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ギアアップテニスの第２回審査結果　2020年3月23日 6&58

2020年3月23日 6&58
差出人: Apple

2. 1 Performance: App Completeness
3. 1.2 Business: Payments - Subscriptions

Guideline 2.1 - Performance - App 
Completeness

We found that your in-app purchase products 
exhibited one or more bugs when reviewed on iPad 
and iPhone running iOS 13.3.1 on Wi-Fi.

We were unable to purchase your in-app purchase 
product because of the error message. 

Next Steps

When validating receipts on your server, your server 
needs to be able to handle a production-signed app 
getting its receipts from Apple’s test environment. 
The recommended approach is for your production 
server to always validate receipts against the 
production App Store first. If validation fails with the 
error code "Sandbox receipt used in production," 
you should validate against the test environment 
instead.

Wi-FiでiOS 13.3.1を実行しているiPadおよびiPhoneでレビ



ューすると、アプリ内購入製品に1つまたは複数のバグがあ
ることがわかりました。エラーメッセージのため、アプリ内
購入製品を購入できませんでした。次のステップサーバーで
領収書を検証する場合、サーバーはAppleのテスト環境から
領収書を取得する本番署名付きアプリを処理できる必要があ
ります。推奨されるアプローチは、本番サーバーが常に本番
App Storeに対してレシートを常に検証することです。検証
がエラーコード「本番環境で使用されているサンドボックス
レシート」で失敗した場合は、代わりにテスト環境に対して
検証する必要があります。

Resources

You can learn more about testing in-app purchase 
products in your development sandbox environment in 
App Store Connect Developer Help.

For more information on receipt validation, please see 
What url should I use to verify my receipt? in the In-App 
Purchase FAQ.

Learn how to generate a receipt validation code in App 
Store Connect Developer Help.

開発サンドボックス環境でのアプリ内購入製品のテストの詳
細については、App Store Connect開発者ヘルプをご覧く
ださい。領収書の検証の詳細については、領収書の確認にど
のURLを使用する必要があるかをご覧ください。 In-App 
Purchase FAQにあります。 App Store Connect開発者ヘ
ルプでレシート検証コードを生成する方法を学びます。

https://help.apple.com/app-store-connect/#/dev7e89e149d
https://help.apple.com/app-store-connect/#/dev7e89e149d
https://developer.apple.com/library/archive/technotes/tn2413/_index.html#//apple_ref/doc/uid/DTS40016228-CH1-RECEIPTURL
https://help.apple.com/app-store-connect/#/devf341c0f01


Guideline 3.1.2 - Business - Payments - Subscriptions

We noticed that your app did not fully meet the terms 
and conditions for auto-renewing subscriptions, as 
specified in Schedule 2, section 3.8(b) of the Paid 
Applications agreement.

有料アプリケーション契約のスケジュール2、セクション
3.8（b）で指定されているように、アプリが自動更新サブ
スクリプションの条件を完全に満たしていないことに気付き
ました。

App Binary
We were unable to find all of the required information 
within your app.

– Information about the subscription in your app's 
binary:
• Title of publication or service
• Length of subscription (time period and content or 
services provided during each subscription period)
• Price of subscription, and price per unit if appropriate

App Store Information
We were unable to find all of the required information 
within your metadata.

We were unable to find a link to your Terms of Use in 
either the app description or the License Agreement 
section of App Store Connect.

https://appstoreconnect.apple.com/agreements/#/
https://appstoreconnect.apple.com/agreements/#/
https://appstoreconnect.apple.com/agreements/#/
https://appstoreconnect.apple.com/agreements/#/
https://appstoreconnect.apple.com/agreements/#/
https://appstoreconnect.apple.com/agreements/#/


アプリ内で必要な情報をすべて見つけることができませんで
した。 –アプリのバイナリのサブスクリプションに関する情
報：•発行またはサービスのタイトル•サブスクリプションの
長さ（期間および各サブスクリプション期間中に提供される
コンテンツまたはサービス）•サブスクリプションの価格、
および該当する場合のユニットあたりの価格App Store 
Informationメタデータ内の必要な情報をすべて検索しま
す。アプリの説明またはApp Store Connectのライセンス
契約セクションで、利用規約へのリンクを見つけることがで
きませんでした。

Next Steps

To resolve this issue, please revise your app to include 
this missing information. If the above information is in 
your app, please reply to this message in Resolution 
Center to provide details on where to locate it. 

To add your license agreement text to appear on the 
App Store page for your app: 
- Open your app in App Store connect
- Select the App Information page from the left hand 
menu
- In the General Information section, choose “Edit” next 
to “License Agreement”
- Click the option to apply a custom EULA 
- Copy and paste your custom EULA into the Custom 
License Agreement box



この問題を解決するには、アプリを修正して、この欠落情報
を含めてください。上記の情報がアプリに含まれている場合
は、解決センターでこのメッセージに返信して、場所を特定
してください。アプリのApp Storeページに表示されるライ
センス契約テキストを追加するには：-App Store接続でア
プリを開きます-左側のメニューからアプリ情報ページを選
択します-一般情報セクションで、「編集」を選択しますラ
イセンス契約」-カスタムEULAを適用するオプションをク
リックします-カスタムEULAをコピーして[カスタムライセ
ンス契約]ボックスに貼り付けます

Resources

The Apple Developer website includes detailed 
resources on how to offer auto-renewable 
subscriptions in your app. You can learn more about 
creating a positive onboarding experience for your 
customers in the Subscriptions Human Interface 
Guidelines.

Apple Developer Webサイトには、アプリで自動更新可能
なサブスクリプションを提供する方法に関する詳細なリソー
スが含まれています。サブスクリプションヒューマンインタ
ーフェイスガイドラインで、顧客にポジティブなオンボーデ
ィングエクスペリエンスを作成する方法について詳しく知る
ことができます。

Please see attached screenshot for details.

https://developer.apple.com/app-store/subscriptions/
https://developer.apple.com/app-store/subscriptions/
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/subscriptions/overview/
https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/subscriptions/overview/




○ Screenshot-0322-145728.png
返信

以下のフィールドを利用して、App Review チームへ質問や
追加の情報を提出してください。詳しく見る
App Review チームへアピールを送信します。

https://iosapps-ssl.itunes.apple.com/itunes-assets/Purple113/v4/98/bb/5a/98bb5a5a-8f61-721d-49e6-9060c61e9ce9/attachment-15712502995380665830Screenshot-0322-145728.png?accessKey=1585178053_4009092915210198193_aLkyGra3OWUruouAjrEysj78KOsobb6cVoiMMk%2FZwLBygOdBc6i7QzUjm4GhkOK31VjeoMrA6bsxhtB8MMJpVAB1%2FC%2F9mCYxxo814wvCViPC%2FNQukskLGb3HG%2FPQAH3HxS5bzdQvbZq0%2B4nHefyWO0JT0bwNl%2BhwIr8OpYHN7hpJh5UMm%2FdaP6xZxZPiYNj%2FEhUQ2HwwzwsLIwsRE%2BPytkr7ofcUrHd4TbB%2B2rclndQ%3D
https://developer.apple.com/contact/app-store/?topic=appeal
https://developer.apple.com/contact/app-store/?topic=appeal

