ａｕ

ＳＴＡＲ規約

第１条(本規約の適用)
ＫＤＤＩ株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社（以下、併せて「当社」といいます｡)
は、このａｕ

ＳＴＡＲ規約（以下、「本規約」といいます｡)に基づき、ａｕ

ＳＴＡＲ

(以下、「本プログラム」といいます｡)を提供します。
２

本規約のほか、当社が定める本プログラムの利用に関する諸規定（ご利用条件等を含
みますが、これらに限られません。以下、「諸規定」といいます｡)は、本規約の一部を構
成するものとします。

３

本規約と諸規定との間に矛盾、抵触が生じた場合は、当該諸規定が優先して適用され
るものとします。

第２条（本プログラムの概要）
本プログラムは、当社が、本規約に基づく契約（以下、「会員契約」といいます。）を
締結したお客様（以下、「会員」といいます｡)に対し、当社所定の特典（以下、「本件特
典」といいます｡)を提供するプログラムです。
第３条（会員）
本プログラムの利用を希望するお客様は、本規約を承諾の上、当社所定の方法により、
当社に申込みを行うものとします。
２

お客様は、前項の申込みにあたり、当社所定の通信サービスの利用に係る契約（ａｕ
（ＬＴＥ）通信サービス契約約款又はａｕ（ＷＩＮ）通信サービス契約約款（以下、併
せて「約款」といいます。）に定めるＬＴＥデュアル、ａｕデュアル又はＵＩＭサービス
に係る契約を指し、以下、「本通信契約」といいます。）と紐付られたａｕ
する必要があります（以下、登録されたａｕ

ＩＤを登録

ＩＤを「対象ＩＤ」といいます。
）。

３

会員は、対象ＩＤを複数登録することができます。

４

当社は、別段の意思表示をした場合を除き、次の各号に定める条件を全て満たす申込
みに対してこれを承諾するものとし、かかる承諾の日において、当社とお客様との会員
契約が成立します。なお、１人のお客様につき、１つの会員契約が成立するものとしま
す。
(１) 対象ＩＤに紐づく本通信契約が、一時休止していないこと
(２) お客様が法人でないこと
(３)

お客様が、対象ＩＤが設定されたａｕ

ＷＡＬＬＥＴクレジットカード及びａｕ

ＷＡＬＬＥＴプリペイドカード（以下、併せて「カード」といいます。）の発行を受
けていること、又は対象ＩＤが設定されたａｕ
申込みを行っていること

ＷＡＬＬＥＴプリペイドカードの

第４条（本件特典の種類）
当社は、当社が別途定める日から、会員に対して、次表に定める本件特典を提供しま
す。
本件特典
ａｕ

本件特典の内容

ＳＴＡＲパスポ

ート

能とすることを内容とする特典

ａｕ

ＳＴＡＲロイヤ

ル
ａｕ

au ショップ等の当社所定の店舗での来店日時の予約等を可
一定の条件を満たした会員に対し、ＷＡＬＬＥＴポイントが
付与されることを内容とする特典

ＳＴＡＲギフト

当社所定の方法により、会員の対象ＩＤごとに物品又は当社
所定のサービスの利用に係る権利等（以下、併せて「ギフト」
といいます。
）が提供又は付与されることを内容とする特典

２

前項の規定にかかわらず、本件特典の提供の時点で、カードが失効し、又は利用停止
になった場合、当社は、当該カードに係る対象ＩＤについて、本件特典を提供しないこ
とがあります。当社は、提供しない本件特典の内容等を、本プログラムに係る当社のＷ
ＥＢサイト（以下、「本サイト」といいます。）に掲載します。

第５条（ａｕ

ＳＴＡＲロイヤル）

当社は、ＷＡＬＬＥＴポイントの付与の時点で、会員が、対象ＩＤに紐づく本通信契
約において、当社所定のデータ定額サービスに加入している場合、当該対象ＩＤごとに、
前月末日時点における本通信契約の契約年数（以下、「契約年数」といいます。）及び区
分に応じて、次表のとおりＷＡＬＬＥＴポイントを付与します。
契約年数

特典対象料金額 1,000 円 (税抜) ごとの
ＷＡＬＬＥＴポイント付与数
区分１

２

区分２

4 年以下

-

10 ポイント／月

4 年超 7 年以下

20 ポイント／月

20 ポイント／月

7 年超 10 年以下

40 ポイント／月

30 ポイント／月

10 年超 13 年以下

60 ポイント／月

40 ポイント／月

13 年超 16 年以下

80 ポイント／月

60 ポイント／月

16 年超

100 ポイント／月

80 ポイント／月

前項に定める当社所定のデータ定額サービス及び特典対象料金額とは、前項表中の区
分に応じて、次表のとおりとします。但し、会員が au スマートバリュー又は au スマ
ートバリューｍｉｎｅに加入している場合には、au スマートバリュー又は au スマート
バリューｍｉｎｅによる割引額を差し引いた金額とします。なお、特典対象料金額の
うち 1,000 円（税抜）に満たない額は切り捨てるものとし、特典対象料金額の算定方

法に係る詳細は、本サイト等で通知します。
区分

１

２

当社所定の

約款又は提供条件書に定める、デ

約款又は提供条件書に定める、au

データ定額

ータ定額１／２／３／５／８／１

ピタットプラン（カケホ／スーパ

サービス※

０／１３／２０／３０、ＬＴＥフ

ーカケホ／シンプル）、au フラッ

ラット、ジュニアスマートフォン

トプラン２０／３０（カケホ／ス

プラン、シニアプラン、ＬＴＥフ

ーパーカケホ／シンプル）及びａ

ラットｃｐ（１ＧＢ）、ＩＳフラッ

ｕフラットプラン５（学割専用・

ト、カケホ（３Ｇケータイ・デー

カケホ／スーパーカケホ／シンプ

タ付）、プランＦ（ＩＳ）シンプル

ル）

及びプランＦ（ＩＳ）
特典対象料

約款又は提供条件書に定める、対

約款又は提供条件書に定める、対

金額

象ＩＤに紐づく本通信契約に係

象ＩＤに紐づく本通信契約に係

る、当該データ定額サービスの月

る、当該データ定額サービスの月

額定額料若しくは月額基本使用料

額定額料及び月額基本使用料、当
該データサービスに係る特定コン
テンツパックの月額定額料並びに
ＬＴＥ

ＮＥＴ月額利用料の合計

額
※いずれも（Ｖ）又は（ケータイ／Ｖ）が付くものを含みます｡
第６条（ａｕ
ａｕ

ＳＴＡＲパスポート、ａｕ

ＳＴＡＲパスポート及びａｕ

ＳＴＡＲギフト）
ＳＴＡＲギフトに係る提供条件等は、本規約に

定める他、本サイトに掲載します。
第７条（対象ＩＤの除外）
当社は、会員の対象ＩＤとして登録されたａｕ
た場合、当該ａｕ

ＩＤが次の各号のいずれかに該当し

ＩＤを対象ＩＤから除外するものとします。当社は、本件特典の提

供の時点で対象ＩＤから除外されているａｕ

ＩＤについては、本件特典をいずれも提

供しません。
(１) 会員から、対象ＩＤから除外したい旨の申し出があった場合
(２) ａｕ ＩＤに本通信契約が紐づかなくなった場合
(３) ａｕ ＩＤに紐づく本通信契約が、一時休止した場合
(４)

ａｕ

又はａｕ

ＩＤの利用が禁止若しくは制限され、ａｕ
ＩＤの利用に係る契約が解約された場合

ＩＤ会員の登録が抹消され、

第８条（規約の適用）
会員は、ａｕ

ＩＤ、ａｕ

ＷＡＬＬＥＴクレジットカード、ａｕ

ＷＡＬＬＥＴプリ

ペイドカード及びＷＡＬＬＥＴポイントの利用にあたり、本規約に加え、ＩＤ利用規約、
カード会員規約、ａｕ

ＷＡＬＬＥＴクレジットカード特約、ａｕ

ＷＡＬＬＥＴプリペ

イドカード利用規約及びポイントプログラム規約が適用されることについて同意するも
のとします。
第９条（入会金、年会費）
本プログラムの入会金、年会費は無料とします。
第１０条（権利義務の譲渡禁止）
会員は、会員契約に係る権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保に供し
てはならないものとします。
第１１条（個人情報等の取扱い）
会員は、本プログラムの利用にあたり、当社が、次の各号に定める会員の利用履歴等
を取得することについて、同意するものとします。
(１) ａｕ ＳＴＡＲパスポートの利用履歴（来店店舗、応対内容等）
(２)

ａｕ

ＳＴＡＲギフトの利用履歴（会員が、ギフトの申込み時に本サイト上で登

録した情報、提供されたギフトの内容、ギフトの提供日）
(３) 本サイトにおけるＷＡＬＬＥＴポイントの利用実績
(４) その他会員が本サイト上で登録した情報
２

会員は、当社が、前項に定める利用履歴等の他、以下の個人情報等（以下、前項に定
める利用履歴等と併せて「お客様情報」といいます。）を、会員の管理、本プログラムの

提供、分析、改善及び会員にとって有益と考える情報（当社又は第三者の提供する商品
又はサービスに関する広告を含みます。）の本サイト上その他当社所定のＷＥＢサイト上
での掲載等の目的で利用することに同意するものとします。
(１) 会員の対象ＩＤとして設定されたａｕ ＩＤ及びａｕ ＩＤに紐づく情報（氏名、
ニックネーム、住所、生年月日、性別、電話番号、メールアドレス及びａｕ

ＩＤ

によるログイン履歴）
(２) 本通信契約に紐づく情報（請求書の送付先、登録利用者の氏名及び生年月日）
(３) ａｕ ＷＡＬＬＥＴクレジットカードの利用内容、利用状況
(４)

ａｕ

ＷＡＬＬＥＴプリペイドカードの利用に関する情報（チャージ実績及び決

済の状況等）
(５)

会員が当社との間で締結した各種サービスの提供に係る契約の契約内容、当該サ

ービスの利用に関する情報及び登録情報等
３

会員は、当社が、本サイト上又は対象ＩＤに登録されたメールアドレス宛てに、本プ

ログラムに関するアンケートを掲載又は配信することに同意するものとします。
４

当社は、本プログラムの提供に必要な範囲内において、会員のお客様情報の取扱いを
第三者に委託することができるものとします。

５

当社は、下記の当社の提携会社（以下、「提携会社」といいます。）に対して、会員の
お客様情報のうち、第１項各号、第２項第１号乃至第３号のお客様情報を、本プログラ
ムの提供並びに提携会社の事業における、新商品、新機能、新サービス等の開発及び市
場調査並びにマーケティング活動等に利用するため提供することができるものとします。
【提携会社】
①株式会社ルクサ（http://www.luxa.co.jp/）
②株式会社ウェブマネー（http://www.webmoney.co.jp/）
③ＫＤＤＩフィナンシャルサービス株式会社（https://www.kddi-fs.com/corporate/）

６

当社は、会員のお客様情報を個人が特定できない形式に加工した上で、当社のグルー
プ会社（http://www.kddi.com/corporate/group/に記載されているグループ会社）に対
して、グループ会社の事業における、新商品、新機能、新サービス等の開発及び市場調
査並びにマーケティング活動等に利用するため、提供することができるものとします。

７

前六項の規定による他、会員の個人情報の取り扱いについては、当社が別途定めるプ
ライバシーポリシーに従って取り扱います。

第１２条（会員契約の解除）
会員は、当社所定の手続により、会員契約を解除することができます。なお、対象Ｉ
Ｄが複数ある場合は、全ての対象ＩＤについて、当社所定の手続きを行う必要がありま
す。
２

前項の規定にかかわらず、当社は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当該
会員との会員契約を解除します。
(１)

第７条の規定により、会員の対象ＩＤとして登録された全てのａｕ

ＩＤが、対

象ＩＤから除外された場合
(２)

虚偽の内容を申告して本件特典の提供を受ける等、不正に本件特典の提供を受け

たと当社が判断した場合
(３) 本規約に違反した等、当社が会員として不適格と判断した場合
３

本件特典の提供の時点で、前二項の規定により会員契約が終了したお客様は、本件特
典の提供を受けることはできません。

第１３条（免責）
当社は、本プログラムの提供にあたって、当社の責に帰すべき事由により会員に生じ
た損害について、当該事由が生じた日の属する月の当該会員との本通信契約に係る月額
の基本使用料相当額を上限として、その損害を賠償するものとします。但し、当社の故
意又は重大な過失により生じた損害については、当該上限を適用しないものとします。

２

会員は、本プログラムを自己の責任で利用するものとし、本規約に違反する等、自身
の責に帰すべき事由により当社又は第三者に損害を与えた場合には、会員の責任におい
て一切の損害を賠償するものとし、当社に一切の負担又は責任を生じさせないものとし
ます。

第１４条（本プログラムの変更及び終了等）
当社は、必要と認めたときには、本プログラムの内容又は本規約を変更することがあ
ります。この場合、変更後の内容又は本規約は、本サイトに掲載するものとし、その掲
載以降における本プログラムの利用については、変更後の内容又は本規約が適用されま
す。
２

本プログラムは当社の都合により、一部又は全てを停止又は終了することがあります。
なお、当社は本プログラムの一部又は全ての停止又は終了について、本サイトに掲載し
ます。

第１５条（その他）
本規約は、日本法に従って解釈・適用されるものとします。
２

本規約に関連して、当社と会員との間で生じた紛争については、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。

作成日：2016 年 8 月 29 日
最終更新日：2018 年 12 月 1 日
附則
（経過措置）
１ 当社は、2017 年 8 月から 2018 年 1 月までの間に付与すべきＷＡＬＬＥＴポイント（本
規約第５条第１項の表中区分２に係るものに限ります。）について、以下の各号のとおり
取り扱います。
(１)

本規約の定めに関わらず、ａｕ

ＷＡＬＬＥＴポイントプログラム利用規約に定

めるマンスリーポイントの計算方法に準じるものとし、ａｕ

ＷＡＬＬＥＴポイン

トプログラム利用規約に定めるポイント換算対象料金 1,000 円につき、10 ポイント
を付与します。
(２) 本規約第５条の定めに基づき計算した 2017 年 8 月から 2018 年 1 月までの期間の
ＷＡＬＬＥＴポイントが、同期間において前号の定めに基づき付与したＷＡＬＬＥ
Ｔポイント数を上回る場合、その上回った分のＷＡＬＬＥＴポイントについて、2018
年 1 月 1 日以降の当社が別に定める日に一括して付与します。
以上

