
利用規約 
 

本規約は、空気株式会社（以下、「当社」といいます）が提供するアプリケーション「ミスターシェ
イプのタッチカード」（以下、「本アプリ」といいます）、およびこれに関わるサービス（以下、「本サ
ービス」といいます）の利用について、以下のとおり利用規約（以下「本規約」といいます）を定め
ます。 
 
1.   用語の定義 
本規約では、以下の用語を使用します。 
(1)  「本コンテンツ」とは、本アプリを通じて当社が提供する、イラスト画像、動画、文章、音
声、音楽、その他のデジタルコンテンツをいいます。 

(2)  「利用者」とは、本アプリの利用者をいいます。 
(3)  「ストア」とは、playストア又はApp Store 等、当社が利用者に対し本アプリのインス 
トールを許諾しあるいは本コンテンツ利用に関する課金を行うために利用するサービスを
いいます。 

 
2.   規約への同意 
(1)  本アプリおよび本サービスを利用する際には、本規約に必ず同意の上、ご利用ください。利
用者が本サービスの全部または一部を利用された場合には、本規約に同意されたものとみ
なされます。 

(2)  本規約については、利用者に対する事前の通知なく、当社が変更できるものとします。本規
約が変更された後に本アプリを利用された場合には、変更後の本規約に同意したものとみ
なされます。 

 
3.   本サービスの利用および本コンテンツの提供 
(1)  利用者は、本アプリをストアを経由してインストールするものとします。 
(2)  本アプリインストールの際には、通信料がかかります。かかる通信料は利用者の負担となり
ます。 

(3)  本コンテンツは、利用者によるダウンロード手続が終了した時に、利用者に提供されるもの
とします。 

(4)  利用者は、本サービスを利用するために必要なデバイス、通信機器、オペレーションシステ
ム、通信手段及び電力等を、利用者の費用と責任で用意しなければなりません。 

(5)  当社は、当社が必要と判断する場合、あらかじめ利用者に通知することなく、いつでも、本
サービス及び本コンテンツの全部または一部の内容を変更し、またその提供を中止するこ
とができるものとします。 

 
4.   利用代金および決済方法について 
(1)  本コンテンツの利用代金は、コース別に本アプリ内に表示されます。 
(2)  利用者は、当社が定める定額制のコースを利用する場合には、ストアが定める規定に従い支
払うものとします。 

(3)  利用者は、本コンテンツの利用代金をストアが定める支払い方法で支払うものとします。 



(4)  本コンテンツの購入の際には、本コンテンツの代金の他に別途通信料がかかります。かかる
通信料は利用者の負担となります。 

(5)  本コンテンツの代金の支払いに関して、当社とはかかわりのない事由に関連して、利用者と
ストアとの間で何らかの紛争が発生した場合は、すべて利用者とストアの間で解決するも
のとし、当社は一切の責任を負わないものとします。 

(6)  未成年者が本コンテンツを利用する場合、あらかじめ保護者または親権者の同意を得てい
るものとします。 

(7)  定額制サービスは、代金を支払っているストアが定める期限までに解除を完了しない場合、
契約は自動更新されます。 

(8)  利用者が本アプリをアンインストールしたとしても、定額制サービスの利用代金の課金は
終了しません。利用者が課金の停止を行う場合には、別途ストアの定める手続きをとらなけ
ればなりません。 

(9)  本コンテンツの利用料や利用内容を、利用者に事前告知せず、キャンペーン等で一時的に変
更することがあります。その際発生した差額の補てんは一切いたしません。 

(10)  本アプリおよび本サービスは、自らが設定したApple、Google 等のアカウント（ID、メ
ールアドレスなどがありますがこれに限りません）を有する個人の方のみが利用できます。
法人、組合、サークル等の団体での利用を希望する場合には、事前に当社に連絡し、当社の
承諾を得た場合のみ利用できるものとします。   

 
5.   本コンテンツの代金の払い戻しについて 
(1)  本コンテンツの代金については、法令により払い戻しをするべき場合を除き、いかなる場合
であっても、払い戻しは行いません。 

(2)  法令により払い戻しをするべき場合は、当社は、WEBサイト等への掲載その他の方法によ
り、その事実関係及び払い戻し方法を公示するほか、法令の定めに従って払い戻し手続きを
行うものとします。 

 
6.   禁止行為 
(1)  利用者は、いかなる場合でも本コンテンツを現金等に交換することはできません。 
(2)  利用者は、本サービスに関して以下の行為を一切行ってはならないものとします。 
a.   本利用規約に反する行為 
b.   本コンテンツのコピーおよび複製行為 
c.   本サービスに関して当社又は第三者の権利を侵害する、またはそのおそれがある行為 
d.   本コンテンツを本アプリ内での利用以外の目的で使用する行為 
e.   本サービスを利用した営利行為、商業行為、その他これに類するとみなされる行為 
f.   本サービスの不具合を意図的に利用する行為等の不正アクセス行為、類似または同様の
問い合わせを必要以上に繰り返す行為、その他本サービスの運営を妨害する、またはそ
のおそれがある行為 

g.   法令に違反する、または違反する可能性がある行為 
h.   その他、当社が不適当と判断した行為 

(3)  利用者が本規約に違反することにより、当社または本サービスに係る知的財産権を有する
者が何らかの損害を被った場合、当社は利用者に対して損害の賠償ができるものとします。 



 
7.   免責事項・ご利用条件 
(1)  当社は、本サービスに当社また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)  利用者は、本コンテンツを、本サービスが予定している利用態様を超えて利用(複製、送信、
転載、改変などの行為を含みます)してはなりません。 

(3)  利用者は、自らの責任において本サービスを利用するものとし、本サービスにおいて自らが
行った一切の行為及びその結果について一切の責任を負います。 

(4)  利用者は、利用者が本サービスを利用したことに起因して(当社がかかる利用を原因として
第三者からクレームを受けた場合を含みます)、当社が直接又は間接に何らかの損害(弁護士
費用の負担を含みます)を被った場合、当社の請求に従い直ちにこれを賠償しなければなり
ません。 

(5)  当社は、本サービス(本コンテンツを含む)に事実上または法律上の瑕疵(安全性、 信頼性、
正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラー
やバグ、権利侵害などを含む)がないことを明示的にも黙示的にも保証しません。当社は、
利用者に対し、かかる瑕疵を除去して本サービスを提供する義務を負いません。 

(6)  当社は、本サービスに起因して利用者に生じたあらゆる損害について一切の責任を負いま
せん。 

(7)  当社の過失(重過失を除く)による債務不履行または不法行為により利用者に生じた損害の
賠償を行う場合、当社は本アプリの利用料の 1 ヶ月相当額を上限として賠償の責任を負う
ものとします。 

 
8.   利用停止、資格の喪失 
(1)  当社は、利用者が本コンテンツの代金を支払わない場合、本利用規約等に違反した場合、及
び法令、条例に違反した場合その他不正行為があった場合、利用者に対する本サービスの提
供を停止する等の措置をとることができます。 

(2)  当社が、利用者に対して、本サービスの提供を中断、停止または廃止した場合、これによる
本コンテンツ代金の返金は行いません。 

 
9.   本サービスの終了について 
当社は、法令の改廃、社会情勢の変化、その他当社をめぐる諸事情の変化等の事情により、 
本サービスを終了することがあります。 

 
10.  個人情報の保護 
当社は、利用者のプライバシー情報を、「空気株式会社 プライバシーポリシー」に従って適切
に取り扱います。 

 
本アプリでは、ご利用にあたり個人を特定しうる情報（名前、性別、生年月日、住所、電話番号
等）を収集しておらず、安心してご利用いただけます。ただし、以下のケースについてはあらか
じめご承知おきください。 
l   お問合せ等でメールを使用された場合、メールアドレスは個人を区別するために保存され、
ご返答の目的に沿って利用されます。 



l   本アプリでは、サービスの改善のためにGoogle Analytics による動向分析を行っており、
お客様の端末には本アプリのご利用状況（起動した回数や、使用時間、遊んでいただいたカ
ードの種別等）が Cookie に保存されます。これは個人の特定につながるものではござい
ませんが、Google Analytics はこのCookie を利用し統計情報として出力しております。 

 
11.  紛争 
当社と本アプリ利用者間で紛争が生じた場合には、福岡地方裁判所を専属的合意管轄とします。 
その場合、準拠法は日本法とします。 

 
12.  施行日・改定日 
2019年 7月 1日 施行 

  



Terms of Service 
 

These Terms of Service are made in relation to the use of Mr. Shape’s Touch Card (hereinafter referred 
to as “Application”) developed by KOO-KI Co., Ltd. (hereinafter referred to as “Company”) and the 
service under this Application (hereinafter referred to as “Service”) as set out below.  
 
1.   Definitions 

The Terms of Service uses the following terms:  
(1)  “Contents” shall mean the whole content provided by Company, including, but not limited to, 

illustrations, animations, sentences, sounds, music, and other digital contents.  
(2)  “Users” shall mean the users of this Application.  
(3)  “Store” shall mean a service used to allow Users to install Application from Company or to 

charge Users for use of Contents, such as the play store, the App Store, etc..  
 

2.   Agreement on Terms of Service  
(1)  Users agree to Terms of Service prior to use of Application and Service. When Users use 

Service in whole or in part, Users are deemed to agree to Terms of Service.  
(2)  Company may revise Terms of Service without prior notice to Users. By using Application 

after a revision of Terms of Service, Users are deemed to agree to the revised Terms of Service.  
 
3.   Use of Service and Provision of Contents  

(1)  Users shall install Application via Store.  
(2)  A mobile data fee shall be charged for installing Application, and such fee shall be paid by 

Users.  
(3)  Contents shall be provided to Users when downloading of Contents is completed.  
(4)  Users shall be responsible for preparing required devices, including without limitation, 

telecommunication equipment, operating system, means of communication, electricity, at their 
own expense and responsibility to use Service.  

(5)  Company shall, at its sole discretion, revise Service and Contents in whole or in part or stop 
providing them anytime without prior notice to Users.  

 
4.   Payment  

(1)  The charges for use of Contents shall be displayed in Application depending on types of use.  
(2)  When Users use the subscription types provided by Company, Users shall pay in accordance 

with the regulation stipulated by Store.  
(3)  Users shall pay the charges for use of Contents in accordance with the payment method of 

Store.   
(4)  When Users purchase Contents, an additional mobile data fee shall be charged besides the 

charges of Contents. Such additional fee shall be borne by Users.  
(5)  Any disputes arising between Users and Store regarding payment of Contents which is not 

relevant to Company shall be settled between Users and Store. Company shall not be liable for 
such disputes.  

(6)  When minors use Contents, minors are deemed to obtain the consent of their parent or other 



legal guardian.  
(7)  The subscription types of Service shall be automatically renewed unless Users terminate 

Service by the date Store designates.  
(8)  Un-installing of Application shall not terminate the payment of the charges for use of 

subscription types of Service. Users shall follow the instructions set out by Store to terminate 
the payment.  

(9)  Company may revise Contents or Service temporarily without prior notice to Users. Company 
shall not indemnify any loss incurred from such temporary revision of Contents or Service.  

(10)   Application and Service may be used only by an individual who obtains a personal account 
of Apple or Google (including, but not limited to ID, email address). If Users wish to use 
Application as a corporation, association, club or others, Users may do so only after obtaining 
the prior consent of Company.  

 
5.   Refund  

(1)  The charges of Contents shall not be refunded for whatever reason except for a case where laws 
and regulations order Company to refund.  

(2)  In a case where laws and regulations order Company to refund, Company shall post on Website 
or announce the method of refund in accordance with laws and regulations.  

 
6.   Prohibited Actions  

(1)  Users shall not be allowed to exchange Contents for cash or other materials for whatever reason.  
(2)  Users are prohibited to do the following:  

a.   violate these Terms of Service;  
b.   copy Contents;  
c.   infringe or likely to infringe Company’s rights or third person right relating to Service; 
d.   use Service for purposes other than the purposes of using Application;  
e.   use Service for commercial activities, business activities, and other similar activities;  
f.   unauthorized access, such as intentionally using a defective Service, repeatedly asking 

similar or same inquiries beyond the extent necessary, impeding or hindering the use of 
Service;  

g.   violate or possibly violate laws and regulations;  
h.   other inappropriate use determined by Company.  

(3)  Company may claim the compensation for damages to Users if Company or a person who has 
the intellectual property rights regarding Service incurs any damages from the violation of these 
Terms of Service.  

 
7.   Disclaimer  

(1)  Company may post advertisements of Company or a third person in Service.  
(2)  Users shall not use Contents beyond the ordinary way of use of Service (including copying, 

transmission, reproduction, and modification).  
(3)  Users shall use Service at their own responsibility. Users shall be liable for use of Service and 

its results in connection with Service.  
(4)  If Company incurs any direct or indirect damages (including legal fees) from the use of Service 



by Users (including claims from a third person due to the use of Service), Users shall 
compensate such damages  immediately.  

(5)  Company shall not explicitly or implicitly warrant that Service (including Contents) has no 
defects (defects relating to safety, reliability, accuracy, integrity, effectiveness, compatibility 
for specific purpose, and security, errors, bugs and infringement). Company shall not have any 
responsibility to remove such defects and provide Service without any defects.  

(6)  Company shall have no responsibility for any damages incurred to Users arising from the use 
of Service.  

(7)  In the case where Company compensates Users for damages incurred from Company’s 
negligence (excluding gross negligence), the maximum liability of Company shall be the 
charges for use of Application for one (1) month.  

 
8.   Suspension of Use and Disqualification  

(1)  Company may suspend the use of Service when Users (a) fail to pay the charges of Contents, 
(b) violate these Terms of Service, or (c) violate laws or regulations.  

(2)  Company shall not refund any charges of Contents to Users in case of suspension, cancellation 
or abolishment of Service.  

 
9.   Termination of Service 

Company may terminate Service due to revisions or abolishment of laws and regulations, changes 
in social situations, and other circumstances.  

 
10.  Privacy Policy  

Company shall process Users private information appropriately in accordance with the “KOO-KI 
Co., Ltd. Privacy Policy”.  
 
Company does not collect private information (including without limitation name, sex, date of birth, 
home address, phone number) which identifies individuals except for the following:  
l   When Users send an inquiry to Company by email, Company shall maintain such information 

to distinguish individuals and use only for the purpose for replying to such inquiries.  
l   Application analyzes trends by Google Analytics in order to improve Service, and Users 

mobile device shall maintain the information (including, but not limited to, the frequency of 
starting Application, total time of use, type of cards played) in Cookie. Such information is 
not connected to identifying individuals, but Google Analytics uses this Cookie and output as 
statistical information.  

 
11.  Disputes  

When any dispute arises between Company and Users, the Fukuoka District Court shall be the 
court of exclusive jurisdiction in the first instance. The governing law shall be the law of Japan.  
 

12.  Effective Date / Revised Date  
Effective as of July 1, 2019.  


