
 

 

本利用規約（以下「本規約」といいます。）には、 AIDUS （以下「当社又は会社」といいます。）の提供する サービス

のご利用にあたり、登録ユーザーの皆様に遵守していただかなければならない事項および当社と登録ユーザーの皆様

との間の権利義務関係が定められております。当該サービスを登録ユーザーとしてご利用になる方は、本規約に同意

する前に、必ず全文お読みくださいますようお願いいたします。 

 

第 1 条 目的 

本規約は、 AIDUS 以下「当社及び当社」が提供するAIDUS Coin関連サービス(以下 ＂サービス＂)のご利用に

向けて当社と登録ユーザーの皆様との間の権利,義務,責任事項及びその他の必要な事項を規約する事を目的とし

ます。 

 

第 2 条 定義 

本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。 

1＂本サービス＂とは 端末機(PC，携帯型端末機などの各種の有・無線装置を含む)に関係なく会員様が利用でき

るAIDUS Coinサービス及びこれと関連されたサービスを意味します 

2 「登録ユーザー又は会員様」とは、サービスに接続してこの規約によって当社と利用契約をして、当社が提供

するサービスを利用するサービスの利用者としての登録がなされた個人または法人を意味します。  

 

第3条(規約の掲示と改訂) 

本規約において使用する以下の用語は各々以下に定める意味を有するものとします。 

1. 当社は規約の内容をお客様が分かるように、サービス又は接続画面を使って掲示します。 

2. 当社は必要な場合、関連法令を違反しない範囲でこの規約を改正することができます。 

3. 当社がこの規約を改正する場合には改正内容と適用する日を明示してサービス適用日7日前から適用する日の

前日まで告知します。 ただし、お客様に不利な変更の場合には適用日30日前から告知します。 

4. 当社が前項によって告知した時にお客様が適用日の前日まで意思の表示をしなければ意思の表示が表明された

ものと見なすという事を明確に告知したにも関わらず、お客様が拒否の意思を表わない場合にはお客様が改正規約

に同意したものとみなします。 

5.お客様がもし改正規約に同意しない場合には適用日の前日まで当社に拒否の意思を表してサービス利用規約を

解約することができます。 

 

第4条(約款の解釈) 

ご利用規約で使用する用語の定義は次のようです。 

1.当社はこの利用規約の他に別途の運営政策をもつことができます。 

2.この規約で定めない事項や解釈については運営ポリシー、利用案内および関連法令に従います。 

 



 

第5条(利用契約の締結) 

本利用規約において使用する以下の用語は次のような意味を有するものとします。 

 

1.会員様登録しようとする者(以下"加入申請者")が当社が提供する本利用規約の内容について同意をした後、決

められた手続きによって加入申請を完了したら当社が確認をします。当社がお客様の加入申請に対して承諾すること

によって締結されます。 

2.当社は加入申請者の申請について、次の各号に該当する事項がある場合には承諾出来ない場合があります。加

入以降でも下記の事項が確認される場合には承諾を取り消すか、又は利用規約を解約することができます。 

a.加入申請者が本利用規約により、以前に会員資格を喪失したことがある場合。 

b.本人の名義ではなく他人の名義を利用した場合。 

c.虚偽または誤った情報を記載又は提供したり、当社が提示する内容を記載していない場合。 

d.加入申請者の帰責事由により承認が不可能かになったり、他の本規約で規定する諸般事項を違反する場合。 

e.不正な用途または別の営業目的でサービスを利用しようとする場合。 

f.関連法令に違反したり、社会の秩序や美風良俗を阻害する目的で申請した場合。 

g.加入申請者の年齢が満19歳未満の場合。 

h.他の本規約に違反したり、違法もしくは不当な申請であることが確認された場合。又は当社の合理的な判断により

必要と認める場合。 

3.利用規約の成立時期とは当社がアカウント生成完了事項を申し込み手続き上で表示したり、第22条の方式によ

る通知が加入申請者に到達した時点を言います。 

4.当社はお客様から記入していただいた情報が事実である事を確認するため、法令に基づき許可範囲で専門機関

を通じた実名確認または本人確認を要請することができます。 

 

第6条(会員情報の変更) 

1.会員様はいつでも本人の個人情報を閲覧して修正することができます。 ただし、サービス管理のために必要なハン

ドルネーム及び一部の情報は修正不可能です。 

2.会員様は会員登録の申し込みの際記入した事項が変更された場合、個人情報変更ページで直接修正したり、

顧客センターを通じて当社に直接変更内容を通知しなければなりません。 

3.会員様が前項の変更事項を当社に通知しなくて発生した不利益に対して当社は一切の責任を負いません。 

 

第7条(会員様情報の管理) 

1.当社は下記のような場合、お客様の電子メールの利用を制限することができます。 

a.該当会員様の個人情報が流出する恐れがある場合。 

b.お客様本人ではなく他人として誤解される可能性がある場合。 

c.反社会的または美風良俗に反する場合。 



 

d.第3者の権利を侵害する場合。 

e.当社及び当社の運営者に誤認する恐れがある場合。 

また当社はこの他当社の判断により必要と認める場合、該当メールの使用を制限することができます。 

2.当社は会員様が登録したID(メールアドレス)やパスワードなどが当社に登録されている情報と一致する場合、利用

者を会員様とみなします。 

3.本人以外の第3者がお客様のアカウントに無断で接近しないように暗証番号を含めてアカウントアクセスに必要な一

切の情報を安全に保管する責任があります。 

4.アカウントアクセス情報を紛失したり、盗用されたり、第3者に公開されたことを認知した場合、直ちに当社に通知し

なければなりません。 この場合、当社は直ちにアカウント利用中断などの適切な措置を取ることができます。 

5.お客様の不注意によってアカウントアクセス情報が紛失、盗用、公開されたりしてお客まさに損害が発生した場合、

当社は責任を負うことができません。 

 

第8条(個人情報の保護) 

当社は情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律、個人情報保護法など関連法令に基づき、会員様

の個人情報保護に努力をつくします。 個人情報保護及び利用については関連法令および当社の個人情報処理

方針が適用されます。 ただし、当社が製作して提供した画面以外の外部リンクなどでは当社の個人情報処理の方

針が適用されません。 

 

第9条(会社の義務) 

1.当社は関連法令と利用規約を遵守し、継続的かつ安定的なサービスを提供するよう最善を尽くして努力します。 

2.当社はお客様が安全にサービスを利用できるよう個人情報(個人信用情報を含む)保護のためにセキュリティシステ

ムを備えることができ、個人情報処理方針を順守します。 

3.当社はサービスの利用に関してのお客様からの意見や不満が正当だと認められる場合、これを処理しなければなり

ません。またサービス掲示板、電子メールなどを通じてお客様に処理内容及び結果を送る事も出来ます。 

 

第10条(会員様の義務) 

1.会員様は以下の行為をしてはいけません。 

a.他人の情報盗用 

b.当社が掲示した情報の変更 

c.当社が定めた情報以外の情報(コンピュータプログラムなど)などの送信又は掲示 

d.当社及びその他第3者の著作権など知的財産権に対する侵害 

e.当社及びその他第3者の名誉を傷つけたり、業務を妨害する行為 

f.わいせつや暴力的なメッセージ、画像、音声、虚偽事実、その他の公序良俗に反する情報をサービスに公開、また

は掲示する行為 

g.当社の事前同意をもらわずに、営利を目的にサービスを使用する行為 



 

h.当社の事前承諾なしにAgent、Script、SpIDer、Spyware、Toolbarなどの自動化された手段、その他不正な方法

を通じてサービスに接続する行為、露出回数及びクリック回数を不正に生成したり、増加させる行為、サービス利用の

申込をする行為、当社のサーバーに負荷を引き起こす行為 

i.他人の個人情報やアカウント情報を収集する行為 

j.サービスに不当な影響を与えるなどの方法で健全な交換の秩序をかく乱する行為 

k.その他、違法的であったり、不当な行為 

2.会員様は関係法令、本規約、利用案内やサービスと関連して当社が告知したり、通知した事項などを遵守しなけ

ればなりません。その他当社の業務を妨害する行為をしてはいけません。 

3.第10条第1項、第20条及び関連法令に基づいて不正行為及び他人に被害を与える行為をしたユーザについては

下記の措置を取ることができます。 

-サービスに対する接近中止 

-サービスでのすべての活動中止 

-再会員様に対する再加入制限(確認される場合について、借名で加入を含む) 

 

第11条(掲示物の著作権) 

1.お客様がサービス内で掲示した掲示物の著作権は著作権法により保護を受ける事ができます。適法な手続きと方

法で当社に次のように使用できる永久的なライセンスを提供します。 上記ライセンスの使用や許容範囲は下記の通

りです。 

a.サービスの運営、向上、改善、新規サービスの開発、プロモーションなどを向けて掲示物を使用、編集、保存、複製、

改変、公開、伝送、公開的な失恋、公開的な掲示、配布できる権利 

b.掲示物の2次的著作物の製作及び配布できる権利 

c.サービスの広報目的で、メディア、通信社などが掲示物の内容を報道、放映するようにできる権利 

2.当社が前項以外の方法で会員様の掲示物を利用しようとする場合には電話、ファックス、電子メールなどを通じて

事前に会員様の同意を得ることができます。 

3.会員様が利用規約を解約したり、第21条により利用規約が解約される場合にもサービスの運営の向上、改善、広

報など第1項に規定された目的の範囲内で本ライセンスは存続されます。 

 

第12条(掲示物の利用権) 

1.会員様の掲示物を任意で無断で使用して発生する損失やその他の問題は全的に会員様個人の判断による責任

であり、当社はこれに対して責任を負いません。 

2.会員様は他人の肖像権、著作権等知的財産権及びその他の権利を侵害する目的で掲示物を使用できないうえ、

仮に他人の権利を侵害する行為により発生する結果に対するすべての責任は会員様本人にあります。 

3.会員様は掲示物を無断で商業的であったり、他に個人的な利益用途で使用することは出来ません。 

4.会員様が掲示物を当社の同意を受けないで使用して当社に被害を与えた場合、会員様は当社に法律的な手続

きによる被害補償義務があります。 



 

 

第13条(掲示物の管理) 

1.会員様は他人の著作権を侵害する内容あるいは虚偽の事実を掲示物に含めてはなりません。 会員様の掲示物

が情報通信網利用促進及び情報保護などに関する法律及び著作権法など関連法令に違反する内容を含む場合、

権利者は関連法令で定められている手続きによって該当掲示物の掲示中断および削除などを要請することができ、

当社は関連法令に基づいて措置を取らなければなりません。 

2.当社は前項による権利者の要請がない場合でも権利侵害が認められた判断されたり、虚偽事実と判断されたり、

その他当社の政策および関連法令に違反する場合は関連法令によって該当掲示物について掲示の拒否や削除な

どの措置を取ることができます。 

 

第14条(権利の帰属) 

1.サービスに対する著作権及び知的財産権は当社に帰属されます。 

2.当社はサービスに関してお客様に当社が定めた利用条件によってサービスなどを利用できる利用権のみを与えます。

会員様はこれを譲渡、販売及び担保提供などの処分行為をすることができません。 

 

第15条(サービスの提供など) 

1.当社はサービスを一定範囲に分割して各範囲別に利用可能な時間を別途指定することができます。 ただ、このよ

うな場合にはその内容を事前に告知します。 

2.サービスは年中無休、1日24時間提供することを原則とします。 

3.当社はコンピューター等の情報通信設備の保守点検、交代や故障、通信途絶または運営上合理的な理由があ

る場合、サービスの提供を一時的に中断することができます。 この場合、当社は事前にサービス初期画面やお知らせ

の掲示板を通じてお客様に通知します。 ただし、当社が事前に通知できないやむを得ない事由がある場合は事後に

通知することができます。 

4.当社はサービスの提供に必要な場合、定期点検を実施することができます。定期メンテナンス時間はサービス提供

画面に告知した内容によります。 

 

第16条(サービスの変更) 

1.当社は安定的なサービスを提供するためサービス内容、運営上、技術上の事項等を変更することができます。 

2.当社はサービスを変更する場合変更内容と適用日を事前に告知することを原則とします。 ただし、当社が事前に

告知できないやむを得ない事由がある場合は、事後に公示することができます。 

3.会員様はサービスの変更に同意しない場合、当社に拒否の意思を表してから利用規約を解約することができます。 

4.当社はサービス提供と関した当社の政策の変更など、相当な理由がある場合に運営上、技術上の必要に応じて

提供している全部又は一部サービスを変更または中断することができます。これについて関連法令に特別な規定がな

い限り、メンバーに別途の補償をしません。 

 

第17条(サービスの利用) 



 

1.サービス利用のための共通規約 

a.会員様は当社の方法によってサービスを利用できます。またサービスを通じて当社に関連情報を提出しなければなり

ません。 

b.当社は会員様が情報を提出する前に会員様が交換しようとする暗号貨幣の数量などを約した確認情報を提供し

ます。 会員様は当社がこのような確認情報を提供することができない場合でも会員様が提出した情報には影響を

及ぼさないことに同意します。 

c.会員様は暗号紙幣の価格変動に対して当社が責任を負わないのに同意します。 暗号・貨幣市場の中断又は第

23条第5項と同様の不可抗力の事件が発生した場合、当社が取った措置によって会員様に発生した損失に対して

当社は責任を負いません。 

d.会員様は当社が発給した個人暗号貨幣の財布に暗号貨幣を伝送することで交換を開始できます。 

e.会員様が暗号貨幣交換注文をする場合、交換注文の締結に向けて必要な暗号貨幣を当社が提供した個人の

財布に保有していなければなりません。 

f.会員様が保有した暗号貨幣に対して当社に出国禁止を要請すると、当社は会員様が入力した外部暗号貨幣の

財布りに伝送をしはじめます。会員様が誤って入力した外部暗号貨幣の財布アドレスの不正確性に対しては当社は

一切責任を負いません。責任は会員様にあります。当社は会員様が間違えて記載した外部の暗号貨幣住所に暗

号貨幣を送ることについて責任を負いません。 

g.当社は当社が提供した個人の財布や外部財布への暗号貨幣の入/出金時に会員様が提供した情報が事実と一

致するかどうかを確認するため、法令に基づき、許可された範囲で専門機関を通じて本人確認または本人認証を要

請することができます。 

 

第18条(サービスの利用関連の留意事項) 

1.交換サービス利用のための共通留意事項 

a.当社は会員様が安全な取引をすることに最も力入れてます。ただし、取引中会員間または会員様と第3者間の紛

争が発生した時、第23条第4項に基づいて当社はいかなる仲裁も提供しません。 また、その紛争について関係法令

及び個人情報処理方針第3条に準じない場合にはどのような個人情報も提供しません。 

b.その他 提供するサービスの機能やコンテンツが、会員様の取引に持続的な被害を招いた場合、当該内容を確認

及び認証できる資料(画面キャプチャ、会話の内容、コインまたは現金の振り込み情報など)を提出すれば該当内容

を検討した後、約款や関係法令に準拠して適切な措置をとります。 

c.当社は交換の進行に対するシステム的な環境を提供し、安全性の高い交換の政策的、システム的環境を提供し

ます。 ただし、交換をする時提供するサービスの機能及び指定された手続き以外に発生する会員間の全ての事項

に対しての責任は当社ではなく該当者にあります。 また、これに関連した情報も一切提供しません。 

d.進行中、交換や出金完了後はどのような場合でも交換の際、交換されたコインは返還されません。 転送前の取

引の内訳と伝送するコインの量が正しいかどうか正確に確認してください。 当社では責任も負いません。 

e.提出された情報の中、進行されていない掲示物に対しては一定時間後削除されます。ただし、交換の要請があっ

た掲示物については利用規約及び関連法令が定めた期間によって取引内訳が保存されます。 

f.当社は事前通知なしに会員様から提出された交換を拒否したり、交換コイン及びその他の交換条件に制限をおくこ

とができます。 例えば、サービスを通じて設定できる交換コイン数を制限したり、特定の地域会員様との取引を制限

することができます。 

g.会員様が提出した情報又は交換が締結される前にキャンセルすることができます。 



 

h.当社が提供した会員様の財布に利用可能な暗号貨幣の金額に不足した場合、当社は全体交換をキャンセルし

たり、利用可能な暗号貨幣金額に該当する部分のみ交換を行うことができます。 

i.当社は会員様が利用できる個別の暗号貨幣の交換機能を当社の判断によって開始させたり、中止させたりする事

が出来ます。 特定の暗号貨幣交換市場をしめる場合、該当サービスに残っている未締結交換はキャンセルされます。 

j.当社は会員様が利用できる個別暗号貨幣を当社の判断で追加したり、取り除いたりすることができます。 法や監

督当局から要求しない限り、当社は暗号貨幣の除去可否を事前に会員様に知らせるために努力をつくします。また 

当社が提供するサービスで特定の暗号貨幣が除外される場合、会員様は14日以内に当該暗号貨幣を外部の暗

号貨幣の住所に移動して保管しなければなりません。 当社は、暗号貨幣の除去と関連した損失、費用等について

は責任を負いません。 

 

第19条(サービス手数料) 

1. 会員様は個保有の暗号貨幣の財布から当社が提供するサービス内での財布へ暗号貨幣を転送する時、発生す

るプラットフォーム手数料を負担しなければなりません。 ただし、当社提供の財布から暗号貨幣を切り替えたり、当社

提供の財布から当社が正当だと判断する外部財布に暗号貨幣を転送する時には当該の手数料を当社が負担しま

す。 指定されていないサービスなどで試みられるすべての転送は会員様が手数料を負担することになります。 

2.その他特定の条件によって手数料を会員様との当社の協議により定めることができます。 

 

第20条(利用制限など) 

1.次の各号に該当する場合、当社は会員様のサービスログインを制限することができます。 

a.暗証番号が連続して不具合した場合。 

b.ハッキングや詐欺の事故が発生した場合。 

c.名義の盗用と疑われる場合。 

d.その他当社の運営、政策上のログインを制限しなければならない場合。 

2.当社は次の各号に該当する場合、会員様の入金や出金利用を制限することができます。 

a.当社の政策上の範囲を超える場合。 

b.会員様が保有している暗号貨幣よりも多く出金する場合。 

c.その他当社の運営、政策上の入金や出金利用を制限したり遅延しなければならない場合。 

3.本条の利用制限の範囲内で制限の条件及び詳細内容は運営ポリシー、利用案内などで当社が定めるところによ

ります。 

4. 本条によってサービス利用を制限したり、利用規約を解約する場合には、当社は第22条による方法で会員様に

通知します。 

5.会員様は本条による利用制限などについて当社の手続きによって異議申請をすることができます。 この時、異議が

正当だと当社が認める場合、当社は直ちにサービスの利用を再開します。 

 

第21条(利用規則の解約) 



 

1.会員様は進行中の交換がまったくない場合、いつでもサービス顧客センターなどを通じて利用規約の解約を申し込

む事が出来ます。当社は、関連法令に従って直ちに処理します。 

2.当社は会員様に次のような事項が発生した場合、利用規約を解約することができます。 

a.、本規約に違反した場合。 

b.著作権法を違反した不法プログラムの提供及び運営の妨害、情報通信網利用促進及び情報保護などに関する

法律を違反した不法通信及びハッキング、悪質プログラムの配布、アクセス権限の超過行為など関連法令を違反し

た場合。 

c.当社が提供する当社のサービスの進行を妨害する行為をしたり、試みた場合。 

d.その他の当社が合理的な判断に基づいてサービスの提供を拒否する必要があると認める場合 

3.前項による利用規約解約の際、サービス利用を通じて獲得したすべての恩恵などが消滅し、当社はこれに対して

別途に補償しません。 

4.本条によってサービス利用規約を解約する場合には、当社は、第22条による方法で会員様に通知します。 

5.利用規約の解約が完了する場合は、関連法令および個人情報の処理方針によって当社が保有しなければならな

い情報を除外した会員様のすべての情報が削除されます。 

6.前項にもかかわらず、第2項によって、当社が利用規約を解約する場合、当社は会員様の異議申し立ての受付や

処理などのため、一定期間会員様の情報を保存することができ、当該期間が経過した後に会員様の情報を削除し

ます。 

 

第22条(会員様に対する通知) 

1.当社がお客様に対して通知をする場合、本利用規約に別途の規定がない限りお客様が提供したメールアドレスな

どに送信することができます。 

2.当社が全体会員様に通知する場合には7日以上、サービスページに管理者メッセージとしてユーザに情報を伝送す

ることになり、前項の通知に代えることができます。 

 

第23条(責任制限) 

1.本条で定める当社の責任制限理由は会員様が契約上損害賠償請求権などを行使しようとする場合はもちろん、

違法行為に期限損害賠償請求権などを行使する場合にも適用されます。 

2.サービスで提供するコンテンツはサービス利用のための補助道具であり、どのような投資または取引を薦めたり、暗示

しません。 コンテンツや他の情報提供者が提供する情報は誤り、遅延やその他不正確さがある可能性があります。こ

れに対して当社や他の情報提供者は何らかの責任も負いません。 

3.サービス又はサービスで得た情報による投資及び取り引きには損失が発生することが可能性もあります。これに対す

る最終的な判断と責任は全的に使用者にあります。 当社は会員様の投資及び取り引きの損失についてどのような

責任も負いません。 

4.サービス内で会員様が掲示した情報、意見および資料などは当社とは一切関係ありません。掲示物の内容に関し

て発生する法律的な責任は全的に該当掲示物を掲示した会員様及びこれを閲覧した会員様にあります。 当社は

会員間または会員様と第3者の間で発生した紛争には関与する法律的な義務はありません。関連してどのような責

任も負いません。 



 

5.当社は天災地変、ディドス(DDOS)攻撃、IDC障害、基幹通信事業者の回線障害またはこれに比例する不可抗

力によりサービスを提供できない場合でもこれによって発生する会員様の損害に対していかなる責任も負いません。 

6.関連法律の許容限度内で当社は第3者による当サービスへの違法なサーバーアクセス行為やその他のサーバーの

正常な運営を妨害する行為または会員情報を無断に使用する事によって発生する会員様の損害に対してはいかな

る責任も負いません。 

7.当社は暗号貨幣の発行管理システムの問題又は技術的な限界など暗号貨幣の特性によって発生するやむを得

ず障害、サービスの制限などについては責任を負いません。 

8.当社は第15条の場合を含め、サービス提供のため当社のサーバーを点検する場合にはサービスの提供に関する責

任が免除されます。 

9.当社は会員様の過ちによるサービス利用の障害については責任を負いません。 

10.当社は当社ではなく会員様が本サービスに掲載した情報、資料、過ちの信頼度や正確性、適法性等に関しては

一切責任を負いません。 

11.当社は無料で提供されるサービスの利用に関して特別な関連法令規定がない限り責任を負いません。 

12.会員様がサービスを利用時、会員本人が行った不法行為や本規約違反行為により当社が当該会員以外の第3

者から損害賠償又は請求及び訴訟を含めた各種の異議の申し立てを受ける場合、該当会員は自分の責任と費用

で必ず当社を免責させなければなりません。 

 

第24条(準拠法及び裁判管轄) 

1.当社と会員様の間に発生する紛争については大韓民国法を準拠法とします。 

2.当社と会員様の間に発生する紛争に関する訴訟はソウル中央地方裁判所を専属管轄とします。 

 

第25条(利用規約の適用時期) 

本利用規約は2018年10月1日から適用されます。 以後、追加規約が発生する場合には、以前の利用規約は下

記から確認することができます。 


