
ビットキャッシュ会員規約 

 

ビットキャッシュ株式会社（以下、「当社」といいます。）は、当社が会員に提供

するサービスに関し、以下のとおり規約（以下、「本規約」といいます。）を定

め、会員は、これに同意し、遵守するものとします。本規約に定めのない事項につ

いては利用規約が適用されるものとします。  

 

第１条（定義） 

本規約における用語は、それぞれ以下の通りの意味を有するものとします。  

（１）「会員」  

利用規約及び本規約に同意した上で、本規約第２条で規定する手続きを完了した利

用者をいいます。  

（２）「本サイト」 

当社が運営するウェブサイトをいいます。  

（３）「利用規約」 

本サイトで公開している「ビットキャッシュ利用規約」をいいます。  

（４）「広告提供会社」 

 本サイトで広告を掲載する法人をいいます。   

（５）「本登録」 

 当社と会員間の利用規約および本規約に基づく会員登録をいいます。   

（６）「会員登録希望者」 

 本登録を希望し、会員になろうとする者をいいます。  

（７）「ひらがなID」 

 ビットキャッシュ決済サービスを利用するために、会員が使用する16文字のひらが

なの組合せによるIDをいいます。  

（８）「加盟店」 

 当社と別途、ビットキャッシュ加盟店約款に基づく加盟店契約を締結した法人又

は個人をいいます。 

（９）「反社会的勢力等」 

 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、右翼団

体、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標榜ゴロ、特殊知能暴力集団その他これ

に準ずる者をいいます。 

（10）「本サービス」  

当社が本規約に基づき会員に提供する以下のサービスをいいます。  



(1)コインサービス 

コインを提供するサービスをいいます。コインとは、当社が一定の条件に従って会

員に付与するものをいいます。コインは本サイトで商品と交換することができま

す。  

(2)マイビットキャッシュサービス 

マイビットキャッシュを提供するサービスをいいます。マイビットキャッシュと

は、会員になることで保有できる会員専用のひらがなIDをいいます。  

(3)メッセージボックスサービス 

メッセージボックスを提供するサービスをいいます。メッセージボックスとは、当

社または当社の認める第三者からのお知らせ（システム情報やキャンペーン当選

等）を会員に通知するためのメッセージ機能をいいます。   

(4)ギフトボックスサービス 

ギフトボックスを提供するサービスをいいます。ギフトボックスとは、当社または

第三者からギフトとして送られたものを管理する機能をいいます。   

(5)定期払いサービス 

ビットキャッシュ決済を定期的かつ自動で行うサービスをいいます。定期払いサー

ビスの申し込み手続きが完了すると、会員が加盟店の提供する定期的に支払いの発

生する商品を購入し又は役務を利用する時に、ビットキャッシュ決済を定期的かつ

自動で行うことができます。 

(6)その他サービス 

(1)ないし(5)のほか当社が会員専用に提供するサービスをいいます。   

 

第２条（会員登録） 

１．ビットキャッシュ会員登録を行える者は、以下の全ての条件を満たすものとし

ます。 

（１）未成年の個人の場合は明示黙示を問わず法定代理人の同意を得ていること。   

（２）当社が定める事項を正確に登録すること   

（３）その他当社が随時定める会員登録資格を満たしていること   

２．会員登録希望者は、本サイトの会員登録画面にて、当社の定める形式にて必要

な事項を入力し、「同意する」旨のボタンを押下することで、利用規約及び本規約

に同意した上で本登録手続きを申し込むものとします。   

３. 前項の申込みを受け、当社が本登録完了の通知を当社所定の方法で会員登録希望

者に対して行った時点で、本登録は完了し、会員登録希望者は会員となります。  

４．当社は、会員登録希望者が以下のいずれか一つにでも該当する場合、本登録を



行わないものとします。  本登録後に当該事由に該当する場合も同様とします。  

（１）実在しない場合   

（２）過去に本規約に違反したことがある場合   

（３）登録申込に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがある場合   

（４）上記のほか、会員として適当ではないと当社が判断した場合  

 

第３条（メンバーズID、パスワード、パスナンバー、ログインコードの管理責任） 

１．会員登録希望者は、本サイトでメンバーズID、パスワードを設定し、当社所定

のフォーマットにより、登録するものとします。   

２．会員は、メンバーズID、パスワード、パスナンバー、ログインコードを厳重に

管理するものとします。 

３．会員が、メンバーズID、パスワード、パスナンバー、ログインコードの全部又

は一部について忘れた場合や、思い出せない場合、盗まれた場合等であっても当社

は責任を負わないものとします。  

４．当社は、会員のメンバーズID、パスワード、パスナンバー、ログインコードを

利用してなされた行為は、会員として登録された者の意思に基づく行為とみなし、

会員は、その結果について一切の責任を負うものとします。   

５．会員はログインコードを受信できる連絡先を登録することとします。当社は、

会員がログインコードを受信できないことによる不利益について一切の責任を負わ

ないものとします。   

 

第４条（コインの取得） 

１．会員は、当社が定める方法により、コインを取得することができるものとしま

す。  

２．当社は、コインを取得できる機会やコインの有効期間等の条件、取得できるコ

イン数、取得時期等を決することができるものとします。   

３．会員は、取得したコインを譲渡、貸与する等、第三者が使用可能となる一切の

行為が禁止されるものとします。  

４．会員は、本規約第５条に従い、取得したコインを、当社が決めた商品と引き換

えることができます。   

５．会員が、有効期限までに、コインを使用しなかった場合、当該コインは使用で

きなくなるものとします。  

６．会員が登録情報変更を怠った場合、当社は、会員のコインを使用できなくする

ことができるものとします。   



 

第５条（商品との引き換え） 

１．会員が、コインと商品の引き換えを請求する場合、当社所定の方法によるもの

とします。  

２．当社は、引き換えに必要なコインの数等の条件を決めることができるものとし

ます。 

３．会員が当社に商品との交換を申請した時点で、会員の所有コイン数から商品と

の引換えに必要なコイン数が差し引かれるものとします。なお、会員は、コインの

使用を取消すことはできないものとします。  

 

第６条（マイビットキャッシュサービス） 

会員は、マイビットキャッシュサービス利用の場合は、以下の条件に従うものとし

ます。 

 （１）マイビットキャッシュのひらがなIDを善良なる管理者の注意をもって厳重に

管理すること  

（２）退会すると、マイビットキャッシュサービスは利用できなくなること   

（３）マイビットキャッシュを譲渡、貸与する等、第三者が利用可能となる一切の

行為が禁止されること   

（４）当社は会員がマイビットキャッシュサービスを利用した場合に受けることの

できる特典やその条件等を決められることができること  

（５）会員はマイビットキャッシュサービスで購入する商品又は役務の内容その他

取引条件について当社が関与するものではないことを確認すること  

（６）その他、当社の定める条件に従うこと   

 

第７条（メッセージボックスサービス） 

会員は、メッセージボックスサービス利用の場合は、以下の条件に従うものとしま

す。  

（１）メッセージボックスのメッセージは、当社の定める期間経過後は自動的に削

除されること  

（２）その他、当社の定める条件に従うこと   

 

第８条（ギフトボックスサービス） 

会員は、ギフトボックスサービス利用の場合は、以下の条件に従うものとします。  

（１）ギフトボックスのギフト内容は、定められた期間経過後は取得や閲覧ができ



なくなること  

（２）その他、当社の定める条件に従うこと  

 

第９条（定期払いサービス） 

会員は、定期払いサービス利用の場合は、以下の条件に従うものとします。  

（１）定期払いサービスは、会員が加盟店の提供する定期的に支払いの発生する商

品を購入し又は役務を利用し、かつ当社の定期払いサービスに申し込んだ場合にの

み利用できます。 

（２）定期払いサービスの利用により加盟店から提供される商品又は役務の内容に

ついては、加盟店に問い合わせるものとします。  

（３）会員は当社が商品又は役務の内容その他取引条件について関与するものでは

ないことを確認するものとします。 

（４）その他、当社の定める条件に従うこと  

 

第１０条（その他サービス） 

会員は、その他サービスを利用する場合、当社の定める条件に従うものとします。  

 

第１１条（広告提供会社等との関係) 

１．会員が広告提供会社との間で取引を行う場合、また、広告提供会社が提供する

販売告知や販売支援などのマーケティング活動に参加する等の場合は、会員自身の

責任と判断により行うものとし、万一トラブルが生じた場合にも広告提供会社との

間で直接解決するものとします。  

２．当社は、広告提供会社、その他当社以外の者が運営するウェブサイトにおいて

提供される情報や、そこで行われる取引等について、その正確性、適法性、有用性

等の一切の事項を保証しません。  

 

第１２条（会員の禁止事項） 

１．会員は、本サービスの利用または当社へのアクセスにあたり、以下の行為に該

当し、または、該当する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、又は公序良俗に違反する行為   

（２）本規約又は利用規約に違反する行為 

（３）不正な方法によりコインを獲得する、不正に取得したビットキャッシュでマ

イビットキャッシュサービスを利用する、メッセージボックスサービスやギフトボ

ックスサービスを不正に利用する等、本サービスの提供を不正に受けようとする行



為  

（４）不正アクセスその他本サービスの運営を妨害する行為   

（５）上記の他、当社、他の会員またはその他の第三者の権利を不当に侵害する行

為  

（６）実在しない架空の個人情報を使用しての登録や事実と異なる虚偽の事項を登

録する行為 

（７）販売代理店以外で取得したビットキャッシュでマイビットキャッシュを利用

する行為 

（８）自己のマイビットキャッシュの代金を第三者に支払わせる行為  

（９）本サービスの運営を妨げる行為であると当社が認める行為   

２．当社は、会員が前項各号のいずれかに該当すると判断した場合、会員の本サー

ビスの利用の全部又は一部の停止又は本規約に基づき会員との間で締結された本サ

ービスの利用契約の解除その他の必要な措置（マイビットキャッシュの無効化の措

置を含みますが、これに限られません。）ができるものとします。   

 

第１３条（免責事項等） 

１．当社が必要と判断した場合には、会員にあらかじめ通知することなくいつでも

本サービスの内容を変更し、または、本サービスの提供を停止することがありま

す。ただし、本サービスの本旨に係る部分の変更については、事前又は事後直ちに

会員に通知するものとします。 

２．当社は、会員の希望に応じて提供されたものであるか否かにかかわらず、本サ

イト、又は会員宛ての電子メールにおいて提供した情報の認識可能性、着信可能

性、正確性、信頼性、有益性その他の事項について保証いたしません。   

３．当社は、会員が行う端末ごとやIPアドレスごとなどのアクセス制限について

は、悪意ある攻撃を受けた場合、その効果を保証しないものとします。   

４．当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、終了、利用不能又は変

更、会員が本サービスに送信したデータ等の削除又は消失、会員の登録の抹消、本

サービスの利用によるデータ等の消失又は機器の故障若しくは損傷、その他本サー

ビスに関して会員が被った損害につき、賠償する責任を一切負わないものとしま

す。 

５. 当社は、会員間の通信や活動に関与しません。万一会員間で紛争や問題が生じた

場合には、当該会員間の責任と費用でこれを解決するものとし、当社はこれに一切

関与しません。 

６. 会員と第三者との間で紛争が生じた場合には、会員は自身の責任と費用でこれを



解決するものとし、当社はこれに一切関与しません。  

７. 会員は、本サイトからリンクされているウェブサイトが、それぞれのサービス運

営者の責任のもとに運営されていること、また、本サイトに掲載されている各種広

告からリンクされているウェブサイトが広告主の責任により運営されていることを

了承するものとします。また、当社は、これらのウェブサイトについて、違法性、

正確性、道徳性、コンピュータウィルスに感染していないことや、会員が意図して

いない情報を含まないものであることなどのいかなる保証をするものではなく、こ

れらのウェブサイトの利用や掲載商品、サービス等を推奨するものではありませ

ん。 

８. 当社は、本サービスが全ての端末に対応していることを保証するものではなく、

また、仮に本サービスの利用開始時に対応していた場合でも、本サービスの利用に

供する端末のOSのバージョンアップ等に伴い本サービスの動作に不具合が生じる可

能性があることについて、会員は予め承諾するものとします。当社は、かかる不具

合が生じた場合に当社が行うプログラムの修正等により当該不具合が解消されるこ

とを保証するものではありません。 

９. 本サービスに関連して会員が被った損害についての当社の賠償責任の範囲は、当

社の責に帰すべき事由により現実に発生した直接かつ通常の損害に限られるものと

し、かつ、損害の事由が生じた時点から遡って過去1年間に当該会員から現実に受領

した本サービスの利用料金の総額を上限とするものとします。ただし、本項本文の

定めは、当社に故意若しくは重過失がある場合又は消費者契約法その他の法令の適

用により当社の賠償責任の制限が認められない場合には適用されないものとし、当

社は、当社の責に帰すべき事由により会員に生じた通常の損害及び特別な事情によ

って発生した損害であって当社にとってその発生が合理的に予見されるものを賠償

するものとします。 

 

第１４条（登録された個人情報の取扱い） 

１．当社は、本サイトに掲示している当社のプライバシーポリシー（以下「プライ

バシーポリシー」といいます。）に則り個人情報の登録を受け、これを適切に管

理・保存し、利用するものとします。  なお、会員宛ての電子メールには第三者の広

告が含まれることがあります。   

２．登録した情報に変更があった場合、会員は、当社が定める方法により速やかに

登録内容の変更を行うものとします。会員がかかる変更を怠ったことによる不利益

について、当社は責任を負わないものとします。また、この場合、当社は当該会員

を退会処分にできるものとします。   



３．会員は、当社が個人情報を以下の目的で利用することに同意するものとしま

す。  

（１）会員情報の把握   

（２）会員登録時の審査   

（３）会員の本規約の遵守状況の確認   

（４）会員からの問い合わせ対応  

（５）メールマガジンの配信   

（６）アンケートの実施   

（７）キャンペーン等の景品の配送   

（８）ビットキャッシュ購入代金決済（クレジットカード、コンビニ代金収納等）

時の本人確認  

（９）セレクトショップでの各種商品を購入する時の本人確認   

 

第１５条（退会） 

１．会員は、当社が定める手続により、いつでも退会することができるものとしま

す。なお、会員は退会にともなって本サービスの利用ができなくなることだけでな

く、当社に対して、本サービスに関する一切の権利を失うものとします。   

２．会員は、退会時において定期払いサービスの利用を継続している場合、当該定

期払いサービスの全部を解約しなければ退会できないものとします。定期払いサー

ビスの解約等の手続きは、会員が各加盟店の定めに従って行うものとします。な

お、会員は、各加盟店が提供する商品又は役務に関する契約の解約手続きも、各加

盟店との間で実施するものとします。 

３．会員が、例えば登録内容の変更を怠った場合など、本規約に違反した場合、ま

たは１２ヶ月間連続して本サービスを利用しなかった場合には、当社は当該会員に

対して退会処分を行うことができるものとします。  

４．会員は、本条第１項又は第３項により退会した場合、本サービスにおいて会員

が取得したコイン又はビットキャッシュの利用に関するサービスその他のサービス

の利用を行うことはできなくなります。疑義を避けるための例示として、それまで

に会員が取得したコインは全て使用できなくなり、マイビットキャッシュサービス

の利用も行えません。また、セレクトショップで購入した商品のデジタルコードを

カードボックスで確認することができなくなるものとします。会員は、これを理解

した上で、退会にかかる手続を行うものとします。  

５．退会の場合、当社は当該会員が登録した個人情報を、プライバシーポリシーに

定める目的で、法令等または当社の定める所定の期間、個人情報を管理・保存し、



利用をできるものとします。   

６．会員は、退会後、退会手続きの間に配信手続きが完了していた情報等が当社か

ら会員に送付される場合があることを予め同意するものとします。   

 

第１６条（反社会的勢力等の排除） 

当社は、反社会的勢力等による本サービスの利用を禁止します。当社は、契約者が

これらの者に該当すると判断した場合、事前に契約者に通知することなく、本サー

ビスの提供を停止し、又はサービス利用契約の解除をすることができるものとしま

す。当社は、本サービスの提供停止又はサービス利用契約の解除によって契約者に

生じた損害や不利益について、一切の責任を負いません。  

 

第１７条（処分等の禁止） 

１. 会員は、当社の書面による事前の承諾なく、サービス利用契約上の地位又は本規

約に基づく権利義務の全部又は一部を、第三者に対する譲渡、承継（合併、会社分

割等による包括承継を含みます。）し又は担保の目的に供することはできません。  

２. 当社が本サービスにかかる事業を他者に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い

本規約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録情報その他の顧客

情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡できるものとし、会員は、かかる譲渡につき予

め同意したものとみなします。 

 

第１８条（本規約の変更） 

当社は、本規約を自己の裁量により変更できるものとします。当社は、本規約を変

更する場合には、あらかじめ変更後の本規約の内容及びその効力発生時期を、当社

が運営するウェブサイト内の適宜の場所への掲示する方法により周知することとし

ます。この周知が行われ、効力発生時期が到来した場合には、本規約の内容は、変

更後の本規約によります。なお、本規約の変更があった場合、会員は、本規約の変

更後も引き続き本サービスを利用することにより、当該変更後の本規約に同意した

ものとみなされます。 

 

第１９条（分離可能性） 

本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効

又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又

は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有します。当

社及び会員は、当該無効若しくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力を持



たせるために本規約を必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項又は

部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものと

します。 

 

第２０条（利用規約との関係） 

利用規約と本規約の内容に乖離がある場合、本規約が優先して適用されるものとし

ます。 

 

第２１条（本登録の終了） 

会員が、退会した場合、当社から退会処分を受けた場合、または本サービスが全て

終了する場合、本登録は抹消されるものとします。  

 

第２２条（準拠法及び合意管轄） 

本規約の準拠法は日本法とし、本規約に起因し又は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 4 年 3 月 28 日 改定 


