
みせのコイン（神奈川県小田原市）スポット規約 

本規約は、神奈川県の委託事業である SDGｓつながりポイント事業の受託者の株式会社

QWAN（以下「弊社」といいます。）が企画・運営するみせのコイン（以下「本アプリ」

といいます。）を法人、個人、プロジェクト等（以下「スポット」といいます。）にご利

用いただく際の利用条件等を定めたものです。スポットは、神奈川県知事（受託者 弊社）

に対して「神奈川県 SDGｓつながりポイント事業・小田原市 SDGs 体感事業 参加申請書

兼みせのコイン利用同意書」を提出した時点又は本アプリを利用した時点で、規約に同意

したものとみなされます。  

 

第 1条 規約 

１．本アプリに関しては、本規約、その他弊社が定めるガイドライン及びルール等（以下

「ルール等」といいます。）によって、その利用条件が規定されています。ルール等は名

称によらずに本規約の一部を構成します。本規約は、スポットによる本アプリの利用の一

切に適用されます。 

２．本規約の規定とルール等の規定が異なる場合は、弊社が別途定める場合を除いて、ル

ール等が優先して適用されます。 

 

第 2条 利用上の注意事項 

１．スポットは、本規約に従い本アプリを利用するものとします。また、スポットが本規

約に同意しない場合は、速やかに本アプリの利用を停止し、携帯/スマートフォン/タブレ

ット等の端末（以下「端末」といいます。）から本アプリを削除するものとします。 

２．スポットは、本アプリを利用する際に必要となるインターネット接続回線、端末等を

自らの負担で準備するものとします。 

３．本アプリは、「まちのコイン」上で利用者登録を行った利用者（以下「利用者」とい

います。）が、スポットとスポットの商品、サービス等（以下、「サービス等」といいま

す。）の決済を提供するサービスです。それによって起こった結果は利用者とスポットそ

れぞれの主体的な判断と自己責任に委ねられています。なお、各スポットが利用できるサ

ービスは、申込書又は別途弊社が提供する申込方法に記載するものとします。 

４．スポットは、サービス等について直接利用者と自己の責任で取引等を行うものとしま

す。 

 

 

第３条 おだちんについて 

１．おだちんは、利用者よりスポットサービス等の提供を受ける際に利用することができ

ます。 

２．スポットは、利用者との取引履歴等を弊社が別途定める期間保存しておくものとしま

す。なお、弊社から取引履歴等に関し問い合わせを受けた場合には、弊社に対して開示す

るものとします。 

３．スポットは、おだちんを本アプリで定められた範囲で利用する権利を一身専属的に取

得するものであり、保有するおだちんを他のスポット、利用者又は第三者に譲渡、配布、

換金、質入等することはできないものとします。 

４．前項の規定にかかわらず、スポットは、自らが取得したおだちんを弊社が別途定める

手続きに従って利用者に付与することができるものとします。 

５．弊社は、おだちんを利用する期限を別途設定することができるものとします。尚、弊

社は、当該期限を経過したおだちんを、自動的に消滅させることができるものとします。 

６．弊社は、おだちんの取得に当たり、本規約違反、ルール等の違反、システムエラー、

ロジックミス、人為的なミス、不正取得によって付与される等、弊社が取消することが適

当と判断した場合には、当該取得の停止、取消をすることができます。なお、弊社はこれ



によって生じたスポットの損害につき一切責任を負わないものとします。 

７．弊社は、スポットが本アプリを使用する端末を紛失、故障、変更した場合に、おだち

んを引き継げないとしても一切責任を負わないものとします。 

８．弊社は、おだちんの換金、払い戻し等を一切行いません。 

９．おだちんは、プレサービス終了後に失効し、別途弊社が定めた場合を除き正式リリー

ス時に原則として引き継がれないものとします。 

 

第４条 スポット登録について 

１．スポット登録を希望する方は、本規約に同意した上で弊社が定める所定の方法にて必

要な情報（以下「登録情報」といいます。）を記入し、弊社に提供することによってスポ

ット登録を行うものとします。 

２．弊社は、以下の場合において前項の登録の申込を承諾しないことができるものとし予

めこれを了承するものとします。 

①登録情報に虚偽の記載があった場合 

②申込希望者が過去に本アプリの利用資格を一時的に停止され、又は取り消された場合 

③既に登録されているメールアドレスで新たに登録を申し込んだ場合 

④弊社の判断により、新規の登録を制限している場合 

⑤その他、弊社が申込者を登録することが不適当と判断した場合 

３．スポットは、登録情報を自己の責任の下、登録及び管理するものとします。 

４．弊社は、スポットが登録情報を失念、削除、不正確又は虚偽であったためにスポット

が被った不利益及び損害に関して、責任を負わないものとします。 

５．スポットは、登録情報における著作権、その他の知的財産権又は適法かつ有効な使用

権を有していることを弊社に対し保証するものとします。 

６．スポットは、弊社の事前の同意なく登録情報を第三者に利用させたり、貸与、譲渡、

売買、質入、公開等をすることはできません。 

７．弊社は、登録情報によって本アプリの利用があった場合、利用登録を行ったスポット

本人が利用したものと扱うことができ、当該利用によって生じた一切の責任については、

利用登録を行ったスポット本人に帰属するものとします。 

８．スポットによる登録情報の管理が不十分であったために第三者が登録情報を不正使用

した場合、スポットに不利益又は損害が生じても、弊社は責任を負わないものとします。 

９．前項の第三者の不正使用により、弊社、スポット又は第三者に損害が生じた場合、ス

ポットは弊社及び損害を被った第三者に対し、損害を賠償するものとします。 

１０．スポットは、登録情報を第三者に不正に使用される可能性がある場合は、速やかに

弊社に通知するものとします。 

１１．スポットは、弊社より登録情報の誤りについて通知を受けた場合に、スポットは直

ちに修正するものとする。なお、スポットが直ちに修正しない又は弊社がやむを得ないと

判断した場合には、弊社が修正することができるものとします。 

 

第５条 本アプリの利用 

１．スポット登録及び登録に対する弊社の承諾によって申込書記載のサービスの利用が可

能となります。 

２．弊社は、前項の承諾にあたり、登録情報をもとに審査するものとし、承諾しない場合

には、その審査結果のみ利用希望者に対して通知するものとします。なお、弊社はその審

査理由について回答する義務はないものとします。 

３．本条第 1項の規定にかかわらず、弊社が webによる申込書フォームによる申し込み方

法を提供した場合には、当該フォームにて同意した時点でサービスの利用が可能となるも

のとします。なお、弊社は、当該フォームでの申し込みであっても、本条第 2 項に基づく

審査を行うことができるものとし、承諾しない場合には、その審査結果のみ利用希望者に



対して通知するものとします。弊社はその審査理由について回答する義務はないものとし

ます。 

 

第６条 同意事項  

１．弊社は、本アプリに弊社又は第三者の広告を掲載することができるものとします。 

２．弊社は、取引履歴等を個人を特定する情報を削除し、機密保持契約を締結した上で、

本アプリと連携、業務提携している第三者に内容を公開することがあります。 

３．スポットは、弊社が、前項に定める取引履歴等を本アプリその他弊社が運営するサー

ビスにて利用することができることに同意するものとします。 

 

第７条 機密情報及び個人情報 

１．スポットは、登録中ならびに退会後においても、本アプリに関連して知り得た情報及

びその他弊社の機密に属すべき一切の事項を第三者に漏洩しないものとします。 

２．スポットは、登録中ならびに退会後においても、本アプリに関連して知り得た個人情

報の取り扱いについては個人情報保護法に従い細心の注意を払うものとします。 

３．スポットは、スポットと利用者の取引履歴等を弊社が収集、利用することができるこ

とに予め同意するものとします。 

４．スポットと弊社は、別途合意した場合、機密情報及び個人情報に関する契約書を締結

するものとします。 

５．本条の定めは、スポットによる本アプリの利用が終了した場合も有効とするものとし

ます。 

 

第８条 知的財産権の帰属 

１．本アプリに関する特許権、実用新案権、意匠権、著作権等（著作権法第 27 条及び第

28 条に規定する権利を含む。以下総称して「知的財産権」という）は、弊社又は正当な権

利を有する第三者に帰属します。 

２．スポットは、本アプリに関連して、スポットから本アプリに関するノウハウ、アイデ

ア、資料、図案のご提案を頂いた場合、弊社が無償で利用することに予め同意するものと

します。 

 

第９条 利用料金について 

１．本アプリは、無償で提供されます。 

２．本アプリの利用が有償となった場合、弊社はスポットに対して、有償となる日の 1 カ

月前までに告知するものとします。なお、スポットはこれに同意しない場合は、本アプリ

の利用を終了又は弊社が別途定める手続きに従って対応するものとします。有償となった

日以降に、スポットが本アプリを利用した時点で、有償による利用に同意したものとみな

されます。 

 

 

第１０条 免責 

１．スポットは、自己責任において本アプリを利用するものとします。弊社は、本アプリ

を利用してなされた一切の行為及びその結果について一切の責任を負わないものとします。 

２．弊社は、本アプリに関する稼働状況、保守、機能修正、バグ等の補修、スポットの技

術的サポート等について、一切の責任を負わないものとします。 

３．弊社は、本アプリ及び本アプリに関連して提供されるデータについて、完全性、正確

性、信頼性、有用性、合法性、道徳性等に関する保証を含め、一切の責任を負わないもの

とします。 

４．弊社は、本アプリのスポットの登録情報、個人情報等の一切のデータ等を保存する義



務を負わないものとします。 

５．スポットと利用者との間で生じたトラブルについては、スポットは自己の責任で解決

しなければならず、弊社はこれらのトラブルに関して、一切の責任を負いません。 

６．弊社は、本アプリに関するシステム障害、通信障害、停電、火災、自然災害、戦争、

内乱、暴動、労働争議等の発生により本アプリの正常な運営が不能となった場合であって

も、それによってスポットに生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。 

７．弊社は、スポットが利用しているインターネット接続サービス及び端末の利用制限、

中断、速度の低下、機能低下等によってスポットに生じた損害について、一切の責任を負

わないものとします。 

 

第１１条 自己責任について 

１．スポットは、本アプリにて得られる利用者情報等の真偽についての判断を自己責任に

おいて行うものとします。 

２．スポットは、本アプリの利用においての一切の行為とその結果について、全ての責任

を負うものとします。万が一問題が発生した場合には、当該スポットによる自己の費用と

責任において解決するものとし、弊社は何ら関与しないものとします。 

３．スポットは、利用者とサービス等について直接契約を締結するものとし、利用者との

契約につき全ての責任を負うものとします。万が一問題が発生した場合には、当該スポッ

トによる自己の費用と責任において解決するものとし、弊社は何ら関与しないものとしま

す。 

４．弊社が権利を侵害された他者からの報告を持って当該スポット及び対象となる情報の

削除をスポット自身に知らせず弊社の判断で行う場合があり、これをスポットは承諾する

ものとします。 

５．スポットは本アプリを利用するために必要なあらゆる機器、ソフトウェア、通信手段

を自己の責任と費用において、適切に整備するものとします。 

 

第１２条 禁止行為 

１．スポットは、以下の行為又はそのおそれがある行為を行ってはならないものとします。 

（1）法令又は公序良俗に反する行為 

（2）犯罪行為の全部又は一部をなす行為 

（3）暴力的、グロテスク、その他一般的に不快を感ずる文章、画像、図画、イメージ、

その他の表現及び情報等の投稿する行為 

（4）ストーキング行為を行う等の第三者に対する嫌がらせ行為 

（5）他の利用者、スポット又は第三者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその信用、名誉、

プライバシー権、肖像権その他一切の権利を侵害する行為 

（6）弊社、スポット又は第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、技術

上もしくは営業上のノウハウその他の権利、又はこれらの権利に基づく実施権等の権利を

侵害する行為 

（7）他の利用者、スポット又は第三者の個人情報を投稿又は掲載する行為 

（8）わいせつな表現、アダルト画像・図画、又は露出度の高い画像・図画の投稿 

（9）アダルトサイト、出会い系サイト、年齢制限を有するサイト等への誘導、リンクさ

せる行為 

（10）政治的活動、宗教活動、宗教団体への勧誘する行為 

（11）異性交際を求める/求めに応じる等の不適切な交際を促進する行為 

（12）登録情報において、実在する第三者の人物・団体名などを登録する行為 

（13）他のスポット又は第三者になりすまして本アプリを利用する行為 

（14）1つのスポット資格を複数人で利用する/1人で複数のスポット資格を保有する行為 

（15）本アプリを弊社の許可なく商用利用する行為 



（16）連鎖講（マルチ商法、ねずみ講、マルチまがい商法）などに類する勧誘・取引行為 

（17）本アプリ内のおだちん、本アプリ内の機能、本アプリ内の機能の操作、その他本ア

プリに関する一切の事由について、現実の通貨で売買する行為 

（18）本アプリのサーバー又はネットワークに著しく負荷をかける行為 

（19）チートツール、BOT、その他の技術を利用して本アプリを不正に操作する行為 

（20）本アプリに発生した不具合を意図的に利用する行為 

（21）ジェイルブレイク等、端末に対して改変を行った状態での本アプリへのアクセス行

為 

（22）本アプリの全部又は一部を複製もしくは改変する行為、又は逆コンパイル等のリバ

ースエンジニアリングをする行為 

（23）本アプリを第三者に再配布する行為 

（24）本アプリに関するウェブサイト上の情報を改ざん、又は消去する行為 

（25）無差別にメール送信、コミュニティ参加依頼、メッセージ投稿する行為 

（26）他の利用者、スポット又は第三者をコンピューター・ウイルスに感染させる行為 

（27）その他弊社が不適切と判断する行為 

２．弊社は、スポットが前項各号の行為を行った場合、当該スポットの本アプリの利用制

限、利用停止、利用終了、登録情報の削除等の弊社が適切と判断する措置を行うことがで

きるものとします。 

３．本条第 1 項各号の行為をスポットが行うことによって、他の利用者、スポット又は第

三者との間でトラブルが生じた場合、当該スポットは、自己の責任と費用においてこれを

解決し、弊社は一切の責任を負わないものとします。 

 

第１３条 利用終了 

１．弊社は、スポットに以下の事由が一つでも発生したと弊社が判断した場合、何らの催

告なくして、直ちにスポットの利用を終了させることができるものとします。 

（1）支払の停止又は支払不能があったとき 

（2）債務者として、重要な財産について、仮差押え、仮処分、保全差押え、差押えの命

令又は通知が発送されたとき 

（3）破産手続、特別清算手続、民事再生手続又は会社更生手続等の申立てがあったとき 

（4）解散、事業の全部もしくは重要な一部の譲渡等の決議があったとき、又は決議によ

らない解散がなされたとき 

（5）信用・資力が著しく低下したとき、又は信用・資力に重大な悪影響を及ぼす営業上

の変更があったとき 

（6）監督官庁による、営業に必要な許認可等の取消又は喪失、営業停止等の処分がなさ

れたとき 

（7）故意の不正行為等著しく不信義な行為があったとき 

（8）スポットが反社会勢力に該当しもしくは該当していたことが判明したとき 

（9）前各号の一が発生するおそれがあると弊社が認めたとき 

 

第１４条 スポットへの通知 

１．弊社からの通知を、本アプリ上に表示することにより行う場合は、弊社が本アプリ上

に通知を表示したときに、スポットに通知が到達したものとみなします。 

２．弊社からの通知を、弊社に登録された FAX、メールアドレス等に送信することにより

行う場合は、通常到達すべきときに、スポットに通知が到達したものとみなします。 

 

第１５条 権利義務の譲渡の禁止 

スポットは、本アプリに関するスポット資格、スポット資格に基づく権利・義務の一切を、

第三者に譲渡し又は担保に供してはならないものとします。 



 

第１６条 利用停止等 

１．弊社は、以下に掲げる場合は、スポットに事前に通知又は催告することなく、本アプ

リの利用制限、又は利用停止させることができるものとします。 

（1）弊社が別途定める期間本アプリを利用しなかった場合 

（2）登録情報を利用して連絡が取ることができなくなった場合 

（3）スポットによる本アプリを含む弊社のサービスの利用に関し他の利用者、スポット

又は第三者から弊社にクレーム、請求等がなされ、かつ弊社が必要と認めた場合 

（4）スポットが反社会勢力に該当しもしくは該当していたことが判明した場合 

（5）本アプリの保守のために必要な場合 

（6）本アプリのシステムに不具合があった場合 

（7）その他本規約に違反する行為があった場合 

２．弊社はスポットに対して、前項の措置を講じた理由を開示する義務を負わないものと

します。 

３．スポットが第 1項各号（第 1号、第 5 号、第 6号を除く）のいずれかに該当すること

により弊社が損害を被った場合、弊社は当該スポットに対して損害の賠償を請求できるも

のとします。 

 

第１７条 退会 

１．スポットは、弊社が定める方法により、本アプリの利用を終了することができるもの

とします。退会に伴い、本アプリにおけるスポットとしての一切の権利を失うものとしま

す。但し、スポットからの申請を受けて弊社が退会手続きを完了後、システム上反映され

るまで弊社所定の時間が必要な場合があり、スポットはこれを承諾するものとします。 

２．個人情報は障害や不正行為への対応を目的として弊社にて一定期間保存された後、削

除いたします。 

 

第１８条 本アプリの修正等 

弊社は、弊社の都合により、スポットに通知することなく、いつでも任意の理由で本アプ

リについて修正、追加、変更、中断、終了、運営を第三者に委託、又は本アプリを第三者

に譲渡することができます。この場合、スポットに発生した損害について、弊社は一切の

責任を負わないものとします。 

 

第１９条 利用規約の変更 

１．弊社は、随時本規約を改訂することができるものとし、変更後の規約は本アプリ上に

表示した時点より効力を生じるものとします。 

２．スポットは、本規約の変更の効力が生じた後に本アプリを利用した時点で、記載内容

に同意したものとみなされ、当該スポットと弊社との間で改定後の規約の効力が発生する

ものとします。 

 

第２０条 準拠法・裁判管轄 

１．本規約は、日本法に従って解釈されます。 

２．弊社とスポットとの紛争については、日本法を準拠法とし、訴額に応じて東京簡易裁

判所又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。 

 

 

2020年 2月 20日 施行 

 


