ等をし、

又は使用させてはなりません。 

 

第 24条（契約者の責任） 

契約者は、契約者ご自身の責任において本アプリを

利用するものとし、本アプリにおいて行った一切の

行為及びその結果について責任を負うものとしま

す。当社は、契約者が本規約等に違反して本アプリ

を利用していると認めた場合、事前に契約者に通知

することなく、次の各号のいずれかの措置を講じる

裁量権を有します。ただし、これは当社がかかる違

反を防止又は是正する義務を負うことを意味しま

せん。 

第 18条（権利の譲渡等） 

利用者は、利用契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

出来ないものとします。 

 

第 19条（合意管轄裁判所） 

当社と利用者の間で訴訟の必要が生じた場合、当社

の本店所在地を管轄する裁判所を当社と利用者の

第一審の合意管轄裁判所とするものとします。 

 

第 20条（準拠法） 

本規約は、日本国法を準拠法とするものとします。 

 

 

第 21条（アカウント） 

利用者が、本アプリのアカウントを所持している場

合において、利用者は、アカウントの管理について

一切の責任を負うものとし、当該アカウントを第三

者に貸与、譲渡、名義変更、売買、質入れ等をし、

又は使用させてはならないものとします。 

 

第 22条（利用者の責任） 

利用者は、利用者ご自身の責任において本アプリを

利用するものとし、本アプリにおいて行った一切の

行為及びその結果について責任を負うものとしま

す。当社は、利用者が本規約等に違反して本アプリ

を利用していると認めた場合、事前に利用者に通知

することなく、次の各号のいずれかの措置を講じる

裁量権を有するものとします。但し、これは当社が

かかる違反を防止又は是正する義務を負うことを

意味しないものとします。 


