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第１章 総則
（約款の適用）
第１条

株式会社ＭＥモバイルは、このカシモ WiMAX 通信サービス契約約款（以下「この約款」といいます。）によりカシモ WiMAX

通信サービスを提供します。
（約款の変更）
第２条 当社は、合理的と認められる範囲でこの約款を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款によります。
２ 当社は、この約款を変更する場合は、変更後の約款の内容及びその効力発生時期について、当社のホームページに掲示する方法又
はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の約款は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
３ 当社は、電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令第２５号。以下「事業法施行規則」といいます。）第２２条の２の３
第２項第１号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行うときは、当社の指定するホームページする方法又
はその他相当の方法によりその内容を説明します。
（約款の掲示）
第３条 当社は、この約款（変更があった場合は変更後の約款）を当社の指定するホームページに掲示します。
（用語の定義）
第４条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用

語

用 語 の 意 味

１ 電気通信設備

電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備

２ 電気通信サービス

電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること

３ 電気通信事業者

電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号。以下「事業法」といいます。）第９条の登録を受けた者又
は事業法第１６条第１項の届出を行った者

４ 電気通信回線設備

送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれ
らの付属設備

５ 端末設備

電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であり、１の部分の設置の場所が他の部分の設置場
所と同一の構内（これに準ずる区域内を含みます。）又は同一の建物内であるもの

６ 自営電気通信設備

電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

７ 無線機器

アンテナ設備及び無線送受信装置を有する端末設備又は自営電気通信設備であって、カシモ WiMAX 通信
サービスに係る契約に基づいて使用されるもの

８ 無線基地局設備

無線機器との間で電波を送り、又は受けるための電気通信設備であって、次のもの
(１) 無線設備規則第 49 条の 29 に定める条件に適合する無線基地局設備（提携事業者が設置する
ものに限ります。)
(２) 電波法施行規則第３条第１項第８号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規
則（昭和 63 年郵政省令第 46 号)に定める第五世代移動通信システムによるもの（提携事業者が設置
するものに限ります。)
(３) 無線設備規則第４９条の２９の２に定める条件に適合する無線基地局設備（当社が設置するもの
に限ります。以下前号とあわせて「５Ｇ基地局設備」といいます｡)
(４) 電波法施行規則第３条第１項第８号に定める業務を行うためのものであって、電気通信事業報告規
則に定める三・九－四世代移動通信システムによるもの（提携事業者が設置するものに限ります。以下「Ｌ
ＴＥ基地局設備」といいます｡)

９ UQ 通信網

主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電
気通信回線設備

１０ カシモ WiMAX 通信サービス

UQ 通信網を使用して当社が提供する電気通信サービスであって、当社が無線基地局設備とカシモ WiMAX
契約者が指定する無線機器との間に電気通信回線を設定して提供するもの

１１ 契約者回線

無線基地局設備とカシモ WiMAX 契約者が指定する無線機器との間に設定される電気通信回線

１２ サービス取扱所

（１）カシモ WiMAX 通信サービスに関する業務を行う当社の事業所
（２）当社の委託によりカシモ WiMAX 通信サービスに関する契約事務を行う者の事業所

１３ 会員契約

この約款に基づき当社からカシモ WiMAX 通信サービスの提供を受ける資格を得るための契約
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１４ 料金契約

会員契約に基づき当社から契約者回線の提供を受けるための契約

１５ カシモ WiMAX 契約者

当社と会員契約を締結している者

１６ ＭＡＣアドレス

WiMAX 機器又はハイブリッド機器ごとに定められている固有の番号

１７ 認証情報

カシモ WiMAX 通信サービスの提供に際してカシモ WiMAX 契約者を識別するための情報であって、WiMAX
機器又はハイブリッド機器の認証に使用するもの

１８ SIM カード

電話番号その他の情報を記憶して無線機器に装着して使用する IC カードであって、カシモ WiMAX 通信サー
ビスの提供のために当社がカシモ WiMAX 契約者に貸与するもの

１９ 提供開始日

料金契約に基づいて当社が契約者回線の提供を開始した日（当社がカシモ WiMAX 契約者に対して UQ
通信網の設定を完了した日となります。）

２０ 料金月

１の暦月の起算日（当社が契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。）から次の暦月の起算日の前
日までの間

２１ WiMAX サービス

当社の WiMAX 基地局設備を用いて当社又は他の電気通信事業者が提供する電気通信サービス

２２ 提携事業者

KDDI 株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社

２３ セッション

UQ 又は提携事業者の電気通信設備において無線機器に係る IP アドレス（インターネットプロトコルで定めら
れているアドレスをいいます。以下同じとします。）の割り当てを維持している状態

２４ グローバル IP アドレス

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターその他 IP アドレスを管理及び指定する事業者が割り当てる
IP アドレス

２５ プライベート IP アドレス

グローバル IP アドレス以外の IP アドレス

２６ WiMAX2+通信

WiMAX2+基地局設備と無線機器との間に設定される 契約者回線により行われる通信

２７ 5G 通信

5G 基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線により行われる通信

２８ LTE 通信

ＬＴＥ基地局設備と無線機器との間に設定される契約者回線により行われる通信

２９ 消費税相当額

消費税法（昭和６３年法律第１０８号）及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額
並びに地方税法（昭和２５年法律第２２６号）及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方
消費税の額

３０ UQ

UQ コミュニケーションズ株式会社

３１ ユニバーサルサービス料

事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務
に係る交付金及び負担金算定等規則（平成 14 年総務省令第 64 号）により算出された額に基づい
て、当社が定める料金

３２ 電話リレーサービス料

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律（令和２年法律第 53 号）に定める電話リレー
サービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法
律施行規則（令和２年総務省令第 110 号）により算出された額に基づいて、当社が定める料金

第２章 カシモ WiMAX 通信サービスの種類
（カシモ WiMAX 通信サービスの種類）
第 4 条の２ カシモ WiMAX 通信サービスには、次の種類があります。
種

類

WiMAX＋5G サービス
（仮想移動電気通信サービス）
WiMAX2+サービス
（仮想移動電気通信サービス）

内

容

当社が無線基地局設備とカシモ WiMAX 契約者が指定する無線機器
（5G 通信を行うことができるものに限ります｡)との間に電気通信回線を
設定して提供するカシモ WiMAX 通信サービス
WiMAX＋5G サービス以外のカシモ WiMAX 通信サービス

２ カシモ WiMAX 契約者は、カシモ WiMAX 通信サービスの種類の変更を請求することはできません。
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（カシモ WiMAX 通信サービスの通信モード）
第４条の３ カシモ WiMAX 契約者は、カシモ WiMAX 通信サービスの種類に応じて、次表に定める通信モード（それぞれ同表の右欄に
定める通信を利用可能とする無線機器の設定であって、当社が指定する仕様に準拠したものをいいます。以下同じとします｡)を選択する
ことができます。
カシモ WiMAX

通信モード

通信サービスの種類
WiMAX＋5G サービス

スタンダードモード

利用可能な通信
当社所定のＷＥＢサイトに掲載しているスタンダードモ
ードに係る区域における WiMAX2+通信、5G 通信及
びＬＴＥ通信

プラスエリアモード

当社所定のＷＥＢサイトに掲載しているプラスエリアモ
ードに係る区域における WiMAX2+通信、5G 通信及
びＬＴＥ通信

WiMAX2+サービス

ハイスピードモード

WiMAX2+通信

ハイスピードプラスエリアモード

WiMAX2+通信及びＬＴＥ通信

備考 スタンダードモード又はプラスエリアモードに係る区域を定めた所定のＷＥＢサイトは次のとおりです。
https://www.ka-shimo.com/wimax_5g/

第３章 会員契約
（会員契約の単位）
第５条 当社は、会員契約に係る１の申込みごとに１の会員契約を締結します。この場合、カシモ WiMAX 契約者は、１の会員契約に
つき１人に限ります。
（会員契約申込みの方法）
第６条 会員契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をそのカシモ WiMAX 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所
に提出していただきます。
ただし、オンラインサインアップ（UQ 通信網等を経由して、当社が定める契約事項をそのカシモ WiMAX 通信サービスの契約事務を
行うサービス取扱所に送信することをいいます。以下同じとします。）により会員契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約
申込書の提出とみなして取り扱います。
２ 前項の場合において、会員契約の申込みをする者は、その申込みと併せて、その会員契約に属する料金契約の申込みを行っていただ
きます。
（会員契約申込みの承諾）
第７条 当社は、会員契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
２ 前項の規定にかかわらず、当社は、業務上の都合により、その申込みの承諾を延期することがあります。
３ 前２項の規定にかかわらず、当社は、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
（１）会員契約の申込みをした者がカシモ WiMAX 通信サービスに係る料金その他の債務（この約款に規定する料金又は工事費若しく
は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。）の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
（２）前条に基づき提出された契約申込書その他の書類に不備があるとき。
（３）会員契約の申込みをした者の年齢が満１３歳未満であるとき（満１２歳に達した日の翌日以降の最初の４月１日が到来して
いるときを除きます。）。
（４）会員契約の申込みをした者が、第３１条（利用停止）第１項各号の規定のいずれかに該当し、カシモ WiMAX 通信サービスの
利用を停止されたことがある又はカシモ WiMAX 通信サービスに係る契約の解除を受けたことがあるとき。
（５）第６４条（無線事業における利用の禁止）の規定に違反するおそれがあるとき。
（６）第６５条（利用に係るカシモ WiMAX 契約者の義務）の規定に違反するおそれがあるとき。
（７）その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
４ 会員契約申込み後の取り消しはできません。申込み後の取り消しは契約解除となり、所定の手続きが必要となります。
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（契約者回線の追加）
第８条 カシモ WiMAX 契約者は、新たに契約者回線（Wi-Fi 回線を除きます。）の提供を受けようとするときは、その会員契約に基づ
き料金契約の申込みを行っていただきます。
（カシモ WiMAX 契約者の氏名等の変更の届出）
第９条 当社は、この約款に基づき、カシモ WiMAX 契約者に通知その他の連絡（以下この条において「通知等」といいます｡)を行う必要
がある場合であって、書面その他の当社が別に定める方法によりその通知等を行うときは、カシモ WiMAX 契約者から届出のあった氏名、
名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請求書の送付先に係る情報（以下「契約者連絡先」といいま
す｡)に基づいて行います。
２ カシモ WiMAX 契約者は、契約者連絡先に変更があったときは、そのことを速やかにカシモ WiMAX 通信サービスの契約事務を行うサ
ービス取扱所に届け出ていただきます。
３ 当社は、前項の届出があったときは、その変更のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
４ カシモ WiMAX 契約者は、第２項の届出を怠ったことにより、当社または料金回収会社等（別記２に掲げる法人をいいます。以下同
じとします。）がそのカシモ WiMAX 契約者の従前の契約者連絡先に宛てて書面等を送付したときは、その書面等が不到達であっても、
通常その到達すべき時にそのカシモ WiMAX 契約者が通知内容を了知したものとして扱うことに同意していただきます。
５ カシモ WiMAX 契約者が事実に反する届出を行ったことにより、当社または料金回収会社等が届出のあった契約者連絡先に宛てて書
面等を送付した場合についても、前項と同様とします。
６ 前２項の場合において、当社または料金回収会社等は、その書面等の送付に起因して発生した損害について、一切の責任を負わな
いものとします。
７ 当社は、契約者連絡先が事実に反しているものと判断したときは、この約款の規定によりカシモ WiMAX 契約者に通知等を行う必要
がある場合であっても、それらの規定にかかわらず、その通知等を省略できるものとします。
（会員契約に基づく権利の譲渡の禁止）
第１０条 カシモ WiMAX 契約者が会員契約に基づいてカシモ WiMAX 通信サービスの提供を受ける権利は、譲渡することができませ
ん。
（カシモ WiMAX 契約者の地位の承継）
第１１条 相続又は法人の合併若しくは分割によりカシモ WiMAX 契約者の地位の承継があったときは、相続人、合併後存続する法
人、合併若しくは分割により設立された法人又は分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、
そのカシモ WiMAX 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に届け出ていただきます。
２ 前項の場合に、地位を承継した者が２人以上あるときは、そのうち１人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。こ
れを変更したときも同様とします。
３ 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの１人を代表者として取り扱います。
４ カシモ WiMAX 契約者は、第１項の届出を怠った場合には、第９条（カシモ WiMAX 契約者の氏名等の変更の届出）第３項から
第６項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
（カシモ WiMAX 契約者が行う会員契約の解除）
第１２条 カシモ WiMAX 契約者は、会員契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめそのカシモ WiMAX
通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
（当社が行う会員契約の解除）
第１３条 当社は、第３１条（利用停止）の規定によりカシモ WiMAX 通信サービスの利用を停止されたカシモ WiMAX 契約者が、な
おその事実を解消しない場合は、その会員契約を解除することがあります。
２ 前項の規定にかかわらず、当社は、カシモ WiMAX 契約者が第３１条（利用停止）第１項各号の規定のいずれかに該当する場合
に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、カシモ WiMAX 通信サービスの利用停止をしないでそ
の会員契約を解除することがあります。
３ 前２項の規定にかかわらず、当社は、カシモ WiMAX 契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他
これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその会員契約を解除することができます。
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４ 当社は、第１項又は第２項の規定により、その会員契約を解除しようとするときは、あらかじめカシモ WiMAX 契約者にそのことを通知
します。
（会員契約の終了）
第１４条 会員契約は、その契約に属する料金契約がなくなったときは、その状態の発生と同時に終了するものとします。

第４章 料金契約
（料金契約の単位）
第１５条 当社は、１の申込みごとに１の料金契約を締結します。
（料金契約申込みの方法）
第１６条 料金契約の申込みをするときは、当社所定の契約申込書をそのカシモ WiMAX 通信サービスの契約事務を行うサービス取扱
所に提出していただきます。
ただし、オンラインサインアップにより料金契約の申込みをするときは、その契約事項の送信を契約申込書の提出とみなして取り扱いま
す。
２ 料金契約の申込みをする者は、その料金契約が属する会員契約（以下「所属会員契約」といいます。）を指定していただきます。この
場合において、会員契約を締結していない者は、その料金契約の申込みと同時に会員契約の申込みを行っていただきます。
（料金契約申込みの承諾）
第１７条 当社は、料金契約の申込みがあったときは、第７条（会員契約申込みの承諾）の規定に準じて取り扱います。
（料金契約に係る契約移行）
第１８条 カシモ WiMAX 契約者は、契約移行（当社が別に定める態様により、WiMAX2+サービスに係る料金契約を解除すると同時
に新たに WiMAX+5G サービスに係る料金契約を締結することいいます。以下同じとします｡)を申出ることができます。
（カシモ WiMAX 通信サービスの利用の一時中断）
第１９条 当社は、カシモ WiMAX 契約者から当社所定の方法により請求があったときは、料金契約に係るカシモ WiMAX 通信サービス
の利用の一時中断（その請求のあったカシモ WiMAX 通信サービスを一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとしま
す。）を行います。
（料金契約に基づく権利の譲渡の禁止）
第２０条 カシモ WiMAX 契約者が料金契約に基づいて契約者回線の提供を受ける権利は、譲渡することができません。
（カシモ WiMAX 契約者が行う料金契約の解除）
第２１条 カシモ WiMAX 契約者は、料金契約を解除しようとするときは、当社所定の方法により、そのことをあらかじめそのカシモ WiMAX
通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
（当社が行う料金契約の解除）
第２２条 当社は、第３１条（利用停止）の規定によりカシモ WiMAX 通信サービスの利用を停止されたカシモ WiMAX 契約者が、な
おその事実を解消しない場合は、その料金契約を解除することがあります。
２ 前項の規定にかかわらず、当社は、カシモ WiMAX 契約者が第３１条（利用停止）第１項各号の規定のいずれかに該当する場合
に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、カシモ WiMAX 通信サービスの利用停止をしないでそ
の料金契約を解除することがあります。
３ 前２項の規定にかかわらず、当社は、カシモ WiMAX 契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立てその他
これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその料金契約を解除することができます。
４ 当社は、第１項又は第２項の規定により、その料金契約を解除しようとするときは、あらかじめカシモ WiMAX 契約者にそのことを通知
します。
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（料金契約の終了）
第２２条の２ 料金契約は、その所属会員契約の解除があったときは、その所属会員契約の解除と同時に終了するものとします。
（書面解除の取扱い）
第２３条 カシモ WiMAX 契約者は、新たな料金契約（契約移行に係るものを除きます。以下この条において「新規契約」といいます。）
又は既に締結されている料金契約の一部の変更（契約移行による料金契約の申込みを含みます。以下この条において「変更契約」と
します｡）を締結したときは、事業法施行規則第２２条の２の７第１項各号のいずれかに該当する場合を除き、その契約書面（事業
法第２６条の２第１項の規定に基づき当社がカシモ WiMAX 契約者に交付する書面（同条第２項の規定により提供するものを含み
ます。）をいいます。以下同じとします）の初回配送到着日又は契約者回線の提供を開始した日（変更契約にあっては、その効力を発
した日とします。）のいずれか遅い日から起算して８日を経過するまでの間に、当社に対して書面（はがき又は封書その他の紙媒体であ
って、対象契約を特定するために必要な情報が記載されたものに限ります。）を発した場合に限り、事業法第２６条の３の規定に基づ
き対象契約の解除（以下「書面解除」といいます。）を行うことができます。この場合、その書面の発送等に要する費用は、カシモ
WiMAX 契約者に負担していただきます。
２ 書面解除は、カシモ WiMAX 契約者が前項の書面を発した時に効力を生ずるものとします。
３ カシモ WiMAX 契約者は、新規契約の書面解除を行ったときは、その解除までに提供されたカシモ WiMAX 通信サービスの料金（事
業法施行規則第２２条の２の９第１号の規定に基づき算定した額とします。）及び「料金表 第６ 手続きに関する料金」に定める
契約事務手数料以外の料金等の支払いを要しません。
４ 当社は、変更契約の書面解除があったときは、速やかにそのカシモ WiMAX 通信サービスを変更前の状態に復するものとします（但し、
当社が変更前の状態に復するものとしない旨を事前に通知した変更契約を除きます）。この場合、カシモ WiMAX 契約者は、その変更
契約が効力を発した日に遡って、変更前の契約に基づき算出した料金その他の債務の支払いを要します。
5 カシモ WiMAX 契約者は、第３項の規定に基づき支払いを要する額について、支払期日を経過してもなお支払いがないときには、第５
０条（延滞利息）の規定にかかわらず、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年６％の割合
（年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、３６５日当たりの割合とします。）で計算して得た額を延滞利息として、当社が
指定する期日までに支払っていただきます。
6 初期契約解除に関するその他の取扱いは、事業法第２６条の３、事業法施行規則及び総務省告示等の法令に定めるところによりま
す。

第５章 オプション機能
（オプション機能の提供）
第２４条 当社は、カシモ WiMAX 契約者から請求があったときは、別表に規定するオプション機能を提供します。この場合において、カシ
モ WiMAX 契約者は、そのオプション機能を利用する１の料金契約（現にそのオプション機能を利用しているものを除きます。）を指定し
ていただきます。
（カシモ WiMAX 通信サービスの利用の一時中断があった場合の取扱い）
第２４条の２ 当社は、カシモ WiMAX 通信サービスの利用の一時中断があったときは、そのオプション機能の利用の一時中断を行いま
す。

第６章 無線機器の利用
第１節 SIM カードの貸与等
（SIM カードの貸与）
第２５条 当社は、カシモ WiMAX 契約者に対し、SIM カードを貸与します。この場合において、貸与する SIM カードの数は、１の料金
契約につき１とします。
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２ 当社は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、当社が貸与する SIM カードを変更することがあります。この場合
は、あらかじめそのことをカシモ WiMAX 契約者に通知します。
（電話番号その他の情報の登録等）
第２５条の２ 当社は、SIM カードを貸与する場合には、その SIM カードに電話番号その他の情報の登録等を行います。
（SIM カードの情報消去及び破棄）
第２５条の３ 当社は、次の場合には、当社の貸与する SIM カードに登録された電話番号その他の情報を消去することがあります。当社
は情報の消去に起因する損害については、責任を負わないものとします。ただし、当社が別に定めるものについては、この限りでありません。
（１） その SIM カードの貸与に係る会員契約の解除があったとき
（２） SIM カード変更その他の事由により SIM カードを利用しなくなったとき
２ 当社から貸与を受けている SIM カードの貸与を受けているカシモ WiMAX 契約者は、前項の各号に該当する場合、当社の指示に従
ってその SIM カードに切り込みを入れ、これを破棄していただきます。
（SIM カードの管理責任）
第２５条の４ カシモ WiMAX 契約者は、当社から貸与を受けている SIM カードを善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
２ カシモ WiMAX 契約者は、SIM カードの盗難、紛失又は毀損が生じた場合は、速やかに当社に届け出ていただきます。
３ 当社は、カシモ WiMAX 契約者以外の者が SIM カードを利用した場合であっても、その SIM カードの貸与を受けているカシモ
WiMAX 契約者が利用したものとみなして取り扱います。
４ 当社は、SIM カードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、責任を負わないものとします。
（SIM カード暗証番号）
第２５条の５ カシモ WiMAX 契約者は、当社が別に定める方法により、SIM カードに SIM カード暗証番号（その SIM カードを利用す
る者を識別するための数字の組合せをいいます。以下同じとします。）を登録することができます。この場合において、当社からその SIM カ
ードの貸与を受けているカシモ WiMAX 契約者以外の者が登録を行った場合、当社は、そのカシモ WiMAX 契約者が登録を行ったもの
とみなします。
２ カシモ WiMAX 契約者は、SIM カード暗証番号を善良な管理者の注意をもって管理していただきます。
第２節 無線機器の接続等
（無線機器の接続）
第２６条 カシモ WiMAX 契約者は、その契約者回線に又はその契約者回線に接続されている電気通信設備を介して、無線機器（当
社及び提携事業者に付与された無線局の免許により運用することができるもの及びカシモ WiMAX 通信サービスの契約者回線に接続
することができるものに限ります。以下この条において同じとします。）を接続しようとするときは、当社所定の方法により、当社が別に定め
るサービス取扱所にその接続の請求をしていただきます。
２ 当社は、前項の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。
（１）その接続が技術基準等に適合しないとき。
（２）その接続が事業法施行規則第３１条で定める場合に該当するとき。
３ 当社は、前項の請求の承諾に当たっては、次の場合を除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
（１）事業法第５３条第１項に規定する技術基準適合認定を受けた端末機器を接続するとき。
（２）事業法施行規則第３２条第１項で定める場合に該当するとき。
４ 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
５ カシモ WiMAX 契約者が、その無線機器を変更した場合についても、前４項の規定に準じて取り扱います。
６ カシモ WiMAX 契約者は、その契約者回線への無線機器の接続を取りやめたときは、そのことを当社が別に定めるサービス取扱所に通
知していただきます。
第３節 無線機器の検査等
（無線機器に異常がある場合等の検査）
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第２７条 当社は、契約者回線に接続されている無線機器に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合
において必要があるときは、カシモ WiMAX 契約者に、その無線機器の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求め
ることがあります。この場合、カシモ WiMAX 契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第３２条第２項で定める場合
を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
２ 当社の係員は、前項の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
３ カシモ WiMAX 契約者は、第１項の検査を行った結果、無線機器が技術基準等に適合していると認められないときは、その無線機器
の契約者回線への接続を取り止めていただきます。
（無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い）
第２８条 カシモ WiMAX 契約者は、契約者回線に接続されている無線機器について、電波法（昭和２５年法律第１３１号）の規
定に基づき、当社又は提携事業者が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その無線機器の使用を停止して、無線
設備規則に適合するよう修理等を行っていただきます。
２ 当社は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、カシモ WiMAX 契約者は、正当な理由が
ある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
３ カシモ WiMAX 契約者は、前項の検査等の結果、無線機器が無線設備規則に適合していると認められないときは、その無線機器の
契約者回線への接続を取り止めていただきます。
（無線機器の電波法に基づく検査）
第２９条 前条第２項に規定する検査のほか、無線機器の電波法に基づく検査を受ける場合の取扱いについては、前条第２項及び第
３項の規定に準ずるものとします。

第７章 利用中止及び利用停止
（利用中止）
第３０条 当社は、次の場合には、カシモ WiMAX 通信サービスの利用を中止することがあります。
（１）当社又は提携事業者の電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ないとき。
（２）第３４条（通信利用の制限）の規定により、通信利用を中止するとき。
２ 当社は、前項の規定によりカシモ WiMAX 通信サービスの利用を中止するときは、当社が別に定める方法により、あらかじめそのことをそ
のカシモ WiMAX 契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
（利用停止）
第３１条 当社は、カシモ WiMAX 契約者が次のいずれかに該当するときは、６ヵ月以内で当社が定める期間（カシモ WiMAX 通信サ
ービスの料金その他の債務を支払わないときは、その料金その他の債務がその請求を行った当社又は料金回収会社等に支払われるまで
の間、第３号又は第４号の規定に該当するときは、当社がカシモ WiMAX 契約者本人を確認するための書類として当社が別に定める
ものを当社が指定するサービス取扱所に提出していただくまでの間）、そのカシモ WiMAX 通信サービスの利用を停止することがあります。
（１）料金回収会社等が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払いがない旨の通知を料金回収会社等か
ら受けたとき。
（２）当社が請求した料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき（支払期日を経過した後、サービス取扱所
（料金収納事務を行う当社の事業所に限ります。）以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認でき
ないときを含みます。以下この条において同じとします。）。
（３）カシモ WiMAX 通信サービスに係る契約の申込みに当たって当社所定の書面に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
（４）第９条（カシモ WiMAX 契約者の氏名等の変更の届出）の規定に違反したとき及びその規定により届け出た内容について事実
に反することが判明したとき。
（５）カシモ WiMAX 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他のカシモ WiMAX 通信サービスに係る料金その他の債
務又はカシモ WiMAX 契約者が当社と契約を締結している若しくは締結していた他の電気通信サービスに係る料金等の債務（そ
の契約約款等に定める料金その他の債務をいいます。）について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
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（６）カシモ WiMAX 契約者がそのカシモ WiMAX 通信サービス又は当社と契約を締結している他のカシモ WiMAX 通信サービスの利
用において第６５条（利用に係るカシモ WiMAX 契約者の義務）の規定に違反したと当社が認めたとき。
（７）第２７条（無線機器に異常がある場合等の検査）の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき。
（８）第２８条（無線機器の電波発射の停止命令があった場合の取扱い）又は第２９条（無線機器の電波法に基づく検査）の規
定に違反したとき。
（９）第５１条（預託金）に規定する預託金を預け入れないとき。
（１０）第６４条（無線事業における利用の禁止）の規定に違反したとき。
２ 当社は、前項の規定によりカシモ WiMAX 通信サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を
そのカシモ WiMAX 契約者に通知します。
ただし、前項第６号により利用停止を行う場合であって、緊急やむを得ないときは、この限りでありません。

第８章 通信
（インターネット接続サービスの利用）
第３２条 カシモ WiMAX 契約者は、インターネット接続サービス（カシモ WiMAX 通信サービスに係る無線基地局設備を経由してインタ
ーネットへの接続を可能とする電気通信サービスをいいます。以下同じとします。）を利用することができます。
２ 当社は、インターネット接続サービスの提供により生じた損害については、一切の責任を負わないものとします。
（通信の条件）
第３３条 当社は、カシモ WiMAX 通信サービスを利用できる区域について、当社の指定するホームページに掲示するものとします。
ただし、その区域内にあっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりにくいところでは、通信を行うことができ
ない場合があります。
ベストエフォート方式を採用しているため、実際にインターネット接続を行った際の速度を保証するものではありません。電波状況や回線
の混雑状況、ご利用の端末などにより通信速度が異なります。
２ 当社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場
合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
３ カシモ WiMAX 通信サービスに係る通信は、当社が別に定める通信プロトコルに準拠するものとします。
ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するものではありません。
４ カシモ WiMAX 通信サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要因により変動するものとします。
５ カシモ WiMAX 契約者は、１の料金契約において、同時に２以上の無線機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできません。
ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
６ カシモ WiMAX 契約者は、１の料金契約において、同時に２以上の Wi-Fi 機器に契約者回線を設定して通信を行うことはできませ
ん。ただし、この約款において特段の定めがある場合には、その定めによります。
７ 電波状況等により、カシモ WiMAX 通信サービスを利用して送受信された情報等が破損又は滅失することがあります。この場合におい
て、当社は、一切の責任を負わないものとします。
８ 無線機器に使用される IP アドレスには、プライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスとがあり、当社がそのいずれかを動的に割り当て
るものとします。
（通信利用の制限）
第３４条 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又
は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項
を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次に掲げる機関が使用している
契約者回線（当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。）以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあ
ります。
機関名
気象機関
水防機関
消防機関
災害救助機関
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秩序の維持に直接関係がある機関
防衛に直接関係がある機関
海上の保安に直接関係がある機関
輸送の確保に直接関係がある機関
通信役務の提供に直接関係がある機関
電力の供給の確保に直接関係がある機関
水道の供給の確保に直接関係がある機関
ガスの供給の確保に直接関係がある機関
選挙管理機関
別記３の基準に該当する新聞社等の機関
預貯金業務を行う金融機関
その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
第３４条の２ 当社は、前条の規定による場合のほか、次の通信利用の制限を行うことがあります。
（１）

通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線に係る通信の利用を制限すること。

（２）

当社又は提携事業者の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる等、当社又は提携事業者の電
気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する当社又は提携事業
者の電気通信サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼすおそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に
係る通信の帯域を制限すること。

（３）

当社が別に定める一定時間以上継続してセッションを維持し当社又は提供事業者の電気通信設備を占有する等、その通信
がカシモ WiMAX 通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。

（４）

当社又は提携事業者の電気通信設備に継続して著しい負荷が生じ、一定期間その解消が見込まれないと当社が認めた場合
に、カシモ WiMAX 通信サービスの円滑な提供のために、カシモ WiMAX 通信サービスの契約者回線について、データ通信の伝
送速度を制限すること。

２ 当社は、その契約者回線に係る通信の１料金月における総情報量（通信の相手方に到達しなかったものを含みます。以下「累計課
金対象データ量」といいます｡)が次表に定める総量速度規制データ量を超えたことを当社が確認した場合、その確認した日を含む料金
月の末日までの間、その契約者回線に係る通信の伝送速度を最高 128kbit/s に制限する取扱い（以下「総量速度規制」といい
ます｡)を行います。
カシモ WiMAX 通信サービスの種類

総量速度規制データ量

WiMAX+5G サービス

16,106,127,360 バイト（15 ギガバイト）

WiMAX2+サービス

7,516,192,768 バイト（７ギガバイト）

３ ギガ放題プラスプランのスタンダードモード又はギガ放題プランのハイスピードモードによる通信に係る情報量は、前項に定める累計課金
対象データ量の集計から除外します。
4 契約移行があった場合、契約移行前の WiMAX2+サービスの契約者回線に係る通信の累計課金対象データ量を、前項に定める累
計課金対象データ量に合算します。
第３４条の３ 当社は、前２条の規定によるほか、当社又は提携事業者が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する
行為により取得されたと判断し又は当社若しくは提携事業者に対する代金債務（立替払等に係る債務を含みます。）の履行が為され
ていないと判断した機器が契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
第３４条の４ 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノア
ドレスリスト（同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいま
す。）において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。

第９章 料金等
第１節 料金及び工事に関する費用
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（料金及び工事に関する費用）
第３５条 カシモ WiMAX 通信サービスの料金は、料金表第１表（カシモ WiMAX 通信サービスに関する料金）に規定する基本使用
料、プラスエリアモードオプション料、LTE オプション料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料、グローバル IP アドレスオプション利
用料、手続きに関する料金、収納手数料、督促手数料及び請求書支払いオプション料とします。その他の任意加入である WiMAX 通
信サービス以外の各オプションサービスの料金は、各オプションサービス規約によるものとします。
２ カシモ WiMAX 通信サービスの工事に関する費用は、料金表第２表（工事費）に規定する工事費とします。
第２節 料金等の支払義務
（基本使用料の支払義務）
第３６条 カシモ WiMAX 契約者は、その料金契約に係る提供開始日から料金契約の解除があった日（以下「提供終了日」といいま
す。）の前日までの期間（提供開始日と提供終了日が同一の日である場合は、その日）について、料金表第１表第１（基本使用
料）に規定する基本使用料の支払いを要します。
ただし、この約款又は料金表に特段の定めのある場合は、この限りでありません。
２ 前項の期間において、利用の一時中断等によりカシモ WiMAX 通信サービスを利用することができない状態が生じたときの基本使用料
の支払いは、次によります。
（１）カシモ WiMAX 契約者は、利用の一時中断をしたときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
（２）カシモ WiMAX 契約者は、利用停止があったときは、その期間中の基本使用料の支払いを要します。
（３）前２号の規定によるほか、カシモ WiMAX 契約者は、次の場合を除き、カシモ WiMAX 通信サービスを利用できなかった期間中の
基本使用料の支払いを要します。
区

別

支払いを要しない料金

カシモ WiMAX 契約者の責めによらない理由によりその会員契約に

そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時

係る全ての契約者回線（料金契約に係るものに限ります。）を全く

間（２４時間の倍数である部分に限ります。）につい

利用できない状態（その会員契約に係る電気通信設備による全て

て、２４時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する

の通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態

基本使用料

となる場合を含みます。）が生じた場合に、そのことを当社が認知し
た時刻から起算して、２４時間以上その状態が連続したとき。
３ 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
（基本使用料の日割り）
第３６条の２ 当社は、基本使用料の日割りは致しません。但し、次の場合が生じたときは、基本使用料をその利用日数に応じて日割り
します。
（１）料金月の起算日以外の日に基本使用料の額が増加又は減少したとき。この場合、増加又は減少後の基本使用料は、その増加
又は減少のあった日から適用します。
（２）第３６条（基本使用料の支払義務）第２項第３号の表の規定に該当するとき。
（３）第４５条（料金の計算方法等）の規定により料金月の起算日の変更があったとき。
２ 前項第１号から第３号までの規定による基本使用料の日割りは、その料金月に含まれる日数により行います。この場合、第３５条
（基本使用料の支払義務）第２項第３号の表に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる２４時間をその開始
時刻が属する料金日とみなします。
３ 第１項第３号の規定による基本使用料の日割りは、変更後の料金月に含まれる日数により行います。
（契約解除料の支払義務）
第３７条 カシモ WiMAX 契約者は、WiMAX 通信サービスにおいて、最低利用期間中に料金契約の解除があったときは、料金表第１
表第２（契約解除料）に規定する契約解除料の支払いを要します。
（プラスエリアモードオプション料等の支払義務）
第３８条

カシモ WiMAX 契約者は、プラスエリアモード又はハイスピードプラスエリアモードによる通信が行われた料金月について、料金表

第１表第３（プラスエリアモードオプション料等）に規定するプラスエリアモードオプション料又はＬＴＥオプション料の支払いを要します。
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（ユニバーサルサービス料の支払義務）
第３９条 カシモ WiMAX 契約者は、料金月の末日が経過した時点に、WiMAX2+サービス又は WiMAX+5G サービスの提供を受けて
いたときは、料金表第１表第４（ユニバーサルサービス料）に規定するユニバーサルサービス料の支払いを要します。
２ カシモ WiMAX 契約者は、ユニバーサルサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当社がユニバーサルサービ
ス料を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。
（電話リレーサービス料の支払義務）
第３９条の２ カシモ WiMAX 契約者は、料金月の末日が経過した時点に、WiMAX2+サービス又は WiMAX+5G サービスの提供を
受けていたときは、料金表第１表第５（電話リレーサービス料）に規定する電話リレーサービス料の支払いを要します。
２ カシモ WiMAX 契約者は、電話リレーサービス制度に係る負担金の変更があった場合に、その変動に応じて当社が電話リレーサービス
料を見直すことについて、あらかじめ同意するものとします。
（手続きに関する料金の支払義務）
第４０条 カシモ WiMAX 契約者は、カシモ WiMAX 通信サービスに係る契約の申込み又は手続きを要する請求をし、その承諾を受けた
ときは、料金表第１表第６（手続きに関する料金）に規定する手続きに関する料金の支払いを要します。
ただし、その手続きの着手前にその契約の解除又はその請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が
支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
（収納手数料の支払義務）
第４１条 カシモ WiMAX 契約者は、当社又は料金回収会社等が払込票（当社が指定する店舗において料金等を支払う際に必要と
なる書面をいいます。以下同じとします。）を発行したときは、料金表第１表第７（収納手数料）に規定する収納手数料の支払いを
要します。
（グローバル IP アドレスオプション利用料の支払義務）
第４２条 カシモ WiMAX 契約者は、別表（オプション機能）に定めるグローバル IP アドレスオプションが適用された料金月
（WiMAX2+サービスにあっては、別表に定める特定ＡＰＮを介して通信を行った料金月とします。）について、別表に規定するグロー
バル IP アドレスオプション利用料の支払いを要します。
ただし、契約者の責めによらない理由により１料金月の全ての日にわたってその料金契約に係る契約者回線を全く利用できない状態
（その料金契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含み
ます。）が生じたときは、この限りでありません。
２ グローバル IP アドレスオプション利用料については、日割りは行いません。
（督促手数料の支払義務）
第４３条 カシモ WiMAX 契約者は、当社又は料金回収会社等が督促通知（料金その他の債務の支払いを求める行為であって、当社
が行う会員契約の解除の予告を伴うものをいいます。以下同じとします。）を行った場合に、その支払期日を経過してもなお支払いがな
かったときは、料金表第１表第８（督促手数料）に規定する督促手数料の支払いを要します。

（工事費の支払義務）
第４４条 カシモ WiMAX 契約者は、工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第２表（工事費）に定める工事費の支
払いを要します。
ただし、その工事の着手前にその契約の解除又はその請求の取消し（以下この条において「解除等」といいます。）があったときは、こ
の限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
２ 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、カシモ WiMAX 契約者は、その工事に関して解除等があっ
たときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。
第３節 料金等の計算及び支払い
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（料金の計算方法等）
第４５条 当社は、カシモ WiMAX 契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、基本使用料、インターネット接続料、LTE オプション
料、ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料及びグローバル IP アドレスオプション利用料は、料金月に従って計算するものとします。
ただし、この約款の特段の規定に従って計算する場合のほか、当社が必要と認めるときは、当社が別に定める期間に従って随時に計
算します。
２ 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の料金月の起算日を変更することがあります。
３ 料金の計算は、料金表に規定する税抜額（消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします。）により行います。料金を
日割りする場合には、税抜額を日割りした額に消費税相当額を加算した額を適用します。
（債権の譲渡または委託）
第４６条 カシモ WiMAX 契約者（料金契約に係る料金等の支払方法として銀行振込を指定している者を除きます。）は、その料金契
約に基づき生じたすべての債権について、当社が料金回収会社等に譲渡または委託することを承諾していただきます。
２ 前項の譲渡または委託に関して、カシモ WiMAX 契約者は、あらかじめ次の各号について同意していただきます。
（１）カシモ WiMAX 契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号及び請求書の送付先並びにその他債権の請
求及び回収を行うために必要な情報を当社が料金回収会社等に提供すること。
（２）料金回収会社等が請求した債権について、その支払期日を経過してもなお支払いがない場合に、料金回収会社等から当社へその
旨の通知を受けること。
３ 第１項の場合において、当社及び料金回収会社等は、カシモ WiMAX 契約者への個別の通知又は譲渡（委託）承諾の請求を省
略するものとします。
（債権の譲渡または委託の取り消し）
第４６条の２ 当社は、前条の規定により委託した債権について、当社が必要と判断した場合には、料金回収会社等から債権の全部又
は一部の譲渡または委託を取り消して請求できるものとします。
２ 前項の規定により債権の譲渡または委託を取り消す場合には、当社および料金回収会社等は、カシモ WiMAX 契約者への個別の通
知又は譲渡または委託承諾の請求を省略するものとします。
（料金等の請求）
第４６条の３ 当社及び料金回収会社等は、第６２条（請求書の発行）に規定する場合その他当社又は料金回収会社等が必要と
判断した場合を除き、書面による請求書の発行を行いません。
（料金等の支払い）
第４７条 カシモ WiMAX 契約者は、料金契約に係る料金等の支払いについて、あらかじめ別記５に規定する支払方法のいずれかを指
定していただきます。
２ カシモ WiMAX 契約者は、料金契約に係る料金等について、当社が定める期日までに、前項の規定により指定した支払方法により支
払っていただきます。
３ 前項の場合において、料金等は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
４ 当社は、料金契約に係る料金等の支払いについて、次のいずれかに該当したときは、払込票を発行します。この場合において、カシモ
WiMAX 契約者は、第１項の規定により指定した支払方法にかかわらず、その払込票を使用して料金等を支払っていただきます。
（1）クレジットカードが使用不能であることを当社が知ったとき。
５ 前項の場合において、当社は、その該当した支払方法が変更されない限り、払込票の発行を継続するものとし、カシモ WiMAX 契約
者は、その払込票を使用して料金等を支払っていただきます。
６ カシモ WiMAX 契約者は、第４６条（債権の譲渡または委託）の規定により譲渡または委託した債権について、料金回収会社等が
前５項の規定に準じて取り扱うことに同意していただきます。
（料金の一括後払い）
第４８条 当社は、当社に特別の事情がある場合は、カシモ WiMAX 契約者の承諾を得て、２月以上の料金を、当社が指定する期日
までに、まとめて支払っていただくことがあります。
（料金等の臨時減免）
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第４９条 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金及び工事費を減免
することがあります。
２ 当社は、前項の規定により料金等の減免を行ったときは、当社の指定するホームページに掲示する等の方法により、そのことを周知しま
す。
（期限の利益喪失）
第５０条 次の各号に定める事由のいずれかが発生したときは、カシモ WiMAX 契約者は、この約款に基づく料金その他の債務の全てにつ
いて、当然に期限の利益を失い、当社及び料金回収会社等に対して直ちにその料金その他の債務を弁済しなければならないものとしま
す。
（１）カシモ WiMAX 契約者がその負担すべき債務の全部又は一部について不完全履行若しくは履行遅滞に陥ったとき。
（２）カシモ WiMAX 契約者について破産、会社更生手続開始又は民事再生手続開始その他法令に基づく倒産処理手続の申立てが
あったとき。
（３）カシモ WiMAX 契約者に係る手形又は小切手が不渡りとなったとき。
（４）カシモ WiMAX 契約者の資産について法令に基づく強制換価手続の申立てがあったとき又は仮差押え、仮処分若しくは税等の滞
納処分があったとき。
（５）カシモ WiMAX 契約者の所在が不明であるとき。
（６）カシモ WiMAX 契約者が預託金を預け入れないとき。
（７）その他カシモ WiMAX 契約者が負担すべき債務の完全な履行を妨げる事情があると認めるとき。
２ カシモ WiMAX 契約者は、前項第２号から第４号に定める事由のいずれかが発生した場合には、その事実を速やかにカシモ WiMAX
通信サービスの契約事務を行うサービス取扱所に通知していただきます。
第４節 預託金
（預託金）
第５１条 カシモ WiMAX 契約者は、次の場合には、カシモ WiMAX 通信サービスの利用に先立って預託金を預け入れていただくことがあ
ります。
（１）会員契約の申込みの承諾を受けたとき。
（２）料金契約の申込みの承諾を受けたとき。
（３）第３１条（利用停止）第１項第１号、第２号又は第５号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されると
き。
２ 預託金の額は、１料金契約あたり 10 万円以内で当社が別に定める額とします。
３ 預託金については、無利息とします。
４ 当社は、その会員契約の解除等、預託金を預け入れた事由が解消した場合には、その契約に係る預託金を預け入れた者に返還しま
す。
５ 当社は、預託金を返還する場合に、カシモ WiMAX 契約者がその契約に基づき支払うべき額があるときは、返還額をその額に充当しま
す。
６ 当社は、料金契約の解除が契約移行に係るものである場合、その料金契約に係る預託金について、前２項の規定に基づく返還に代
え、新たに締結した料金契約に係る預託金として預け入れていただいたものとして取り扱います。
（譲渡または委託の取り消しによる預託金の充当）
第５２条 当社は、料金回収会社等が請求した料金その他の債務について、カシモ WiMAX 契約者が支払期日を経過してもなお支払
わなかった場合であって、そのカシモ WiMAX 契約者が当社に預託金を預け入れているときは、その債権（その額が預託金よりも大きいと
きは、預託金と同額分とします。）の譲渡または委託を取り消し、その額に預託金を充当することがあります。
第５節 割増金及び延滞利息
（割増金）
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第５３条 カシモ WiMAX 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算
しない額とします。）の２倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が指定する期日までに支払っていただきま
す。
（延滞利息）
第５４条 カシモ WiMAX 契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を経過してもなお支払いがない場
合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年１４．５％の割合（年当たりの割合は、閏
年の日を含む期間についても、３６５日当たりの割合とします。）で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支
払っていただきます。
第６節 端数処理
（端数処理）
第５５条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
ただし、この約款に別段の定めがあるときは、その定めるところによります。

第１０章 保守
（当社の維持責任）
第５６条 当社は、UQ 又は提携事業者の設置した電気通信回線設備を事業用電気通信設備規則（昭和６０年郵政省令第３０
号）に適合するように維持するよう、UQ 又は提携事業者に求めます。
（カシモ WiMAX 契約者の維持責任）
第５７条 カシモ WiMAX 契約者は、無線機器を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
２ 前項の規定のほか、カシモ WiMAX 契約者は、無線機器を無線設備規則に適合するよう維持していただきます。
（カシモ WiMAX 契約者の切分責任）
第５８条 カシモ WiMAX 契約者は、無線機器が契約者回線に接続されている場合であって、契約者回線その他 UQ 又は提携事業者
の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その無線機器に故障のないことを確認のうえ、当社に UQ 又は提携事業者の電
気通信設備の調査の請求をしていただきます。
（修理又は復旧）
第５９条 当社は、UQ 又は提携事業者の電気通信設備が故障し、又は滅失した場合は、速やかに修理し、又は復旧するよう UQ 又
は提携事業者に求めます。ただし、２４時間未満の修理又は復旧を保証するものではありません。

第１１章 損害賠償
（責任の制限）
第６０条 当社は、料金契約に基づきカシモ WiMAX 通信サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提
供をしなかったときは、その会員契約に係る全ての契約者回線（料金契約に係るものに限ります。以下この条において同じとします。）が
全く利用できない状態（その会員契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の
状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。）にあることを当社が認知した時刻から起算して、２４時間以上その状
態が連続したときに限り、そのカシモ WiMAX 契約者の損害を賠償します。
２ 前項の場合において、当社は、その会員契約に係る全ての契約者回線が全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後
のその状態が連続した時間（２４時間の倍数である部分に限ります。）について、２４時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する
そのカシモ WiMAX 通信サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
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（１）料金表第１表第１（基本使用料）に規定する料金
３ 前項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、第３６条の２（基本使用料の日割り）の規定に準じて取り扱い
ます。
４ 当社は、カシモ WiMAX 通信サービスを提供すべき場合において、当社の故意又は重大な過失によりその提供をしなかったときは、前
３項の規定は適用しません。
（免責）
第６１条 当社は、電気通信設備の修理又は復旧等にあたって、その電気通信設備に記憶されている内容が変化又は消失したことによ
り損害が生じた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものでないときは、その責任を負わないものとします。
２ 当社は、カシモ WiMAX 通信サービスに係る技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、カシモ WiMAX
契約者が使用若しくは所有している無線機器（その無線機器を結合又は装着等することにより一体的に使用される電子機器その他の
器具を含みます。）の改造又は交換等を要することとなった場合であっても、その改造又は交換等に要する費用については負担しませ
ん。

第１２章 付随サービス
（請求書の発行）
第６２条 当社は、カシモ WiMAX 契約者から請求があったときは、当社が別に定めるところにより、書面により請求書（カシモ WiMAX
契約者が料金契約に基づき支払いを要する額を記載したものに限ります。）を発行します。
ただし、そのカシモ WiMAX 契約者が料金契約を締結していない場合又は料金契約に係る料金等の支払方法としてクレジットカード決
済を指定している場合は、この限りでありません。
２ カシモ WiMAX 契約者は、前項の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第３表（付随サービスに関する料金等）に規定する手
数料の支払いを要します。
３ カシモ WiMAX 契約者は、第４７条（料金等の支払い）の規定により料金契約に係る料金等の支払方法として銀行振込を指定し
たときは、同時に第１項の請求を行ったものとみなして取り扱うことに同意していただきます。

第１３章 雑則
（承諾の限界）
第６３条 当社は、カシモ WiMAX 契約者から工事その他の請求があった場合に、料金その他の債務の支払いを現に怠り若しくは怠るお
それがあるとき又はその請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるときその他当社の業務の遂行
上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款にお
いて特段の規定がある場合には、その規定によります。
（無線事業における利用の禁止）
第６３条 カシモ WiMAX 契約者は、この約款により提供を受ける契約者回線について、自ら又は他の電気通信事業者が行う無線事業
（事業法施行規則に定める公衆無線ＬＡＮアクセスサービス、携帯電話又はＰＨＳに係る電気通信事業をいいます。以下同じとしま
す。）の用に供してはならないものとします。
（利用に係るカシモ WiMAX 契約者の義務）
第６４条 カシモ WiMAX 契約者は、次のことを守っていただきます。
（１）無線機器を取り外す・変更し、分解し、損壊し、その設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の事態
に際して保護する必要があるとき、機器の接続、又は保守のため必要があるときは、この限りでありません。
（２）故意に通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
（３）当社が無線機器に登録した認証情報を改ざんしないこと。
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（４）他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、若しくは他人の利益を害する態様でカシモ WiMAX
通信サービスを利用し、又は他人に利用させないこと。なお、別記４に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合には、本項
の義務違反があったものとみなします。
（５）位置情報（無線機器の所在に係る緯度及び経度の情報をいいます。以下同じとします。）を取得することができる無線機器を契
約者回線へ接続し、それを他人に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じる
こと。
２ カシモ WiMAX 契約者は、前項各号の規定に違反して当社又は第三者に与えた損害について、一切の責任を負っていただきます。
（他の電気通信事業者への通知）
第６６条 カシモ WiMAX 契約者は、第１２条（カシモ WiMAX 契約者が行う会員契約の解除）、第１３条（当社が行う会員契約
の解除）又は第１４条（会員契約の終了）の規定に基づき会員契約を解除した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合
は、当社が個人情報の取扱い等について定めた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｡)に定める電気通信事業
者からの請求に基づき、同プライバシーポリシーに定める情報を当社が通知することにあらかじめ同意するものとします。
第６６条の２ カシモ WiMAX 契約者は、提携事業者が当社と提携して提供する電気通信サービスに係る料金の割引（当社所定のも
のに限ります｡)をカシモ WiMAX 契約者に案内及び提供するために（以下「本目的」といいます｡)、その氏名、住所、電話番号、生年
月日並びに締結している契約の内容及び契約状況等の情報を、本目的の達成に必要な範囲で当社が提携事業者に提供することにあ
らかじめ同意するものとします。
（カシモ WiMAX 契約者に係る情報の利用）
第６６条の３ 当社は、カシモ WiMAX 契約者に係る氏名、名称、住所若しくは居所、連絡先の電話番号若しくはメールアドレス又は請
求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締結、工事、料金の適用、料金の請求等、当社の
契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲（カシモ WiMAX 契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する
場合を含みます。）で利用します。なお、カシモ WiMAX 通信サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開す
るプライバシーポリシーにおいて定めます。
（認定機器以外の無線機器の扱い）
第６７条 カシモ WiMAX 契約者は、認定機器（当社が別に定めるところにより当社の要求項目に適合していることを認定した無線機器
をいいます。）以外の無線機器を契約者回線へ接続して利用することができません。
（合意管轄裁判所）
第６８条 この約款に関する訴訟については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
（準拠法）
第６９条 この約款の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
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料金表
第１表 カシモ WiMAX 通信サービスに関する料金
第１ 基本使用料
１ 適用
基本使用料の適用については、第３６条（基本使用料の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。
基本使用料の適用
（１）基本使用料の料
金種別の選択

ア 基本使用料には、次の料金種別があります。
WiMAX+5G サービスに係るもの
基本使用料の料金種別
カシモ WiMAX+5G ギガ放題プラスプラン(２年) A
カシモ WiMAX+5G ギガ放題プラスプラン(３年) A
カシモ WiMAX+5G ギガ放題プラスプラン(３年) B
カシモ WiMAX+5G ギガ放題しばりなし割引プラン ギガ放題プラス
WiMAX2+サービスに係るもの
基本使用料の料金種別
カシモ WiMAX2+ライトプラン（７GB）(３年)
カシモ WiMAX2+ギガ放題プラン(３年)
イ カシモ WiMAX 契約者は、料金契約の申込みに際して、基本使用料の料金種別を選択して
いただきます。
ウ 基本使用料の料金種別を変更するときは、そのことを当社が別に定める方法によりサービス取
扱所に申し込んでいただきます。
エ 当社は、別に通知する期日までにウの申し込みがあった場合は、当社が承諾した日を含む料
金月の翌料金月の初日から変更後の料金種別による基本使用料を適用します。ただし、業務
の遂行上やむを得ないときは、この限りでありません。

（２）カシモ

ア カシモ WiMAX+5G ギガ放題プラスプラン(２年) A、カシモ WiMAX+5G ギガ放題プラス

WiMAX+5G ギガ

(３年)

放題プラスプラン(２

プラン(３年)、（以下、これらの料金種別をこの欄において「本プラン」と総称します。）は、その

年) A、カシモ

適用を開始した日を含む料金月の翌料金月（基本使用料の料金種別の変更により適用を

WiMAX+5G ギガ

開始したときはその適用を開始した日を含む料金月、イの規定により更新されたものであるときは

放題プラス(３年)

その更新月とします。）から起算して次表に定める適用月数が経過することとなる料金月（以

A・B、カシモ

下この欄において「満了月」といいます。）の末日をもって適用期間が満了します。カシモ

WiMAX2+ライトプ

WiMAX+5G ギガ放題しばりなし割引プラン ギガ放題プラスの適用月数・期間はありません。

ラン（７GB）(３
年)、カシモ
WiMAX2+ギガ放
題プラン(３年)の取
扱い

A・B、カシモ WiMAX2+ライトプラン（７GB）(３年)、カシモ WiMAX2+ギガ放題

区

分

適用月数

カシモ WiMAX+5G ギガ放題プラスプラン(２年) A

２４料金月

カシモ WiMAX+5G ギガ放題プラス(３年) A・B

３６料金月

カシモ WiMAX+5G ギガ放題しばりなし割引プラン

なし

カシモ WiMAX2+ライトプラン（７GB）(３年)

３６料金月

カシモ WiMAX2+ギガ放題プラン(３年)

３６料金月

カシモ WiMAX 通信サービス契約約款 -18-

イ 当社は、本プランについて、満了月が経過した場合は、その満了月の翌料金月（以下この欄
において「更新月」といいます。）の初日に同一の料金種別で更新して適用します。
ウ カシモ WiMAX 契約者は、本プランの適用を受けている料金契約について、契約の解除又は
料金種別の変更があった場合は、「第 2 契約解除料」に定める契約解除料を支払っていただ
きます。ただし以下の（ア）に定める適用除外要件のいずれかに該当しているときは、この限りで
ありません。
（ア）適用除外要件
①満了月の翌月（更新月）に契約の解除があったとき。
②別記６、７において契約解除料の支払いを要さないこととされている料金種別の変更があっ
たとき。
（３）基本使用料の料

ア カシモ WiMAX+5G ギガ放題プラスプラン(２年) A、カシモ WiMAX+5G ギガ放題プラス

金種別による総量

(３年)

規制の緩和等

しばりなし割引プラン（以下、これらの料金種別をこの欄において「本プラン」と総称します。）の

A・B、カシモ WiMAX2+ギガ放題プラン（３年）、カシモ WiMAX+5G ギガ放題

適用を受けている契約者回線については、スタンダードモード又はハイスピードモードによる通信に
係る情報量を、第３４条の２（通信利用の制限）第２項に定める累計課金対象データ量
の集計から除外します。
イ カシモ WiMAX+5G ギガ放題プラスプラン(２年) A 、カシモ WiMAX+5G ギガ放題プラス
(３年)

A・B、カシモ WiMAX+5G ギガ放題しばりなし割引プランの適用を受けている契約

者回線に係るスタンダードモードによる通信については、総量速度規制を行いません。
ウ 本プランの適用を受けている契約者回線については、WiMAX2+基地局設備の混雑状況に
より WiMAX2+通信の伝送速度を制限する場合があります。
(４) ａｕスマートバリュ

当社は、カシモ WiMAX+5G ギガ放題プラスプラン(２年) A 、カシモ WiMAX+5G ギガ放題

ー等の適用による総

プラス(３年)

A・B カシモ WiMAX+5G ギガ放題しばりなし割引プラン ギガ放題プラスのホ

量規制の取扱い

ームルーターの契約者回線であり、ａｕスマートバリュー又は自宅セット割（それぞれ提携事業
者が提供する電気通信サービスに係る料金の割引であって、当社所定のものをいいます。以下
同じとします｡)の判定用回線として指定があり、その適用を受けている回線については、次表に
定める加算データ量を第 34 条の２（通信利用の制限）に定める総量速度規制データ量に
加算して、総量速度規制を行います。
加算データ量
16,106,127,360 バイト（15 ギガバイト）
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２ 料金額
カシモ WiMAX+5G ギガ放題しばりなし割引プラン ギガ放題プラス
１料金契約ごとに月額
区

料金額

分

WiMAX+5G ギガ放題しばりなし割引プラン ギガ放題プラ
ス

税込額
0 ヵ月目

1,408 円

1 ヵ月目以降

4,378 円

※但し、別記６の特約で契約いただいた場合、該当の料金額となります。

WiMAX+5G ギガ放題プラス(2 年) A に係るもの
１料金契約ごとに月額
区

料金額

分

WiMAX+5G ギガ放題プラス(２年) A

税込額
0 ヵ月目

1,408 円

1 ヵ月目以降

4,708 円

※WiMAX+5G ずーっと定額プラン ギガ放題プラス(２年)に適用されます。
※但し、別記６の特約で契約いただいた場合、該当の料金額となります。

WiMAX+5G ギガ放題プラス(３年) A に係るもの
１料金契約ごとに月額
区

料金額

分

税込額

WiMAX+5G ギガ放題プラス(３年) A

4,750 円

※但し、別記６の特約で契約いただいた場合、該当の料金額となります。

WiMAX+5G ギガ放題プラス(３年) B に係るもの
１料金契約ごとに月額
区

料金額

分

WiMAX+5G ギガ放題プラス(３年) B

税込額
0 ヵ月目

1,408 円

1 ヵ月目以降

4,455 円

※WiMAX+5G ずーっと定額プラン ギガ放題プラス(３年)に適用されます。

WiMAX2+サービスに係るもの
１料金契約ごとに月額
区

分

料金額
税込額

カシモ WiMAX2+ ライトプラン（７GB）(３年)

4,394 円

カシモ WiMAX2+ ギガ放題プラン(３年)

5,146 円

※但し、別記７の特約で契約いただいた場合、該当の料金額となります。
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第２ 契約解除料
更新月以外での契約解除料を以下の料金額とします。
カシモ WiMAX+5G ギガ放題しばりなし割引プラン ギガ放題プラスに係るもの
「カシモ WiMAX+5G ギガ放題しばりなし割引プラン ギガ放題プラス」には契約解除料は発生しません。ただし、端末代金を分割
で購入している場合は端末代金の残債を契約解除時に請求します。

WiMAX+5G ギガ放題プラス(2 年) A に係るもの
区

分

WiMAX+5G ギガ放題プラス(2 年) A

料金額
税込額
０～12 ヵ月目

20,900 円

13～24 ヵ月目

15,400 円

25 ヵ月目以降

10,450 円

WiMAX+5G ギガ放題プラス(３年) A に係るもの
区

分

カシモ WiMAX+5G ギガ放題プラスプラン(３年) A

料金額
税込額
０～24 ヵ月目

16,000 円

25～36 ヵ月目

11,000 円

38 ヵ月目以降

10,450 円

※「カシモ WiMAX+5G ギガ放題プラスプラン(３年) A」は、1 回目の更新月（37 ヵ月目）より前に解約された場合は、契約
解除料に加え、端末代金として 25,000 円(税込)を請求いたします。但し、別記６（２）の「契約変更プラン ギガ放題プラス
(３年)」ならびに（４）の「WiMAX+5G 契約変更お得プラン ギガ放題プラス(３年)」の料金種別で契約いただいた場合、以
下の料金額とし、1 回目の更新月（37 ヵ月目）より前に解約された場合の端末代金 25,000 円(税込)は免除となります。

区

分

WiMAX+5G 契約変更プラン ギガ放題プラス(３年)
WiMAX+5G 契約変更お得プラン ギガ放題プラス(３年)

料金額
税込額
０～12 ヵ月目

20,900 円

13～24 ヵ月目

15,400 円

25 ヵ月目以降

10,450 円

WiMAX+5G ギガ放題プラス(３年) B に係るもの
区

分

カシモ WiMAX+5G ギガ放題プラスプラン(３年) B

料金額
税込額
０～12 ヵ月目

20,900 円

13～24 ヵ月目

15,400 円

25 ヵ月目以降

10,450 円
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WiMAX2+サービスに係るもの
１料金契約ごとに 10,450 円
※但し、別記７の特約で契約いただいた場合、以下の料金額とします。

区

料金額

分

税込額

カシモ WiMAX2+ ライトプラン（７GB）(３年)

カシモ WiMAX2+ ギガ放題プラン(３年)

0～12 ヵ月目

20,900 円

13～24 ヵ月目

15,400 円

25 ヵ月目以降

10,450 円

0～12 ヵ月目

20,900 円

13～24 ヵ月目

15,400 円

25 ヵ月目以降

10,450 円

第３ プラスエリアモードオプション料等
１ 適用
プラスエリアモードオプション料又はＬＴＥオプション料の適用については、第３８条（プラスエリアモードオプション料等の支払義
務）の規定によるほか、次のとおりとします。
プラスエリアモードオプション料等の適用
(１) プラスエリアモードオプ
ション料の適用除外

ア カシモ WiMAX 契約者は、料金月の末日（その料金月において料金契約の解除があった場
合は、その日とします｡)において、次表に定める基本使用料の料金種別の適用を受けている場
合、その料金月のプラスエリアモードオプション料の支払いを要しません。
基本使用料の料金種別
カシモ WiMAX+5G ギガ放題プラス(３年) A・B
イ カシモ WiMAX 契約者は、ａｕスマートバリュー又は自宅セット割の判定用回線として指定が
あった契約者回線について、判定用回線としての適用を受けている料金月のプラスエリアモー
ドオプション料の支払いを要しません。

(２) ＬＴＥオプション料
の適用除外

ア カシモ WiMAX 契約者は、料金月の末日（その料金月において料金契約の解除（契約移
行に係るものを除きます｡)があった場合は、その日とします｡)において、次表に定める基本使用料
の料金種別の適用を受けている場合、その料金月のＬＴＥオプション料の支払いを要しません。
基本使用料の料金種別
カシモ WiMAX2+ ライトプラン（７GB）(３年)
カシモ WiMAX2+ ギガ放題プラン(３年)

２ 料金額
１料金契約ごとに月額
区

料金額

分

税込額

プラスエリアモードオプション料

1,100 円

ＬＴＥオプション料

1,105 円
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第 4 端末代金
以下のプランをご契約の場合、ご契約通信機器は有料となります。
・カシモ WiMAX+5G ギガ放題しばりなし割引プラン ギガ放題プラス

端末代金のお支払方法は、初回一括払いと分割払いからお選びください。
金額

支払回数

一括払い

21,780 円（税込）

初月 1 回

分割払い

605 円（税込）/月

初月から 35 ヵ月目まで 36 回払

※契約開始時点に選択したお支払回数を後から変更することはできません。
※いずれのお支払回数の場合も、通信サービス料金と合算して請求致します。ただし分割払いを選択した場合、端末分割サポートにより毎月 605
円(税込)の値引きが行われます。
※端末の所有権は、契約者が料金を全額支払い終わった時に契約者に移転するものとし、それまでは当社の所有物であるものとしますが、端末の返
送等を弊社に行った場合の所有権は当社に移転します。
※分割払いの場合、繰り上げ返済、一括返済に変更することはできません。ただし、36 ヵ月月以内に通信サービス契約を解約されたときは、以下の
方法を以て、端末代金の残債分を通信サービス契約の契約解除料と合算して（契約解除料が発生しない月の解約の場合は端末代金残債分の
み）を請求致します。
｛36 回-契約開始月からの経過月数（＝既に端末代金を分割でお支払いいただいている期間）｝×605 円（税込）

第 5 負担金
カシモ WiMAX 通信サービスの電話番号一つに対して、ユニバーサルサービス料及び電話リレーサービス料が発生いたします。
区

分

料金額
電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号）に定める基礎的電気通信役務の提供の確保

ユニバーサルサービス料

のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定
等規則（平成 14 年総務省令第 64 号）により算出された額に基づいて、当社が定める料金
※1

聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律（令和 2 年法律第 53 号）に定める
電話リレーサービス料

電話リレーサービス支援機関に納付する負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利
用の円滑化に関する法律施行規則（令和 2 年総務省令第 110 号）により算出された額に
基づいて、当社が定める料金※2

※1 電話会社が負担する 1 電話番号当たりの負担額（番号単価）は、ユニバーサルサービス支援機関である社団法人電気通信事業
者協会によって、半年に 1 回料金の見直しが行われているため、その内容に応じてお客様にお支払いいただく料金が変更される場合がありま
す。なお、「ユニバーサルサービス制度」について、詳しくは、社団法人電気通信事業者協会のホームページ
（http://www.tca.or.jp/universalservice/）または音声・FAX 案内（03-3539-4830：24 時間受付）にてご確認ください。
※2 電話会社が負担する 1 電話番号当たりの負担額（番号単価）は、電話リレーサービス支援機関である社団法人電気通信事業者
協会によって、1 年に 1 回料金の設定が行われているため、その内容に応じてお客様に料金をお支払いいただきます。
なお、「電話リレーサービス制度」について、詳しくは、社団法人電気通信事業者協会のホームページ
（https://www.tca.or.jp/telephonerelay_service_support/）または音声・FAX 案内（03-6302-8391：土日祝休日、年
末年始を除く 9 時～17 時）にてご確認ください。
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第 6 手続きに関する料金
１ 適用
手続きに関する料金の適用については、第４０条（手続きに関する料金の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。
手続きに関する料金の適用
（１）手続きに関す

手続きに関する料金は、次のとおりとします。

る料金の適用

区

分

契約事務手数料

内

容

料金契約の申込みをし、その承諾を受けたときに支払いを要する
料金

SIM カード再発行手数料 SIM カードの紛失、盗難又は毀損その他の理由により新たな
SIM カードの貸与を請求し、その承諾を受けたときに支払いを要
する料金

２ 料金額
区

分

単

料金額

位

税込額

契約事務手数料

１料金契約ごとに

3,300 円

SIM カード再発行手数料

１枚ごとに

2,200 円

第 7 収納手数料
収納 1 件ごとに
区

料金額

分

税込額

収納手数料

３３０円

第 8 督促手数料
１督促通知ごとに
区

分

督促手数料

料金額
別に算定する実費

第２表 工事費
区

分

工事費

料金額
別に算定する実費

第３表 付随サービスに関する料金等
第１ 請求書支払いオプション料
発行１回ごとに
区

分

料金額
税込額

請求書支払いオプション料

３３０円
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別表 オプション機能
１ 適用
種

類

提

１ グローバル IP ア
ドレスオプション

供

条

件

カシモ WiMAX 契約者が指定した料金契約で使用される WiMAX 機器に専らグローバ
ル IP アドレスを割り当てる機能をいいます。
備

（１）カシモ WiMAX 契約者は、当社が別に定める接続先（以下「特定

考

ＡＰＮ」といいます。）を介して通信を行うことにより本機能を利用す
ることができます。
（２）本機能に関するその他の提供条件については、当社が別に定めると
ころによります。
（３）カシモ WiMAX 契約者は、契約移行のあった日を含む料金月にお
いて、ＷｉＭＡＸ＋５Ｇサービスに係るグローバルＩＰアドレスオプシ
ョン利用料の支払いを要する場合、その契約者回線について、その料
金月のＷｉＭＡＸ２＋サービスに係るグローバルＩＰアドレスオプショ
ン利用料の支払いを要しません。

２ 料金額
１料金契約ごとに月額
区

料金額

分

税込額

グローバル IP アドレスオプション利用料

１０５円

別記
１ 無線機器が適合すべき技術基準等
区

分

技術基準

技術基準等
端末設備等規則（昭和６０年郵政省令第３１号）

技術的条件

―

２ 債権譲渡または委託先となる料金回収会社等
料金回収会社等
山下法律事務所
３ 新聞社等の基準
区

分

（１）新聞社

基

準

次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的と
して、あまねく発売されること。
イ 発行部数が１の題号について、８，０００部以上であること。

（２）放送事業者等

放送法（昭和２５年法律第１３２号）第２条に定める放送事業者及び有
線テレビジョン放送法（昭和４７年法律第１１４号）第２条に定める有線テ
レビジョン放送施設者であって自主放送を行う者

（３）通信社

新聞社又は放送事業者等にニュース（（１）欄の基準のすべてを備えた日刊
新聞紙に掲載し、又は放送事業者等が放送をするためのニュース又は情報（広
告を除きます。）をいいます。）を供給することを主な目的とする通信社
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４ インターネット接続サービスの利用における禁止行為
（１）当社若しくは他人の電気通信設備等の利用若しくは運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為
（２）他人に無断で広告、宣伝若しくは勧誘の文書等を送信又は記載する行為
（３）他人が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのある文書等を送信、記載若しくは掲載する行為
（４）他人になりすまして各種サービスを利用する行為
（５）他人の知的財産権（特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等）その他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行
為
（６）他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又はそのおそれのある行為
（７）他人を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
（８）猥褻、児童虐待若しくは児童ポルノ等児童及び青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字又は文書等を送信、記載又は掲載
する行為
（９）無限連鎖講（ネズミ講）若しくは連鎖販売取引（マルチ商法）等を開設し、又はこれを勧誘する行為
（１０）インターネット接続サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は消去する行為
（１１）有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
（１２）売春、暴力、残虐等公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
（１３）他人を欺き錯誤等に陥れ、他人の ID、パスワード又はその他の情報等を取得する行為又は取得する恐れのある行為
（１４）犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
（１５）その他法令に違反する行為
（１６）（１）から（１５）までの規定のいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行為
５ カシモ WiMAX 契約者が指定できる支払方法
会員契約の名義

カシモ WiMAX 契約者が指定できる支払方法

個人

クレジットカード決済

法人

クレジットカード決済、請求書支払い※該当オプション加入者のみ

６ カシモ WiMAX+5G 定期プラン特約
（ア）

カシモ WiMAX+5G ギガ放題プラス(３年) A に係る料金契約のうち、（１）～（5）に定める基本使用料の料金種別にて
締結された契約については、同表に定める料金額となります。加入月、契約解除月において、基本使用料の日割りは致しません。

（１）カシモ WiMAX+5G 開始プラン ギガ放題プラス(３年)
１料金契約ごとに月額
料金額

基本使用料の料金種別

税込額

WiMAX+5G 開始プラン ギガ放題プラス(３年)

0 ヵ月目

0円

1 ヵ月目

4,500 円

2 ヵ月目以降

4,750 円

*開始プランは 2021 年 6 月 29 日 12 時をもって申込受付を終了致しました。

（２）カシモ WiMAX+5G 契約変更プラン ギガ放題プラス(３年)
１料金契約ごとに月額
料金額

基本使用料の料金種別

税込額

WiMAX+5G 契約変更プラン ギガ放題プラス(３年)

0 ヵ月目
1 ヵ月目以降

0円
4,650 円

*契約変更プランは、カシモ WiMAX2+サービス（３年）からの契約移行のお客様にのみにご案内しているプランです（2021 年 6 月現在）。
契約変更プランへ移行成立時は、旧 WiMAX2+契約の契約解除料は免除となります。2021 年 8 月 20 日をもって申込受付を終了致しまし
た。
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（３）カシモ WiMAX+5G アンケート割引プラン ギガ放題プラス(３年)
１料金契約ごとに月額
料金額

基本使用料の料金種別

税込額

WiMAX+5G アンケート割引プラン ギガ放題プラス(３年)

0 ヵ月目

0円

1 ヵ月目

4,500 円

1 ヵ月目以降

4,750 円

*アンケート割引プランは、契約から 3 ヶ月後に「カシモ WiMAX+5G 通信サービス」等の使用に関するアンケート送付にご同意いただいた
方対象のプランとなります。アンケート実施時点で、契約解除をされた方も送付の対象となります。アンケートの送付にご同意いただけない
場合、初月・１ヵ月目の割引はなく、初月から 4,750 円（税込）/月の料金額となります。 アンケート送付にご同意いただけず、割引
不適用の料金額をご希望の方は、お申込み時にお問合せフォームよりその旨をご連絡ください。
*アンケート割引プランは、2021 年 6 月 29 日 12 時より申込受付を開始しました。予告なく終了する場合がございます。

（４）カシモ WiMAX+5G 契約変更お得プラン ギガ放題プラス(３年)
１料金契約ごとに月額
料金額

基本使用料の料金種別

税込額

WiMAX+5G 契約変更プラン ギガ放題プラス(３年)

0 ヵ月目

0円

1 ヵ月目以降

4,398 円

*契約変更お得プランは、カシモ WiMAX2+サービス（３年）からの契約移行のお客様にのみにご案内しているプランです（2021
年 9 月現在）。契約変更プランへ移行成立時は、旧 WiMAX2+契約の契約解除料は免除となります。2021 年 9 月 3 日より
申込受付開始となります。2022 年 6 月 19 日 12 時をもって申込受付を終了致しました。
（イ）

カシモ WiMAX+5G ギガ放題プラス(2 年) A に係る料金契約のうち、（１）に定める基本使用料の料金種別にて締結された
契約については、同表に定める料金額となります。加入月、契約解除月において、基本使用料の日割りは致しません。

（1）カシモ WiMAX+5G 契約変更お得プラン ギガ放題プラス(2 年)
１料金契約ごとに月額
料金額

基本使用料の料金種別

税込額

WiMAX+5G 契約変更プラン ギガ放題プラス(2 年)

0 ヵ月目

0円

1 ヵ月目以降

4,598 円

*契約変更お得プランは、カシモ WiMAX2+サービス（３年）からの契約移行のお客様にのみにご案内しているプランです（2022
年 2 月現在）。契約変更プランへ移行成立時は、旧 WiMAX2+契約の契約解除料は免除となります。2022 年 2 月 21 日よ
り申込受付開始となります。2022 年 6 月 19 日 12 時をもって申込受付を終了致しました。
（ウ）

カシモ WiMAX+5G ギガ放題しばりなし割引プラン ギガ放題プラスに係る料金契約のうち、係る料金契約のうち、（１）に定
める基本使用料の料金種別にて締結された契約については、同表に定める料金額となります。加入月、契約解除月において、
基本使用料の日割りは致しません。

（１）カシモ WiMAX+5G 契約変更しばりなし割引プラン
１料金契約ごとに月額
料金額

基本使用料の料金種別

税込額

カシモ WiMAX+5G 契約変更しばりなし割引プラン ギガ放題プラ

0 ヵ月目

ス

1 ヵ月目以降
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0円
4,345 円

*契約変更しばりなし割引プランは、カシモ WiMAX2+サービス（３年）からの契約移行のお客様にのみにご案内しているプランです（2022 年
6 月現在）。契約変更しばりなし割引プランへ移行成立時は、旧 WiMAX2+契約の契約解除料は免除となります。2022 年 6 月 21 日より
申込受付を開始しました。予告なく終了する場合がございます。
*端末を分割払いで購入し、契約解除時に端末代金の残債がある場合は、契約解除時に残債を一括でお支払いただきます。

7 カシモ WiMAX2+定期プラン特約
カシモ WiMAX2+サービスに係る料金契約のうち、（１）～（２）に定める基本使用料の料金種別にて締結された契約については、
同表に定める料金額となります。加入月、契約解除月において、基本使用料の日割りは致しません。
（１） カシモ WiMAX2+定額プラン（３年）
１料金契約ごとに月額
料金額

基本使用料の料金種別
カシモ WiMAX2+定額ライトプラン(7GB)（３年）
カシモ WiMAX2+定額ギガ放題プラン（３年）

税込額
0 ヵ月目

1,518 円

1 ヵ月目以降

3,289 円

0 ヵ月目

1,518 円

1 ヵ月目以降

3,971 円

*定額プラン価格での申込受付は、2021 年 8 月 30 日をもって申込受付を終了しました。
（２） カシモ WiMAX2+機種変更プラン（３年）
１料金契約ごとに月額
料金額

基本使用料の料金種別
カシモ WiMAX2+機種変更ライトプラン(7GB)（３年）

カシモ WiMAX2+機種変更ギガ放題プラン（３年）

税込額
0 ヵ月目

0円

1 ヵ月目

1,518 円

2～31 ヵ月目

3,496 円

32 ヵ月目以降

3,716 円

0 ヵ月目

0円

1 ヵ月目

1,518 円

2～31 ヵ月目

4,266 円

32 ヵ月目以降

4,486 円

*機種変更プランは、カシモ WiMAX2+（2 年）プラン 20 ヵ月目以降のお客様にのみご案内していたプランです（2021 年 4 月
現在）。機種変更プランの契約成立時は、旧契約の契約解除料は免除となります。2021 年 8 月 20 日をもって申込受付を終
了致しました。

8 端末返還特約
株式会社 ME モバイル（以下「当社」といいます。）のカシモ WiMAX 通信サービス契約約款に定める通常料金契約（既に締結され
ている通常料金契約の一部の変更を内容とする契約を含みます。以下「カシモ WiMAX 通信契約」といいます。）の申込みと同時に当
社へ端末機器その他の物品（当社が本特約を適用しない旨の別段の意思表示を行ったものを除きます。以下「対象物品」といいます。）
の購入に係る契約（無償で対象物品の提供を受ける契約を含みます。以下「端末売買契約」といいます。）の申込みを行う者（以下
「お客様」といいます。）は、あらかじめ下記の条項に同意していただきます。なお、端末売買契約に関して、本特約に定めのない事項に
ついては、当社がウェブページ等で別途提示する条件が適用されるものとします。
（端末売買契約の解除）
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第１条

当社は、お客様が初期契約解除制度（電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号）第 26 条の 3 に規定されている契

約の解除に関する制度をいいます。）に基づきカシモ WiMAX 通信契約を解除した場合は、当該契約に付随して締結した端末売買
契約を同時に解除するものとします。
２ 当社は、第 18 条、第 21 条ならびに第 22 条に基づき通信契約が解除となった場合は、当該契約に付随して締結した端末売買契
約を同時に解除するものとします。但し、当社が本特約を適用しない旨の別段の意思表示を行ったものを除きます。
（対象物品の返還等）
第 2 条 お客様は、前条の規定により端末売買契約が解除された場合は、当該端末売買契約に基づき当社が引き渡した対象物品（そ
の個装箱及び取扱説明書その他の付属品を含みます。以下同じとします。）を原状に復した上で、当社が指定する期日（以下「返還
期日」といいます。）までに、当社が指定する場所へ返還していただきます。この場合、その返還に要する費用は、お客様が負担するもの
とします。但し、カシモ WiMAX+5G 開始プランならびにカシモ WiMAX+5G アンケート割引プランでのご契約かつ更新月より前に契約
解除をされるときは、端末代金 25,000 円（税込）を請求するため、端末返還の必要はございません。
2 当社は、前項の返還に際して、お客様が対象物品以外の私物等を同梱した場合であって、弊社への到着日から起算して 30 日間が経
過したときは、お客様が当該私物等の所有権を放棄したものとみなし、当該私物等を任意に処分できるものとします。
3 当社は、対象物品についてお客様から支払われた代金がある場合は、お客様から全ての対象物品が返還されたことを当社が確認した
後、ご登録のクレジットカードを通じて返金します。
4 当社は、次条の規定に基づきお客様に機器（商品）損害金の支払義務が生じた場合は、当該債務とお客様への返金額の支払債務
とを対当額にて相殺するものとします。
（機器（商品）損害金の支払義務）
第 3 条 当社は、返還期日を経過してもなお対象物品が返還されない場合又は返還された対象物品に破損、汚損若しくは水濡れその他
の不具合が確認された場合は、お客様に対し、下表に定める機器（商品）損害金を請求することができるものとします。この場合、ご登
録のクレジットカードにご請求します。
対象物品の種類

機器（商品）損害金(税込)

WiMAX 機器（商品）

２２，０００円

WiMAX+5G 機器（商品）

２５，０００円

2 前項の規定によりお客様が機器（商品）損害金を支払った場合は、当該対象物品の所有権はお客様に移転します。但し、お客様よ
り所有権を放棄する意思表示があったとき、またはお客様から弊社に機器を送付し、弊社への到着日から起算して 30 日間が経過したとき
は、お客様が当該私物等の所有権を放棄したものとみなし、対象物品の所有権は当社に移転します。
9 端末保証オプション規約
第１条（用語の定義）
端末保証オプション規約において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定義のある場合はこの限りではありません。
用語

定義

本規約

端末保証オプション規約をいいます。

当社

株式会社 ME モバイルをいいます。

端末機器
回線サービス

以下に該当するものをいいます。
・「カシモ WiMAX」回線の利用にかかる端末機器で、「カシモ WiMAX」申し込みに伴い、当社より販売されたルータ
当社が提供するサービスである「カシモ WiMAX」
当社の個別サービスであり、かつ、回線サービスの利用を条件に、当社が提供する端末機器に対する保証サービスで
ある「安心サポート」をいい、詳細は下記のとおりとします。なお、本サービスには以下のプランがあります。

本サービス

①

安心サポートプラン

②

安心サポートワイドプラン

③

安心サポートワイドプラスプラン
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本サービスへの入会申込手続を完了し、当社が本サービスへの入会を承諾した者で、かつ会員としての資格を喪失し
当社会員

ていない者をいいます。当社会員は、本サービスの入会申込手続をした時点で、この規約の内容を承諾しているもの
とみなします。

第２条（本規約の適用）
１． 本規約は、当社が提供する本サービスを当社会員が利用する際に適用されます。
２． 当社は、この規約を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の規約によります。
３． 本サービスは取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で機器が故障した場合が対象となります。お客様の故意による故
障、改造による損害は対象となりません。
４． SIM カード、クレードル、充電器、ケーブルの付属品は対象となりません。
５． 外部損傷、水濡れは安心サポートのみの場合は対象外となります。
６． 盗難/紛失、バッテリー劣化による補填は安心サポート・安心サポートワイドは対象外となります。
７． 安心サポートワイドプラスの盗難/紛失、バッテリー劣化による端末補填は、1 回目 3,300 円(税込)となります。2 回目以降は 5,500
円(税込)となります。但し、加入月を 0 ヵ月としてカウントして 6 ヵ月目末日までは 1 回目であっても 5,500 円（税込）となります。
また、盗難/紛失時の端末補填申請時には、盗難/遺失届の受理番号が必要となります。
８． 当社は、この規約を変更する場合は、変更後の約款の内容及びその効力発生時期について、 当社のホームページに掲示する方法
又はその他相当の方法により周知します。なお、変更後の規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとします。
９． 当社は、電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令第２５号。以下「事業法施行規則」といいます。）第２２条の２の
３第２項第１号に該当する場合であって、当社からの申出により提供条件の変更を行う場合、個別の通知及び説明に代え、当社
の指定するホームページに掲示します。
第３条（譲渡禁止）
当社会員は、本サービスの会員としての権利義務について、第三者への譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできな
いものとします。
第４条（本サービスの提供条件）
１． 本サービスは、回線サービス毎に提供します。
２． 本サービスは、回線サービスの申込時にのみ同時に入会申込をすることができます。回線サービスの申込時以外に入会申込をすること
はできません。
３． 当社会員が個人の場合には、１つの回線サービスにおいて、本サービスを複数、入会申込をすることはできません。
４． 本サービス提供の対象は、端末機器に限ります。
５． 本サービスの入会申込後に一度退会した場合、再度本サービスに入会申込をすることはできません。
６．本サービスの入会申込後に本サービスのプランの変更については、安心サポートワイドプラスから安心サポートワイドまたは安心サポートへ
の変更、安心サポートワイドから安心サポートへの変更のみ可能です。
第５条（本サービスへの入会申込）
１． 本サービスへの入会申込をする者は、本規約に同意のうえ、当社の指定する方法に従うものとします。
２． 当社は、本サービスへの入会申込があったときは、以下の各号の条件を満たさない場合、本規約に反するため本サービスの提供ができ
ない場合、又はその申込を承諾する事が技術的に困難な場合を除き、本サービスへの入会申込を承諾するものとし、本サービスへの
入会申込をした者は、申込日から、当社会員の資格を取得するものとします。
(１)

回線サービスもしくはその他当社提供サービスにかかる料金その他の債務（本規約に規定する料金又は工事費、もしくは割増金等

の料金以外の債務をいいます。以下同じとします。）の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(２) 前条に基づく入会申込内容に不備があるとき。
(３)

入会申込をした者の年齢が満 13 歳未満であるとき（満 12 歳に達した日の翌日以降の最初の 4 月 1 日が到来しているときを除

きます。）。
(４)

入会申込をした者が、回線サービスの利用を停止されたことがあるとき、もしくは回線サービス又はその他当社提供サービスにかかる契
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約の解除を受けたことがあるとき。
(５) その他当社の業務の遂行上支障があるとき。
第６条（変更の届出）
１． 当社会員は、連絡先（氏名、名称、住所もしくは居所、連絡先の電話番号もしくはメールアドレス又は通知連絡等の送付先をいい
ます。以下同じとします。）に変更があったときは、そのことを速やかにカシモ WiMAX に届け出るものとします。
２． 第１項の届出が無かったことで当社会員が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負わないものとします。
第７条（当社会員が行う退会手続）
１． 当社会員が本サービスの退会を希望する場合は、カシモ WiMAX に当社所定の手続により届け出るものとし、手続が完了した時点で
本サービスを退会し、当社会員の資格を喪失するものとします。
２． 当社会員が、本サービスを解約する場合、本サービスを解約後に保証サービスを受けることはできないものとさせていただいておりますの
で予めご了承下さい。
３． 当社会員が、本サービスを解約する場合、月の 20 日までのお申し出(電話・メールは 17 時まで、マイページからは 21 時まで)で当月
末解約を受けるものとします。
第８条（当社が行う退会手続）
１． 当社は、当社会員が本サービスの月額料金その他の債務について、その支払期日を経過しても支払わないときは、当社は当社会員
に対し何等の催告等を要せず、当社会員を退会させることができるものとします。
２． 当社会員が、次のいずれかに該当した場合、その他当社が不適格と認めた場合には、当社は、当社会員に対し会員としての資格を
喪失させることができるものとします。
（１）入会申込時に虚偽の申告をした場合。
（２）本規約のいずれかの規定に違反した場合。
（３）月額料金等当社に対する債務の履行を怠った場合。
（４）本サービスの利用状況等が適当でないと判断された場合。
（５）住所変更等の届出を怠る等、当社会員の責めに帰すべき事由により当社会員の居所が不明となり、又は当社が当社会員への通
知・連絡が客観的に不能と判断した場合。
（６）不正な行為があった場合。
（７）当社及びその関係者等に著しい迷惑や損害を与えた場合。
（８）カシモ WiMAX 規約に定める会員資格を喪失した場合。
（９）本サービス利用時において、当社又は業務提携先に対して、電話を長時間掛け続ける、必要以上に頻繁に掛ける等の行為を行い、
当社及び業務提携先の業務を妨害し、又は業務に支障を与えた場合。
（10）

当社会員の対応、態度、行動等から判断し、当社が適正に本サービスを提供することが困難であると判断した場合。

（11）

当社会員に本サービスを提供する際に、当社又は業務提携先の社員及び第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を侵

害する恐れがあると当社が判断した場合。
（12）

その他、当社が当社会員として相応しくないと判断するに至る正当な理由がある場合。

３．前各号の場合、当社は、当該当社会員に対し、即時に本サービスの利用を停止させていただくことがあるものとします。また、前各号の
事由が発生したことにより、第三者に損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いかねます。
４．当社会員は、第 1 項、第 2 項に該当する場合は、その退会の日をもって、当社会員の資格を喪失するものとします。
第９条（本サービスの適用期間）
本サービスの適用期間は、本サービスへの入会の申込みを受け当社がそれを承認した日から退会の日もしくは回線サービスの利用契約の
終了日までとします。
本サービス適用後、その翌月からカウントして 7 ヵ月目の 1 日以降でないと本サービスはご利用いただけません。
第１０条（月額料金）
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本サービスの月額料金は、当社会員の入会申込月から生じるものとし、1 契約毎に以下の金額とします。なお、利用料金は、本サービス
の利用開始月、利用終了月等本サービスの利用が 30 日に満たない場合でも、日割計算しないものとします。
安心サポートプラン

月額 330 円（税込）

安心サポートワイドプラン

月額 660 円（税込）

安心サポートワイドプラスプラン

月額 880 円（税込）

第１１条（月額料金のお支払い）
１．本サービスの月額料金は、別途本サービスの申込書において定める方法により、回線サービスの利用料金と合算してお支払いいただき
ます。支払い方法は、クレジットカード払いのみとします（別途、法人契約かつ請求書支払いオプション加入者を除く）。
２．本サービスの月額料金は、別途本サービスの申込書において定める日までに支払うものとします。なお、クレジットカード払の場合には、
クレジットカード会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に契約者指定の口座から引落されるものとします。
３．当社は、当社会員が支払った月額料金は理由の如何を問わず返還しないものとします。
４．月額料金は請求月に従って計算するものとし、請求月の途中で本サービスへの入会申込・退会があった場合でも、当該請求月の月
額料金は全額お支払いいただきます。
第１２条（消費税相当額の加算）
第 10 条及び前条の規定により当社会員に支払っていただく金額は、それぞれに規定する額に消費税相当額（消費税法に基づき課税
される消費税の額をいいます）を加算した額とします。
第１３条（遅延利息）
当社会員は、月額料金その他の債務（延滞利息を除きます）について、その支払期日を経過してもなおお支払いがない場合には、支
払期日の翌日から支払日の前日までの間の当社が定める日数について、年 14.5％の割合（年当たりの割合は、閏年の日を含む期間に
ついても、365 日当たりの割合とします。）で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
第１４条（本サービスの提供義務の免責）
当社は、次の場合には本サービスの提供義務を免れるものとします。
（１）当社会員が月額料金その他の債務のお支払いを怠っている場合。
（２）天災等の不可抗力、その他の事由により、本サービスの継続運営が困難であると当社が判断した場合。
第１５条（個人情報）
当社（本サービスの販売店を含む）は本サービスにおいて知り得た当社会員の個人情報について、個人情報保護法等の法令を厳守し、
かつ善良な管理者の注意義務をもって管理するものとします。なお、取得した個人情報は、当社がホームページ上に公開するプライバシーポ
リシーに従って取り扱うものとします。

附 則
（実施時期）
１ この改正規定は、令和４年 12 月 12 日から実施します。
（料金等の支払いに関する経過措置）
２ この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりと
します。
（お問い合わせ窓口）
カシモ受付センター
電話番号：050-3185-6551（携帯電話・PHS からもご利用いただけます。）
受付時間：10:00～17:00 (年末年始除く)
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ホームページアドレス： https://www.ka-shimo.com/wimax/
マイページ：https://www.ka-shimo.com/mypage/
E-mail：info@ka-shimo.com
マイページでは、契約解除（初期契約解除を除く）、機種変更、契約変更等の手続きを承ります。メール、マイページでのお手続きは、弊
社からの受付通知メールをもって申込受付完了と致します。他、ご不明点などお問い合わせ全般は、電話・メール・お問い合わせフォームにて
承ります。
（サービス提供会社）
株式会社ＭＥモバイル
（電気通信事業者届出番号：Ａ-28-15216）
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カシモ WiMAX コンテンツ利用規約
今後の検討により変更および改訂があります。

カシモ WiMAX コンテンツ利用規約
株式会社 ME モバイル
第１条（本サービスの内容）
「カシモ WiMAX コンテンツ」
（以下「本サービス」といいます。
）は、株式会社 ME モバイル（以下「当
社」といいます。
）がお客様に対し、
「カシモ WiMAX コンテンツ利用規約」
（以下「本規約」といいます。
）
に基づき提供するサービスをいいます。尚、本サービスの詳細は別紙、各コンテンツ利用規約に定めるも
のとします。
第２条（本サービスの利用）
本サービスの利用を希望するお客様は、以下事項を確認・同意の上、当社の定める方法により本サー
ビスを利用するための登録（以下「利用登録」といいます。
）を行うものとします。尚、利用登録を完了
させ、当社が承諾した お客様を「本サービス利用者」といいます。
①本規約の内容。
②本サービスの利用にあたり、本規約以外の契約約款（以下総称して「追加約款」といいます。）が
適用される場合があることと、その内容。なお、追加約款の適用がある場合は、その内容を別紙、
各コンテンツ利用規約にて定めます。
③本規約（追加約款を含みます。
）の内容が、次条で定める利用契約の内容となること。
第３条（利用料金）
１．本サービスの利用料金（以下「本料金」といいます。）は、別記に定める料金とします。
２．本サービス利用者は、本料金を、カシモ WiMAX2+通信サービス料金との合算請求等、当社が定める方
法にて、当社が指定する期日までに支払うものとします。
３．本サービス利用者が月の途中で本サービスに申込む場合、及び、月の途中で本サービスに関する利用
契約（以下「利用契約」といいます。
）が終了した場合、当該月の本料金の日割り計算は行われない
ものとします。
４．本サービス利用者が当社に対して支払った一切の料金は返還されないものとします。
５．本サービス利用者は、理由の如何を問わず利用契約が終了した場合、当社に対する一切の債務を、利
用契約が終了した日の属する月の翌月末日までに当社に対し弁済するものとします。
第４条（遅延損害金）
当社は、本サービス利用者が利用契約に基づく債務の支払を遅延したときは、本サービス利用者に対
し支払期日の翌日から完済に至るまで、1 年を 365 日とする年率 14.5％の割合による遅延損害金を請
求することができるものとします。
第５条（お問い合せ）
本サービス利用者は、当社に対して本サービスに関する問い合わせを行う場合、当社の定める方法に
より当社に対して連絡をするものとします。
第６条（本サービス・規約の変更）
１．
当社は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の 4 の規
定に基づき本規約の内容を変更することがあります。この場合、本サービス利用者は本料金その他提
供条件において、変更後の規約の適用を受けるものとします。
２．
当社は、本規約の変更を行うときは、変更を行う旨及び変更後の規約の内容並びにその効力発生
時期を、
効力発生時期が到来するまでに当社 Web サイトへの掲載その他第 10 条で定める方法により、
本サービス利用者に対して通知します。
第７条（禁止事項）
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本サービス利用者は、本サービスを利用するにあたり、以下の各号に定める行為を行ってはならない
ものとします。
① 第三者又は当社の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行
為。
② 第三者又は当社の財産若しくはプライバシーを侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為。
③ 第三者又は当社の名誉、信用を毀損し、又は誹謗中傷する行為。
④ 第三者又は当社に不利益若しくは損害を与える行為、又はそのおそれのある行為。
⑤ 関係法令若しくは公序良俗に反する行為若しくはそのおそれのある行為。
⑥ 申込に当たって虚偽の事項を記載する行為。
⑦ 本サービスに関連するデータの不正な改ざん、ソフトウェアやアプリケーション等の改変、逆ア
センブル、逆コンパイル及びリバースエンジニアリング、並びにこれらに類する全ての行為及び
これらにより本サービスを不正に利用する行為。
⑧ 受信者の同意を得ることなく、広告宣伝又は勧誘のメールを送信する行為。
⑨ 受信者の同意を得ることなく、受信者が嫌悪感を抱く、又はそのおそれのあるメールを送信する
行為。
⑩ 利益目的で自己の事業において利用する行為。
⑪ 他人になりすまして各種サービスを利用する行為
⑫ 猥褻、虐待等、児童及び青少年に悪影響を及ぼす情報、画像、音声、文字、文書等を送信、記載
又は掲載する行為
⑬ 無限連鎖講（ネズミ講）若しくはマルチまがい商法を開設し、又はこれを勧誘する行為
⑭ 連鎖販売取引（マルチ商法）に関して特定商取引に関する法律（昭和 51 年法律第 57 号）に違反
する行為
⑮ ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為
⑯ 犯罪行為又はそれを誘発若しくは扇動する行為
⑰ 売春、暴力、残虐等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与える行為
⑱ 電子メールの送受信上の支障を生じさせるおそれのある電子メールを送信する行為
⑲ 当社若しくは他社の設備の利用若しくは運営、又は他の契約者の平均的な利用の範囲に支障を与
える行為又は与えるおそれがある行為
⑳ 前各号に該当するおそれがあると当社が判断する行為。
㉑ その他、本規約の規定に違反すると当社が判断する行為及び当社が不適切と判断する行為。
第８条（権利譲渡の禁止）
本サービス利用者は、当社の書面による事前の承諾なくして本サービス利用者として有する権利及
び義務の全部又は一部を第三者に譲渡又は担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。
第９条（損害賠償）
本サービス利用者が本規約の各条項のいずれかに違反したことにより、当社又は第三者に損害を与
えた場合には、当社又は第三者が被った損害（逸失利益、訴訟費用及び弁護士費用等を含むがこれに限
定されないものとします。
）等を全額賠償する責任を負うものとします。
第１０条（通知）
1. 当社から本サービス利用者への通知は、書面の送付、電子メールの送信、ファックスの送信、Web
サイトへの掲載又はその他当社が適切と判断する方法により行うものとします。
2. 前項の通知が書面の送付による場合、当該書面が送付された日の翌々日（但し、その間に法定休
日がある場合は法定休日を加算した日）に本サービス利用者に到達したものとみなすものとし、
電子メールの送信又はファックスの送信による場合は、当該電子メール若しくは当該ファック
スが送信された時点で本サービス利用者に到達したものとみなすものとします。また、前項の通
知が Web サイトへの掲載による場合、Web サイトに掲載された時点で本サービス利用者に到達し
たものとみなすものとします。
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3. 本サービス利用者が第 1 項の通知を確認しなかったことにより不利益を被ったとしても、当社
は一切責任を負わないものとします。
第１１条（利用目的）
当社は、本サービス利用者に関する情報を、当社のプライバシーポリシーまたは追加約款にて定める
ほか、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。
① 本サービスを提供する場合（利用料金等に関する請求・受付審査等を行う場合を含みます）。
② 本規約又は本サービスの変更に関する案内をする場合。
③ 本サービスに関し緊急連絡を要する場合。
④ 当社、当社の親会社及び当該親会社の子会社（以下、総称して「当社等」といいます。
）が取扱う
各種商材に関する案内をする場合。
⑤ 当社等が、キャンペーン・アンケートを実施する場合。
⑥ マーケティングデータの調査、分析、新たなサービス開発を行う場合。
⑦ 当社等及び業務提携企業に提供する統計資料の作成を行う場合。
⑧ 法令の規定に基づく場合。
⑨ 本サービス利用者から事前の同意を得た場合。
第１２条（免責等）
１．
当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することの
できない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないも
のとします。
２．
当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について
一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損
害を賠償する責任を負わないものとします。
３．通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その
他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものと
します。
４．本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負い
ません。
５．当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時まで
に当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して
当該損害の賠償を行うものとします。
第１３条（報告義務）
１．本サービス利用者が、氏名、商号、代表者、住所、連絡先、又はクレジットカードの番号・有効期間
等の支払方法に関する情報等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。
２．
本サービス利用者が、前項に記載する変更後の氏名、商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者
情報の通知を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前の氏名、商号、代表者、住所又は連絡
先等の契約者情報に発送した書面等は、全て本サービス利用者に対して発送した時点において到着
したものとします。
３．本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害について
は、当社は一切責任を負いません。
第１４条（第三者への委託）
当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービ
ス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。
第１５条（秘密保持）
本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情

カシモ WiMAX コンテンツ利用規約 -3-

報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。
第１６条（本サービスの提供の停止及び利用契約の解除）
１．当社は、本サービス利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には、何らの通知、催告を要せず直
ちに、本サービスの提供の一部又は全部を停止し、もしくは利用契約を解除することができるものと
します。
① 本サービス利用者が、本サービスに関する本料金の支払を一度でも怠ったとき。
② 本サービス利用者が、第 7 条に定める行為を行ったとき。
③ 本サービス利用者が仮差押、差押等の処分を受けたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
④ 本サービス利用者が、民事再生手続、破産、会社更生等の申立てを行い又は第三者により申立て
られたとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
⑤ 解散決議をしたとき又は死亡したとき。
⑥ 支払停止、若しくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りにより金融機関から取引
停止の処分を受けたとき。
⑦ 被後見人、被保佐人又は被補助人の宣告を受けたとき。
⑧ 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたと当社が認めたとき。
⑨ 法人格、役員又は幹部社員が民事訴訟又は刑事訴訟の対象（捜査報道がされた場合を含む）とな
り、当社に不利益を与えたとき、又は、その恐れがあるとき。
⑩ 反社会的勢力の構成員もしくは関係者であることが判明したとき。
⑪ 本サービス利用者が法令に反する行為を行ったとき、過去に同様の行為を行っていたことが判明
したとき、もしくはそれらのおそれがあるとき。
⑫ 本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の本サービスの提供に支障を及ぼし又は
及ぼすおそれのある行為をしたとき。
⑬ 本サービス利用者が第 13 条に違反したとき。
⑭ 当社から本サービス利用者に対する連絡が不通となったとき。
⑮ 本サービス利用者が申込にあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき、もしくはその
おそれがあるとき。
⑯ その他、当社が本サービス利用者に対して本サービスを提供することが不適当と判断したとき。
⑰ 前各号に掲げる事項の他、本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、当社の業務の遂行に
支障をきたし、またはきたすおそれが生じたとき。
⑱ 本規約の規定に違反すると当社が判断したとき又はその他当社が本サービス利用者に対して本
サービスを提供することが不相当と当社が判断したとき。
２．当社は、前項に基づき本サービスの一部又は全部の提供を停止したこと、もしくは、利用契約を解除
したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。
第１７条 （サービスの廃止）
１．当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
２．当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、本サービス利用者に対し、
廃止する日の 20 日前までに、その旨を通知します。
３．当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも
一切責任を負わないものとします。
第１８条（解約）
本サービス利用者が、本サービスの解約を行う場合、本サービス利用者は当社に対して、当社が指定
する方法にて解約の申請を行うものとします。尚、解約日は、当月の末日 21 時までに本サービスの解
約手続きが完了した場合は、当該手続きが完了した日の属する月の末日となります。
第１９条（利用開始日）
当社にて、本サービス利用者が、本サービスに関する支払方法の登録が完了し、当社が本サービス利用

カシモ WiMAX コンテンツ利用規約 -4-

者に対して、当該完了に関する通知書を発送した日又は別途当社が指定する日より、本サービス利用者
は、本サービスの利用が可能となります。
第２０条（期限の利益の喪失）
本サービス利用者が、第 16 条第 1 項の各号のいずれかに該当した場合、期限の利益を喪失し、当社
に対する債務を直ちに支払わなければならないものとします。
第２１条（合意管轄）
本規約又は本サービスに関連して訴訟が生じた場合は、訴額に応じて、東京地方裁判所又は東京簡易
裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第２２条（適用関係及び信義誠実の原則）
本規約に定めのない事項については追加約款の定めに従うものとし、本規約の各条項の解釈に疑義
が生じた場合は、本サービス利用者と当社が誠意をもって協議し解決を図るものとします。なお、本規
約の内容と追加約款の内容が矛盾・抵触する場合は本規約の内容を優先するものとします。
第２３条（法令等の遵守）
本サービス利用者は、本サービスの利用にあたり、関連法令及び本規約（追加約款を含みます。）を
遵守するものとします。
以上
2021 年 2 月 1 日 制定
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別記
料金表

コンテンツ名

月額料金

カシモ Wi-Fi by エコネクト

税込 398 円

カスペルスキーパスワードマネージャー 税込 550 円
カスペルスキーセキュリティー

税込 550 円

カシモ スマホ・パソコンご相談窓口

税込 550 円

広告ブロック powered by AD Guard

税込 385 円

スマートチェッカー

税込 385 円

見守り i-フィルター

税込 396 円
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別紙
本別紙は、株式会社 ME モバイル（以下、当社）が本サービス利用者に提供する「スマートチェッカ
ー」に適用します。
■本サービスの詳細
１．本サービスの内容
① 「スマートチェッカー」とは、本サービス利用者のスマートフォン、タブレット等の当社が指定す
る端末を利用したアプリケーションおよびウェブ上の個人アカウント連携の解除・許可等の管理を
行うソフトウェアを提供するサービスです。
② 本サービスをご利用の際には、ソフトウェアのダウンロードおよびソフトウェアのインストールが
必要です。ソフトウェアのダウンロードについては、本サービスのホームページ等を必ずご確認く
ださい。
③ 本サービスの利用可能な端末は 3 台を上限とします。
④ 本サービス利用者の環境下に存在する全てのセキュリティ上の問題が検出されること、全ての個人
情報連携を検知・解除できること、または全ての不正アクセスを検知・遮断することを保証するも
のではなく、その他本サービス利用者の全ての要求を満たすことを保証するものではありません。
⑤ 本サービスは予告なく内容を変更することがあります。
⑥ 本サービスのご利用およびそれに関連して生じた本サービス利用者または第三者の損害に対して、
当社はいかなる責任も負わず、また一切の補償・賠償も行いません。
⑦ 本サービスは Online Permissions Technologies Ltd.の MyPermissions を利用しております。当社
は、Online Permissions Technologies Ltd.より許諾を受けて、本サービスを本サービス利用者に
提供しております。
⑧ 本サービス利用者に生じた一切の不具合等に関しましては、当社は一切の責任を負いません。
⑨ ご利用にあたっては、Online Permissions Technologies Ltd.の制定する後述の「My permissions
利用規約」および「プライバシーポリシー」が追加約款として適用されます。なお、当社は本サー
ビスの提供に必要となる情報を Online Permissions Technologies Ltd.に対して提供し同社と共同
利用いたします。
⑩ 日本版の本サービスと海外版の本サービスにつきましては、一部機能が違う場合が御座いますの
で、予めご了承頂けますようお願いします。
２．【料金（月額、税込）
】
385 円
３．問い合わせ
申込・契約内容変更・請求について：カシモ受付センター
E-mail:info@ka-shimo.com
サービス内容・使用方法について：MyPermissions
Email: support@mypermissions.jp
TEL: 0120-557-036
Website: https://mypermi.com/
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＜My permissions 利用規約＞
本書面は、重要な法律内容を含んでおります。お客様と当社を拘束する契約書ですので、慎重にお読
みください。本書面についてご質問などございましたら、当社宛てご連絡ください。
info@mypermissions.com
My permissions－利用規約
アプリ・パーミッションズ・コントロール・サービスである My permissions（「本サービス」といいま
す。詳細は下記の通りです。
）へようこそ。本サービスは、Online Permissions Technologies Ltd.（
「当
社」といいます。
）によって、所有・運営されています。
本サービスをインストールしアクセスすることにより、又は本サービスを他の方法によって使用する
ことにより、お客様はこの規約（
「本利用規約」といいます。
）に同意されたものとします。
本利用規約は、お客様による My permissions のアプリ、ブラウザー・アドオン、ウェブサイト、その
他当社が将来において追加する全てのプラットフォームの使用を対象とするものです。
お客様が本利用規約に同意されない場合、お客様は本サービスをインストールしたりアクセスしたり
することができず、その他のいかなる方法によっても本サービスを使用することはできません。
本サービスについて
本サービスは、ソフトウェアに基礎を置くものであり、お客様は、お客様のデバイスやお客様の個人情
報にアクセスする第三者のソフトウェアやサービスに対して与えたお客様の承認を管理し、コントロー
ルすることができるようになります。本サービスは、お客様に代わって当該承認をスキャンし、承認を取
消すための簡易な方法を提供し、アプリを完全に削除し、お客様の個人情報にアクセスするアプリについ
ての警告を表示し又は e メールを通じてお客様に警告をお送りし、当該アプリが信頼できるものかどう
かを表示します。
アプリの信頼度及び評判についての指標
当社は、一元的なアプリの信頼度スコアを作成するために、１００万を超えるアプリを分析しました。
当該スコアは多様なデータ要因によって構成され、異なるアプリの信頼度レベルを比較します。また、当
社は、一元的なアプリの評判スコアを作成するために、お客様の信頼度及び満足度に関する指標（アプリ
の有効期間、アンインストールの有無、明確な信頼の有無等）を収集します。
当社は、お客様の使用するアプリについて信頼度スコア及び評判スコアを受け取るためのサーチ・エン
ジンをお客様に提供しています。 http://mypermissions.com/search
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権利及びライセンスの付与
当社は、お客様に対し、本利用規約に従い、お客様の個人的、非商業的かつ私的な使用でありかつお客
様のアプリの承認を管理・コントロールするという目的に限って、当社の定めた期間ないしお客様のライ
センスが取消され又は本利用規約により期間が満了するまでの期間、本サービスのソフトウェアを使用
し、本サービスを利用する世界的、限定的、非独占的、取消可能な、譲渡やサブライセンスが禁止された
ライセンスを付与します。
第三者のソフトウェア
本サービスのソフトウェアには、第三者のオープンソースコンポーネントが含まれています。 各オ
ープンソースコンポーネントの使用および配布は、独自のライセンス契約の定めに基づくものであり、
対応するオープンソースコンポーネントの使用および配布に関して、当該ライセンス契約が本規約の条
項に優先します。 本サービスのソフトウェアに含まれるオープンソースコンポーネントの一覧とそれ
ぞれのライセンスは、以下をご参照ください。
https://mypermissions.com/terms/
お客様の書面による要請に応じて、オープンソースライセンスが必要な場合は、対応するソースコー
ドのコピーをお客様に提供します。 書面によるご依頼は、対応するオープンソースライセンスの条件
に従って有効となります。 オープンソースのコンポーネントは、明示的か暗示的かにかかわらず、い
かなる責任も負わず、現状のまま提供されていることにご注意ください。また、当社は、お客様による
これらのコンポーネントの使用に対していかなる責任も負いません。
登録及びお客様のアカウント
お客様は、本サービスに登録することができますが、登録を強制されるわけではありません。当社が登
録ユーザーに限って本サービスを提供することを定めた場合、当社は事前に通知を行います。
お客様が１３歳未満の場合、本サービスを使用しないでください。
お客様の登録の際に、ユーザーネームとして使用されるお客様の e メールアドレスの提供をお願いし
ます。
お客様は、ログインするためのパスワードとしてユーザーネームを提供しなければなりません。当社
は、ログイン、アカウントへのアクセス、本サービスの全部又は一部へのアクセスのため、随時、追加又
は別個の識別方法又は認証方法を設定し、要求することがあります。当社は、登録の条件としてお客様か
ら提供いただく情報の詳細をお知らせします。
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注意：虚偽、不正確又は古くなった情報は、お客様の登録又は本サービスへのログインを妨げます。
お客様には、ログイン情報を厳重な秘密として保持することに同意いただきます。他人と情報を共有し
てはいけません。パスワードを小まめに変更し、少なくとも６か月に 1 回は変更するようにしてくださ
い。お客様は、http://mypermissions.com/forgotpassword において、パスワードを変更することができ
ます。
当社は、登録時においてお客様が真実、正確、完全な情報の提供を怠ったことによる結果について、ま
たお客様の情報が拡散され又は第三者に移転した結果としてお客様のアカウントが使用され又は不正に
使用されたことについて、一切の責任を負いません。
お客様は、いつでも、当社 info@mypermissions.com に連絡することで、本サービスのソフトウェア（ア
プリ又はブラウザーアドオン）をアンインストールし、アカウントを終了させ、未登録ユーザーとして本
サービスの使用を継続することができます。お客様から連絡があった場合、当社は、お客様の要望の正当
性を確認するため、追加の情報をお願いする場合があります。
登録の抹消及び本サービスのアンインストールについては、再度ご確認ください。お客様のアカウント
が終了し又はアンインストールされた後は、当社はお客様のアカウントの記録をそれ以上保存すること
はできません。
お客様は、アカウントの終了後も、本利用規約に従い再登録を行うことで、いつでも登録を再開するこ
とができます。
許容される使用
お客様は、本サービスの使用に際し、当社から随時提供される使用ガイドラインを遵守し、国内外の法
令、規則、ルールを遵守することに同意します。また、お客様は、本サービスへのアクセス及び使用に関
する一切の作為及び不作為について、単独で責任を負うことに同意します。
報酬及びお支払
お客様は、報酬を支払うことで、本サービスの特定の機能にアクセスすることができます。お客様の報
酬の支払いは、本サービスの使用の対価です。当社は、いつでもその裁量により、料金及び支払条件を変
更することができます。
お支払いは、当社が定める方法によるものとしお客様は支払処理を完了するために必要な情報を提供
しなければならず、支払いが完了した後、お客様は本サービスを使用することができるようになります。
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当社はいつでも本サービスの支払方法を変更することができます。
お客様は、当社指定の方法により本サービスを解約することができます。お客様からのお支払いは払い
戻しすることはできません。
制限
お客様は、本サービスの全部又は一部を、転売、ライセンス、レント、リース、譲渡、賃貸、タイムシ
ェアリング、移転、ミラーリング、再販、展示により第三者に提供することを含め、商業目的又はビジネ
ス目的で使用し、又は本利用規約により明確に許可されていない方法により使用することはできません。
お客様は、次の方法で、本サービスにアクセスすること又は本サービスを使用することはできません。
・当社が本サービスで利用可能としている素材及びコンテンツを改変すること
・本サービスのソフトウェア・コードの改変、二次的著作物の作成、逆アセンブル、デコンパイル、リ
バース・エンジニアリングを行うこと
・本サービスの機能に干渉し、負荷をかけ、妨害すること
・本サービスの動作及び機能を迂回し、損ない、改ざんすること
・本サービスの技術上の制限を回避・迂回し、本サービスで本来機能せず、アクセス不能で、記載のない
要件や機能を有効にするツールを使用すること
・当社の事前の文書による承諾なしに、他のウェブ・ページ又はアプリから、本サービスに対して埋め込
みや構成を行い、その他直接のリンクを張ること
・形態の如何に拘わらず、本サービスの測定、スキャニング、クローニング、スクレイピング、プロービ

ング、機械的なナビゲーティング、大部分の抜き出し及びハッキングを行うこと、又は行おうとすること
・類似又は競業する製品又はサービスを開発し、製作すること
・本利用規約や当社が提供した使用説明書又はガイドラインに違反すること
・本サービス、お客様の同一性、他人又は他の法人の代理又は関係性について、虚偽の、ミスリーディン
グな、又は人を欺く行為や活動を行うこと
・本サービスのセキュリティ、本サービスが使用するネットワーク又はサーバーを侵害し、セキュリティ
の脆弱性を読み取ること
・プライバシー、名誉棄損、e メールの大量送信、スパム、輸出管理、消費者保護、不正競争、又は虚偽
広告に関する法令を含め、刑事犯罪を構成し、民事責任を生じさせ、その他国内外の法令又は業界基準に
違反する行為を構成し又は助長する行為を目的として、又はこれに関連して、本サービスを使用すること
・脅迫、嫌がらせ、不正競争、ミスリーディング、欺罔、名誉棄損、中傷、卑猥、猥雑、下品、その他の
好ましくないとみなされる行為を目的として、又は当該行為を助長する行為を目的として、又はこれに関
連して本サービスを使用すること
・マルウェア、ソフトウェア・ウイルス、トロイの木馬、ワーム及びその他の悪意のあるアプリを本サー
ビスに埋め込み、またはこれらを送信又は頒布のため本サービスを使用すること
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・プライバシー、パブリシティ、知的財産権を含む第三者の権利を侵害する情報又は資料、脅迫、侮辱、
嫌がらせ、中傷、名誉棄損、俗悪、卑猥、人種又は民族差別に関する情報や資料を、本サービスを通じて
アップロードし、掲示し、e メールし、送信し、その他利用可能とすること
・デバイスロケーション機能を使用し、他の人のあとをつけたり、嫌がらせをしたり、または他の方法で
悪用すること
アカウントの終了
下記の場合、当社は、法令に基づき当社が取ることができるあらゆる救済手段に加えて、一時的又は永
続的にお客様のユーザー・アカウントを拒絶、制限、中止、終了し、お客様による本サービスへのアクセ
スを禁止し、お客様から本サービスに提供されたコンテンツを削除し、技術的又は法律的にお客様による
本サービスの利用を禁止することができます。
・お客様が本サービスを使用する権利を悪用したとき
・お客様が本利用規約に違反したとき
・お客様が法令、規則、又は命令に違反する作為又は不作為を行ったとき
・お客様が、他のお客様や本サービスの提供者を含め、当社又は第三者にとって有害又は有害となり得る
作為又は不作為を行ったとき
・本サービスに対する報酬の支払いを怠ったとき
リンク
本サービスは、他のウェブサイトのリンクや第三者によって提供される情報又はコンテンツを含む場
合があります。当社は、当該ウェブサイト及びコンテンツを管理又は監視していません。お客様は、当該
ウェブサイト又は当該ウェブサイトに掲示されている情報及びコンテンツがお客様のご要望と一致しな
いこと、好ましくないこと、迷惑であること、不適切であること、違法であること又は不道徳である可能
性があります。
当社は、第三者のコンテンツを保証し支援するものではなく、第三者のコンテンツの正確性、信用性、
確実性、妥当性、一貫性、適法性を確認するものではなく、第三者のコンテンツ、その有用性、お客様と
第三者コンテンツの提供者の間で行われた取引について一切責任を負いません。
プライバシー
当社は、お客様のプライバシーを尊重します。当社のプライバシーポリシーをご参照ください。
https://mypermissions.com/privacy プライバシーポリシーは、本利用規約と一体をなすものです。
知的財産権
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当社は、本利用規約に基づき、お客様に対して、本サービスのソフトウェアを使用するライセンス及び
本サービスを使用する権利を提供します。お客様は、その他の権利を与えられるものではありません。
記事、画像、音声、ビデオ、グラフィックデザイン、データ及びその処理、ソースコード、メイクアッ
プコード、登録の有無にかかわらず、全ての特許権、著作権、商標、商号、サービスマーク、営業秘密、
作業方法、作業過程及びその他の知的財産権、これらに関する営業権等本サービスの運営に関係するその
他の詳細情報を含め、本サービスにおける及び本サービスに関する権利、権原、利益は、全て当社におい
て所有され、又は当社に対してライセンスされています。
本利用規約又は法律による明確な承認のない限り、お客様は、本サービス、本サービスのソフトウェア、
本サービスに関する知的財産権を使用し、又はその他の行為を行うことはできません。当社の事前の明示
的な文書による同意なしに、第三者に対して同様のことを承諾することもできません。
お客様は、当社の商標、サービスマーク及びロゴと同一であり、又は混同するほど類似する名称、商標
又はロゴを採用し、又は使用することはできません。お客様は、当社の営業権を希釈化し、又は汚染する
可能性のあるあらゆる作為又は不作為を避けなければなりません。
当社は、お客様が本サービスにアップロードしたコンテンツについて所有権を主張しません。但し、お
客様が本サービスを使用する際、お客様は他人のいかなる権利も侵害しないことを表明保証するものと
します。お客様は、お客様が本サービスにアップロードしたコンテンツを当社が他のメディアやプラット
フォームで使用し、当社のサービスで表示することに同意します。
コンテンツの削除依頼
当社は、第三者の知的財産権を尊重します。第三者の権利を侵害することを理由に本サービスからコン
テンツを削除することを依頼される場合には、当社のコンプライアンスオフイサー
compliance@mypermissions.com.宛てに連絡ください。当社は、お客様のご要望を検討し、返答し、必要
であれば追加の情報を求め、法律に従うために必要であると判断したときは適切な措置を講じます。
変更及び利用可能性
当社は、何らの事前の通知を行うことなく、随時、情報及びコンテンツの有効範囲及び利用可能性の
みならず、本サービスの構造、レイアウト、デザイン又はディスプレイを変更することができます。当
該性質の変更は、その性質上、故障、エラー及び不自由を引き起こす場合があります。
本サービスの運営の終了

カシモ WiMAX コンテンツ利用規約 -13-

当社は、随時、自由裁量により、一時的又は永続的に、本サービスの全部又は一部の運営を中止する
場合があります。当社は、本サービスを終了する前に、事前の通知をすることを義務付けられません。
本規約の変更
当社は、随時、本利用規約を更新することができます。結果に拘わらずマイナーな更新については、当
社が注意文書を掲載し、e メールメッセージを送り、本サービスのホームページで告知した７日間後に当
該更新は発効します。重要な変更は、当社の通知から３０日後に発効します。新方針が発効するまでの
間、お客様は新利用規約を承認せず、本サービスをアンインストールし、解約することを選択できます。
新利用規約の発効後にマイ・パーミッションズの使用を継続することは、お客様が新利用規約に同意する
ことを意味します。当社が新利用規約を法的要請に適合させる必要がある場合には、新利用規約は直ちに
又は必要とされるときに発効することにご注意ください。
担保責任の否認
お客様は、正確性、信頼性、見込まれる結果、市場性、特定の目的のための適合性、非侵害性、互換
性、安全性又は本サービスが最新の状態であることについて、何らの担保責任なしに、
「現状有姿」で使
用するために本サービスが提供されるものであることを承認し、同意します。本サービスの使用は、お
客様の単独のご自身のリスクによるものです。
法律で許されている最大限の範囲において、当社は、市場性、見込まれる結果、特定の目的への適合
性、非侵害性についての担保責任を含め、本サービス、本サービスの正確性、信頼性、妥当性若しくは完
全性、その他のウェブサイト又は他のサービスへのリンクによって提供される資料の全部又は一部につ
いての担保責任、制約、表明及び保証を、明示又は黙示の有無にかかわらず、法律、慣習、事前の口頭若
しくは書面での告知、その他に基づくものであるかどうかにかかわらず、明確に否定します。当社の従
業員又はそれ以外の者によって作成されたものであろうとなかろうと、容量、使用目的との整合性、本
サービスの履行に関係する言明を含め、本利用規約に含まれていない事実の表明、その他の肯定は、い
かなる目的においても、当社が担保責任を負うとみなされたり、当社の義務を少しでも生じさせるもの
とみなされることはありません。
当社は、本サービスをいつでも効率よくアクセスできるよう運営する努力をします。しかしながら、本
サービスの運営は、ソフトウェア、ハードウェア及び通信ネットワークなどの多様な要因に左右されま
す。性質上、当該要因は障害を免れません。当社は、本サービスが絶え間なく、エラーがない方法で動作
すること、本サービスが常に利用可能であること、有害なコンポーネントを免れること、当社のコンピュ
ーターへの不正アクセスから安全であり、保護されていること、損害を受ける恐れがないこと、当社又は
その他のプロバイダーから生じるソフトウェアの故障、通信障害を含むがこれに限らず、機能障害、バ
グ、故障から免れることを保証しません。当該事例は、本利用規約に対する違反とはみなされません。
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責任制限
法律で許されている最大限の範囲において、当社、当社の従業員、役員、株主、アドバイザー、代理
人は、不法行為責任であるか、契約責任であるか、その他の性質の責任であるかにかかわらず、本サー
ビスの使用若しくは使用不能、故障、エラー、本サービスの機能停止、当社スタッフ若しくは当社代理
人の過失又はエラー、第三者が創作しているコンテンツ若しくは資料に対するお客様自身若しくはお客
様のユーザーの信頼、又は本サービスに関する当社若しくは他のお客様とのあらゆるコミュニケーショ
ンから生じた直接損害、間接損害、付随的損害、結果的損害、その他の損害、損失（逸失利益及びデー
タの損失を含む）
、経費、費用、支払いについて、当社が当該損害、損失、経費、費用、又は報酬等の
発生の可能性をアドバイスされていたか否かに拘わらず、責任を負いません。
免責
お客様は、全ての請求、要求、損害、損失、逸失利益、お客様が本利用規約に違反したことにより被免
責者に発生した法的費用及び弁護士報酬を含めた全ての報酬又は費用から、当社、当社の経営者、役員、
株主、従業員、外注業者、代理人及び当社を代理して活動する全ての者（「被免責者」といいます。
）を、
免責し、防御し、害が及ばないようにします（「本免責」といいます。）
。
準拠法及び管轄
本利用規約、本サービス、これらから発生し又はこれらに関連する当社に関する全ての請求、訴訟原
因、及び紛争については、お客様の出身国やお客様が本サービスにアクセスしている場所に拘わらず、ま
たニューヨーク州以外の法律が適用される結果となる法令抵触の原則に拘わらず、ニューヨーク州の法
律が単独で適用されます。
ニューヨーク州ニューヨーク市の裁判所は、本サービス及び本利用規約の有効性、適用性、履行又は解
釈に関するあらゆる請求について、単独のかつ独占的な管轄を有します。お客様は、上記裁判所の独占的
管轄権に服すること、当該法令によって許されているあらゆる手段によって文書送達を受け取ること、及
び一般的には認められている裁判管轄についての抗弁、法律の抵触に関する抗弁、裁判地に関する抗弁を
放棄することに同意します。
一般条項
本利用規約は、本書の内容に関する当社とお客様との間の完全な合意を構成するもので、書面又は口頭
を問わず、従前の合意、交渉、理解の全部又は一部に取り代わるものです。
書面により明確になされない限り、本利用規約についての又は本規約に関する放棄、和解、期間の延
期、表明、変更、追加及び削除は無効です。
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譲渡の禁止
お客様は、本利用規約におけるお客様の権利と義務の両方又はいずれか一方を譲渡又は移転すること
はできません。お客様による譲渡又は移転の試みや、事実上の譲渡又は移転は全て無効です。当社は、本
利用規約におけるお客様の権利を損なわないことを条件として、本利用規約における当社の権利及び義
務を第三者に譲渡又は移転することができます。
解釈
条文の見出しは、参照の便宜又は読みやすくするためのものであり、解釈の目的で使用されるものでは
ありません。
分離可能性
本利用規約のいずれかの条項が管轄権を有する裁判所によって違法、無効、執行不能、又は法令違反と
判断された場合であっても、本利用規約の残りの条項は有効です。
当社へのご連絡
本サービスに関するご質問は当社にご連絡ください。feedback@mypermissions.com
当社は、お客様の問い合わせに対し迅速に対応するよう努めます。
更新日：２０１４年７月３１日
バージョン：１．２
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＜プライバシーポリシー＞
MyPermissions － プライバシーポリシー
アプリ・パーミッションズ・コントロール・サービスである MyPermissions の所有者である当社（Online
Permissions Technologies Ltd.）は、お客様の個人情報が安全に管理され、適切に使用されるよう最大
限の努力を行います。
本ポリシーは、MyPermissions のブラウザー・アドオン及び携帯アプリ上の個人情報処理に関する当社
のプライバシー保護方針について説明するものです。当社は、本ポリシーの条項にしたがって、
MyPermissions 上のお客様の個人情報を処理します。お客様は、随時、MyPermissions をアンインストー
ルし、又は MyPermissions のウェブサイトの使用を中止することができます。その後、当社はお客様につ
いての追加情報の収集をいたしません。
ご意見、ご質問、ご返信や苦情等がございましたら、次のプライバシー・コンプライアンス・オフイサ
ーまでご連絡ください。 compliance@mypermissions.com. 当社は、お客様のご要望を検討し、お客様
に有意義な回答をご提供することをお約束します。
本ポリシーの概要は、お客様に対し、当社のプライバシー保護方針について簡易・明瞭に説明するため
のものであり、正式のポリシーに代わって用いられるものではありません。
ポリシーの概要
以下は概要となりますので、各項目の詳細につきましては、下記をご覧ください。
お客様から提供された個人識別情報－当社は、登録及び通知を行うために登録の際のお客様の e メー
ルアドレスを使用し、またサービスに対するお客様のお支払いを処理するためにお客様の支払明細（クレ
ジットカード明細ではありません）を使用します。また、当社は、当社との連絡の際にお客様から提供さ
れた個人情報を受領することがあります。
当社が収集した個人識別情報－当社は、お客様の個人情報にアクセスすることがあるアプリについて
のお客様の承認を確認するため、またお客様が承認の有無を自ら管理することができるようにするため、
お客様のソーシャルネットワークのアカウントを使用します。また、当社は、当社のサービスの改善と不
正使用防止のため、通常の通信記録、セッションデータ、アプリに関するお客様の承認・不承認に関する
情報についても収集を行います。
ご承認のお願い－当社は、アンドロイド・デバイス上での一般的な最小限の承認と、iPhone 上で通知
をお送りすることについての承認をお願いします。
）
お子様のプライバシー－MyPermissions は、１３歳未満のお子様向けではありません。
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第三者との情報共有－当社は、支払い処理を行う場合、Facebook 上でキャンペーンを行う場合、合併
又は買収がなされた場合、お客様が法令に違反し、第三者の権利を侵害し、若しくは当社との契約に違反
した際に強制執行を行う場合、第三者との間で情報を共有します。
集計分析情報－当社は、インストールされたアプリのリストを収集し、集計した個人の非識別情報と
して保存し、使用します。当社は、標準的な分析ツールを使用し、標準的な分析処理を行い、集計した個
人の非識別情報を第三者と共有します。
お客様による選択－お客様がソーシャルネットワークアカウントへのログイン情報の提供をお望みで
ない場合、お客様は MyPersissions.org を使用することができます。お客様が iPhone を使用している場
合、当社からの通知を受領しないようにすることができます。当社のサービスは、Do Not Track （DNT）
信号に応答しません。
お客様の個人情報へのアクセス－お客様は、いつでもお客様の個人識別情報にアクセスすることがで
きます。
データの保存－当社は、サービスを提供し、その他合法かつ適切な目的のために、必要に応じてデータ
を保存します。
日本国外へのデータの移転－当社は、クラウドのサービスプロバイダーによって運営・管理されるサ
イトを含め、世界中の様々なサイトにおいて情報を保存し、処理する場合があります。
クッキー－当社は、お客様のログインを簡単にするためにセッションクッキーを使用します。当社の分
析ツールはそれ自体のクッキーを使用します。当社は、当社のサービスを提供するために、お客様のソー
シャルネットワークアカウントのセッションクッキーを使用します。
情報保護－当社は、お客様の個人情報を保護し、情報の漏洩、損害及び損失によるリスクや、情報へ
の不正アクセス、不正利用によるリスクを最小化するためのシステム、アプリ、プロシージャを実施しま
す。
プライバシーポリシーの変更－当社は、適切な通知をした後、ポリシーを随時更新することができま
す。
当社へのご連絡－ご質問、ご意見、苦情につきましては、以下の当社のプライバシー・コンプライアン
ス・オフイサー（compliance@mypermissions.com.）までご連絡ください。
MyPermissions のプライバシーポリシー
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お客様がご提供する個人識別情報
当社では、お客様が MyPermissions にご登録をする際、お客様の e メールアドレスが必要となります。
当社は、お客様のアカウントをアクティブにするためのメッセージの送信、お客様のログインの認証、お
客様への通知・連絡（スパムではない）の送信、必要時におけるお客様へのご連絡の目的で、お客様の e
メールアドレスを使用することができます。ログイン又は通知のために追加の個人識別情報をお願いす
る場合、当社は事前に新たなお願いを記載した通知をお送りします。

お客様が当社の有料サービスをご利用される場合、当社は、お客様のお支払を処理した支払サービス提
供者から、お客様の支払処理に関する詳細情報（支払額、支払日等）を受領します。当社は、お客様が当
社の有料サービスを使用する適格を有することを確認するために当該詳細情報を使用します。当社は、お
客様のクレジットカード情報を受領、保存、処理いたしません。
お客様が当社のプライバシー・コンプイライアンス・オフイサー又は他の職員にご連絡された場合、当
社は、お客様から提供された個人情報を受領し、処理します。
当社が収集する個人識別情報
MyPermissions は、ソーシャルネットワークアカウントに接続するアプリについての承認をお客様が管
理することができるようにするためのものです。当社は、お客様に代わってソーシャルネットワークサー
ビスにアクセスします。当社は、お客様のソーシャルネットワークアカウントのログイン情報へのアクセ
スや使用は行いません。当社は、アプリに関するお客様の承認状況を調査し、承認状態を回復し、お客様
の要望により承認の取消しやアプリの削除を行い、お客様によるソーシャルネットワークにおけるプラ
イバシー設定の管理を獲得・支援し、お客様の個人情報にアクセスする新しいアプリについて警告をお送
りし、お客様ご自身が、信用性のあるアプリについてのお客様のリストにアプリを報告、追加、削除する
ことが出来るようにします。
上記の目的のため、当社は、ソーシャルネットワークがお客様のデバイス上に記録している「セッショ
ン」
（ログイン）クッキーを読み取ることが必要になります。クッキーについての更なる情報が必要な場
合、下記の「クッキー」の項をご覧ください。
当社は、
「セッション」又は「トラフィック」として知られる更なる情報を収集します。この種のデー
タは、当社のサーバーに記録され、お客様のデバイスの閲覧情報、セッション持続時間、お客様のデバイ
ス上の OS の種類等の情報を含みます。
当社は、当社のサービスがスパム、ロボット、又は他の不正使用を除去していることを確認するため
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に、お客様の IP アドレスを収集します。例えば、当社は、あるアプリが信用できることを示すために「信
用」という選択肢をクリックしたお客様の IP アドレスや、当社から認証され又は認証されていないアプ
リのウェブページにコメントを書いたお客様の IP アドレスを収集します。
当社は、お客様のプロフィールの作成及び商品化に従事するものではありません。当社は、当社のサー
ビスの理解又は改善のため、また当社のサービスの信頼性及び安全性の向上のため、分析目的（集計分析
情報の項をご覧ください）で当該データを収集します。
当社は、お客様のソーシャルネットワークアカウントに接続する他のサイトの情報を受領し、統計を取
るための処理を行います。当社は、お客様がアプリに与えた承認やアプリに対する同意又は拒否を解析す
ることで当社のサービスを改善するため、これらの情報を使用します。
当社は、お客様がサポート（例えば、お客様がアカウントにログインするために当社のヘルプを必要と
する場合）を受けるために当社にご連絡をされた場合、サポートを行う目的で、お客様のデバイス（OS の
バージョン、デバイスのモデル等）についての詳細情報を受領します。
当社からのご承認のお願い
お客様がアンドロイド端末をご使用の場合、当社は、インターネットにアクセスし、自動的に
MyPermissions をデバイス上で再起動し、デバイスがスリープモードに切り替わるのを防止することにつ
いて、お客様の承認をお願いします。当社は、お客様のためにアプリをスキャンし、お客様の個人情報へ
のアクセスを必要とするアプリについてのリアルタイムのアラートを提供することを含め、当社のサー
ビスを提供するためにお客様の承認を必要とします。当社が更にお客様の承認を必要とする場合、当社
は、明確な形でお客様に承認を依頼します。
お客様が iPhone をご使用の場合、お客様の承認をいただくために、お客様に対して承認依頼の通知を
お送りします。
現在、ブラウザーは承認処理を提供していません。お客様が当社の「クリーナー」というブラウザー・
アドオンをご使用される場合、当社は、本ポリシーに記載する方法により、お客様の個人情報にアクセス
します。
お子様のプライバシー
１３歳未満のお子様は、MyPermissions をご使用になることができません。当社は、故意に又は意図的
に１３歳未満のお子様の個人情報を収集することはありません。更なる情報が必要な場合、次の当社プラ
イバシー・コンプライアンス・オフイサーにご連絡ください。privacy@mypermissions.com.
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第三者との情報共有
当社は、お客様の個人識別情報を売却、賃貸、又はリースすることはありません。但し、当社は、当社
のマーケティング・キャンペーンのためのプラットフォームとして Facebook を利用していますので、
Facebook がお客様の情報にアクセスする場合があります。当社はお客様の支払いを処理し又は確認する
ため、お客様の支払処理に関する明細を支払サービス提供者と共有します。また、当社が合併又は買収さ
れた場合、お客様の個人情報を別会社に移転することが必要となる場合があります。但し、情報を受領す
る会社はこのポリシーに従うものとします。
当社は法令を遵守しており、お客様も同様であることを期待します。当社は、MyPermissions の詐欺、
流用、侵害、なりすまし、その他の違法行為、及び不正使用を防止するため、又は MyPermissions に関し
てお客様と当社の間、又はお客様と他のお客様ないし第三者との間での紛争について訴訟を行い又は法
的手続を行うため、お客様の個人情報を使用し、必要に応じてお客様の個人情報を第三者と共有しなけれ
ばならない場合があります。当社は、裁判所又は司法当局によって発せられた命令及び令状にも従いま
す。
統計・分析情報
当社は、お客様のデバイスからインストールされているアプリのリストを収集します。当社は、当社の
サービスを提供し、管理し、改善するため、例えばアプリの評判や有効期間を追跡調査するなど、統計的
な手法で個人の識別ができない方法に限定して、当該リストを使用します。当社は、インストールされて
いるアプリのリストを第三者と共有しません。
当社は、Google アナリティクスの標準分析ツールを使用します。当該ツールのプライバシー保護方針
はそのプライバシーポリシーに従います。Google アナリティクスのプライバシーポリシーは以下をご覧
ください。http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Google アナリティクスは、サービス提供のためにクッキーを使用します。クッキーの詳細情報について
は、下記の「クッキー」の項をご覧ください。
当社は、正当な事業目的のため、匿名の、統計的、又は集合的情報を使用し、当該情報を当社のパート
ナーと共有する場合があります。お客様と関連づけることができるデータを集合情報から抽出する適切
な方法はありませんので、これはお客様のプライバシーに影響を及ぼしません。
選択
当社は、MyPermissions を作動するため、お客様に対して必要最小限の情報提供と承認をお願いします。
但し、お客様は、お客様のソーシャル・ネットワーク・アカウントのログイン情報を当社に提供しないこ
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とを選択することができます。この場合、お客様は MyPermissions.org にアクセスし、お客様の承認を手
動で管理することにより、当社のサービスを使用することができます。
お客様は、いつでも、当社ウェブサイトのサポート部門を通じて、あるいは当社のアドレス
feedback@mypermissions.com.に連絡することによって、当社に対してお客様のアカウントの削除を求め
ることができます。当社は、お客様のご要望を受けてから２営業日以内にアカウントを削除します。
お客様が iPhone のユーザーであり、当社からの通知を受領することに同意した場合、お客様は、その
選択により、いつでも通知の受領を中止することができます。
ウェブブラウザーには、
「Do Not Track」
（「DNT」
）信号を提供するものがあります。DNT 信号とは、サ
ービス上でのお客様の活動を追跡し、あるいはクロスサイトでお客様の活動を追跡して、お客様の選好を
示す HTTP のヘッダーフィールドです。当社のサービスは、DNT 信号に応答しません。
お客様の個人情報へのアクセス
お客様は、いつでも、当社のプライバシー・コンプイライアンス・オフイサー（アドレス：
compliance@mypermissions.com）に連絡し、当社が有するお客様の個人識別情報にアクセスすることを要
求することができます。当社は、お客様のご本人確認を行うため信頼できる証明書の提出をお願いするこ
とがあります。お客様が、お客様のアカウントの情報が不正確、不完全、未更新であることに気付いた場
合、訂正のために必要な情報を当社にご提供ください。
データの保存
当社は、法令の規定に従い、情報処理又は当社の正当な事業目的に応じて、種類の異なる情報を、それ
ぞれの異なった期間保存します。例えば、当社は、課税庁からの要求、アカウントの清算、帳簿の管理、
統計目的、法律問題のために、お客様が行った支払いに関する情報を数年間保存しなければならない場合
があります。
当社は、統計的な非識別情報を無制限に保存することができ、当該情報の処理が必要なくなった場合、
当該情報を削除し、又は潜在的に識別可能な情報を匿名化します。
法律によって情報の削除が要求され、又は当社の裁量により情報の削除を決定した場合を除き、いかな
る場合であっても、お客様が MyPermissions を使用する間は、当社はお客様の情報を保存します。
国外へのデータ移転
MyPermissions は、本来オンラインサービスであり、クラウドのサービス提供者によって運営・管理さ
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れるサイトを含め、世界中の各種のサイトで情報を保存し、処理することができます。お客様が、お客様
の個人情報を外国に移転するのにお客様の同意を必要とする国に居住している場合、お客様は当社に対
し、当該移転についての明確な承諾を与えるものとします。
クッキー
クッキーは、お客様のブラウザーに送られ、当該ブラウザーからクッキーを送ったサーバーに対してア
クセスするたびに、ブラウザーによって送り返される情報のパケットです。上記で説明されているよう
に、当社は、お客様に当社のサービスを提供するために、ソーシャルネットワークのクッキーを読み取
り、分析ツールは、当社に分析サービスを提供するために、それ自体のクッキーを使用します。当社は、
お客様が登録ユーザーである場合、お客様がより簡易にログインすることができるようにするためにセ
ッションクッキーも使用します。
お客様は、ブラウザーとスマートフォンの設定を通じて、お好きなクッキーを使用することができま
す。しかし、無効化クッキーは MyPermissions の使用を複雑化し、MyPermissions の使用をできなくさせ
ることがあることにご注意ください。
情報保護
当社は、可能な限り少ない情報を保存し、センシティブ情報の保存は避けるように努力します。当社及
び当社のホスティング・サービスは、お客様の個人情報を保護し、盗難、損害、情報の紛失、不正アクセ
ス又は不正利用のリスクを最小限に減らすため、システム、アプリ、プロシージャを提供しています。こ
れらの方法は、しっかりとした業界標準のセキュリティを提供します。但し、当社はお客様のプライバシ
ーを保護する努力を行いますが、MyPermissions があらゆる犯罪、誤動作、違法な干渉又はアクセス、そ
の他の不正使用から免れることをお約束することはできません。
プライバシーポリシーの変更
当社は、いつでもこのプライバシーポリシーを更新することができます。更新が重大な影響を及ぼすも
のでない場合、当社が警告書を掲載し、e メールのメッセージを送り、当該サービスのホームページで告
知した７日間後に発効します。重要な変更については、当社の通知から３０日後に発効します。新ポリシ
ーが発効するまでの間、お客様は新ポリシーを承認せず、MyPermissions をアンインストールすることを
選択できます。新ポリシーの発効後に MyPermissions の使用を継続することは、お客様が新ポリシーに
同意することを意味します。当社がポリシーを法令に適合させる必要がある場合には、新ポリシーは直ち
にあるいは必要とされるときに発効することにご注意ください。
利用規約への編入
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本ポリシーは、MyPermissions の利用規約の不可欠な一部となります（追加リンク）
。
最終更新：２０１５年３月８日
バージョン番号：１．６
利用規約

プライバシー・ポリシー

Ⓒ２０１４ MyPermissions
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別紙
本別紙は、株式会社 ME モバイル（以下、当社）が本サービス利用者に提供する「カシモ スマホ・パソ
コン相談窓口」に適用します。
■本サービスの詳細
１．本サービスの内容
・本サービス利用者のパソコンに関するお問合せにオペレータがお電話でお応えすることおよび、遠
隔地にある申込者のパソコンにネットワーク経由でアクセスし、直接支援、操作することで、申込
者のパソコンに関するトラブルシューティング、ソフトウェアインストール、ウイルスチェック等
を支援するサービス
２．【料金（月額、税込）
】
550 円
３．その他
・本サービス利用者が本サービスを利用する場合、下記の「リモートサポート規約」が追加約款として
適用されます。なお、
「リモートサポート規約」における申込者とは本サービス利用者のことをいい
ます。また、本規約第 22 条の定めによらず、本規約の内容と「リモートサポート規約」の内容が矛
盾・抵触する場合は「リモートサポート規約」の内容を優先するものとします。
【リモートサポート規約】
第 1 章 総則
第 1 条（サービス運営等）
1.当社は、
「リモートサポート規約」
（以下「本規約」といいます。）に従って、
「リモートサポート」
（以
下「本サービス」といいます。
）を運営します。なお、本サービスの詳細は第 2 条に定めるものとしま
す。
2.当社が、本規約の他に別途当社の指定する方法にて定める各サービスの利用規約および各サービスの
「ご案内」または「サービスについて」等で規定する各サービス利用上の注意事項および利用条件等の
告知も、名称の如何にかかわらず、本規約の一部を構成するものとします。
第２条（用語の定義）
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
（1）本サービス：
「リモートサポート」を指します。
（2）利用契約：本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスの契約。
（3）申込者設備：本サービスの提供を受けるため、申込者が設置する電気通信設備その他の機器および
ソフトウェア。
（4）本サービス用設備：当社が本サービスを提供するにあたり、当社が設置する電気通信設備その他の
機器およびソフトウェア。
（5）本サービス用設備等：本サービス用設備のほか、本サービスを提供するために必要なその他の電気
通信設備その他の機器およびソフトウェア（当社が登録電気通信事業者等の電気通信事業者より借
り受ける電気通信回線を含みます。
）
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第 3 条（通知）
1.当社から申込者への通知は、通知内容を電子メールの送信または当社のホームページへの掲載の方法
等、当社が適当と判断する方法により行います。
2.前項の規定に基づき、当社から申込者への通知を電子メールの送信または当社のホームページへの掲
載の方法により行う場合には、当該通知は、その内容が本サービス用設備に入力され、インターネット
によって発信された時点に行われたものとします。
第 4 条（契約約款の変更）
1.当社は、本規約（本規約に基づく利用契約等を含むものとします。以下、同じとします。）を随時変更
することができるものとします。なお、本規約が変更された場合には、申込者の利用条件その他の利用
契約の内容は、改定後の新約款を適用するものとします。
2.変更後の契約約款については、当社が別途定める場合を除いて、当社のホームページに表示した時点よ
り、効力を生じるものとします。
第 5 条（合意管轄）
申込者と当社の間で訴訟の必要が生じた場合には、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。
第 6 条（準拠法）
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
第 7 条（協議）
本規約に記載のない事項および記載された項目について疑義が生じた場合は、申込者と当社は誠意を持
って協議のうえ、解決にあたることとします。
第 8 条（利用の申込み）
本サービス利用の申込みは、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。
第 9 条（申込者の登録情報等の変更）
1.申込者は、当社へ届け出ている自身の住所、電話番号または本サービスの利用料金の決済に用いるクレ
ジットカードの番号もしくは有効期限に変更があるときは、事前に当社所定の変更手続きを行うもの
とします。
2.本条第 1 項の変更手続がなかったこともしくは変更手続の遅滞により、申込者が通信不能等の不利益
を被ったとしても、当社は一切責任を負わないものとします。
第 10 条（申込者からの解約）
本サービスの申込者が利用契約を解約しようとするときは、次の事項に従うものとします。なお、申込者
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より利用契約の解約の申請がない場合は、利用契約を自動的に更新するものとします。
（1）申込者は、利用契約を解約しようとするときは、当社ホームページ記載の当社所定の方法によりそ
の旨を当社に通知するものとします。
（2）申込者が利用契約を解約する場合、当社は解約月の末日をもってアカウント ID の利用停止の処置
をとるものとします。
（3）本条による解約の場合、当該時点において発生している利用料金その他の債務の履行は第 4 章に基
づきなされるものとします。
第 11 条（当社からの解約）
1.当社は、第 26 条（利用の停止）の規定により、本サービスの利用を停止された申込者が当社の指定す
る期間内にその停止事由を解消または是正しない場合または当社からの通知が申込者に到達しないこ
とを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。
2.当社は、申込者が利用契約を締結した後になって以下の各号のいずれか一つに該当することが明らか
になった場合、前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。
（1）申込者が実在しない場合。
（2）本サービスの利用申込みの際に、虚偽の届出をしたことが判明した場合。
（3）申込者の利用料金の決済に用いるクレジットカードにつき、カード会社の承認が確認できない場合。
（4）申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、入会申込の手続が
成年後見人によって行われておらず、または入会申込の際に法定代理人、保佐人もしくは補助人の
同意を得ていなかった場合。
（5）申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が生じた場合。
（6）申込者が、当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用、またそ
のおそれがあると当社が判断した場合。
（7）その他、前各号に準じる場合で当社が適当ではないと判断した場合。
3.当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その申込者に解約の旨を通知もし
くは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。
第 12 条（権利の譲渡制限）
本規約に別段の定めがある場合を除き、申込者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の
設定その他の担保に供する等一切の処分をすることはできません。
第 13 条（設備の設置・維持管理および接続）
1.申込者は、本サービスを利用するにあたっては、本規約にて当社が行うものと定めている場合を除き、
自らの費用と責任により申込者設備を設置し、本サービスを利用可能な状態に置くものとします。
2.申込者は、本サービスを利用するにあたっては、自己の費用と責任にて、登録電気通信事業者等の任意
の電気通信サービスを利用して、申込者設備を当社のサービスに接続するものとします。
3.当社は、申込者が前各項の規定に従い設置、維持および接続を行わない場合、本サービス提供の義務を
負わないものとします。
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第 2 章 本サービス
第 14 条（本サービスの提供範囲）
本サービスの提供範囲は、リモートサポート規約_別紙の「本サービスの詳細」に記載のとおりとします。
第 15 条（本サービスの廃止）
1.当社は、都合により本サービスの全部または一部を一時的にまたは永続的に廃止することがあります。
2.当社は、前項の規定により本サ－ビスを廃止するときは、申込者に対し、本サービスを廃止する日の 30
日前までに通知します。 ただし、やむを得ない場合については、この限りではありません。
3.本条第 1 項により当社が本サービスを廃止した場合、当社は申込者に対し、何ら責任を負わないもの
とします。
第 16 条（利用料金の支払義務）
1.申込者は、課金開始日から起算して利用契約の解約日までの期間について、料金表に定める利用料金お
よびこれにかかる消費税相当額の支払うものとします。
2.前項の期間において、第 25 条（保守等による本サービスの中止）に定める本サービスの提供の中止そ
の他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、申込者は、その
期間中の利用料金およびこれにかかる消費税相当額の支払うものとします。
3.第 26 条（利用の停止）の規定に基づく利用の停止があったときは、申込者は、その期間中の利用料金
およびこれにかかる消費税相当額の支払うものとします。
4.本サービスの利用料金の日割は行わないものとします。なお、課金開始日より利用料金が発生するもの
とします。
5.当社の責に帰さない事由により申込者がインターネット接続サービスを利用できない場合であっても、
利用料金の減額等は行わないものとします。
第 3 章 本サービスの利用契約の締結等
第 17 条（利用料金の支払方法）
1.申込者は、本サービスの利用料金およびこれにかかる消費税相当額を、次の各号のいずれかの方法で支
払うものとします。
（1）クレジットカード
（2）その他、当社が別途定める方法
2.利用料金の支払が前項第 1 号に定めるクレジットカードによる場合、利用料金は当該クレジットカー
ド会社のクレジットカード利用規約において定められた振替日に申込者指定の口座から引落されるも
のとします。
3.前二項の規定にかかわらず、本サービスの利用料金について、その全部または一部の支払方法を当社ホ
ームページへ通知することにより変更することがあります。
第 4 章 申込者の義務等
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第 18 条（アカウント ID）
1.申込者は、アカウント ID を第三者（国内外を問わないものとします。）に貸与、譲渡、または共有し
ないものとします。
2.申込者は、アカウント ID に対応する PIN コードを第三者に開示しないとともに、漏洩することのな
いよう管理するものとします。
3.申込者は、申込者のアカウント ID および PIN コードにより本サービスが利用されたとき（機器また
はネットワークの接続・設定により、申込者自身が関与しなくともアカウント ID および PIN コード
の自動認証がなされ、第三者による利用が可能となっている場合を含みます。）には、当該利用行為が
申込者自身の行為であるか否かを問わず、申込者自身の利用とみなされることに同意するものとしま
す。ただし、当社の責に帰する事由によりアカウント ID または PIN コードが第三者に利用された場
合にはこの限りではありません。
4.申込者のアカウント ID および PIN コードを利用して申込者と第三者により同時に、または第三者の
みによりなされた本サービスの利用については、当社は一切の責任を負わないものとします。
5.申込者は、自己のアカウント ID、PIN コード等の管理について一切の責任を負うものとします。なお、
当社は、当該申込者のアカウント ID および PIN コードが第三者に利用されたことによって当該申込
者が被る損害については、当該申込者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
第 19 条（自己責任の原則）
1.申込者は、申込者による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為とその結果について
一切の責任を負うものとします。
2.申込者は、①本サービスの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合、または②第三者からクレー
ムが通知された場合、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当社に対しいかなる責任も負
担させないものとします。申込者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を受けた場合または第三
者に対しクレームを通知する場合においても同様とします。
3.申込者は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接
その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとしま
す。
4.当社は、申込者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、申込者に当該損害の賠償を
請求することができるものとし、申込者は当社の請求に基づき、直ちに当該損害を賠償するものとしま
す。
第 20 条（禁止事項）
申込者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
（1）当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用およびその準備を目的とした利用。
（2）当社もしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのあ
る行為。
（3）当社もしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれ
のある行為。
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（4）当社もしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
（5）詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。
（6）本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為。
（7）第三者になりすまして本サービスを利用する行為。
（8）ウイルス等の有害なコンピュータプログラム、ファイル交換ソフトウェア等を送信し、または第三
者が受信もしくは受信可能な状態におく行為。
（9）第三者の設備等または本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与える
おそれのある行為。
（10）本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。
（11）その他、社会的状況を勘案のうえ、当社が不適当と認める行為。
第 21 条（著作権）
1.本サービスにおいて当社が申込者に提供する一切の物品（本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュア
ル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。
）に関する著作権および特許権、商標権、ならびに
ノウハウ等の一切の知的所有権は、当社または当社に使用を許諾した原権利者に帰属するものとしま
す。
2.申込者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
（1）本サービスの利用目的以外に使用しないこと。
（2）複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブ
ルを行わないこと。
第 5 章 当社の義務等
第 22 条（当社の維持責任）
当社は、当社の本サービス用設備を本サービスの円滑な提供を目的として善良なる管理者の注意をもっ
て維持します。
第 23 条（本サービス用設備等の障害等）
1.当社は、本サービスの提供または利用について障害があることを知ったときは、可能な限りすみやかに
申込者にその旨を通知するものとします。
2.当社は、当社の設置した本サービス用設備に障害が生じたことを知ったときは、すみやかに本サービス
用設備を修理または復旧します。
3.当社は、本サービス用設備等のうち、本サービス用設備に接続する当社が借り受けた電気通信回線につ
いて障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧
を指示するものとします。
4.当社は、本サービス用設備等の設置、維持および運用に係る作業の全部または一部（修理または復旧を
含みます。
）を当社の指定する第三者に委託することができるものとします。
第 24 条（個人情報の取扱）
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1.申込者は、本サービスの提供に不可欠な当社の提携事業者から請求があったときは、当社がその申込者
の氏名および住所等をその事業者に、秘密保持と厳重管理を確認のうえ、通知する場合があることにつ
いて、同意していただきます。
2.当社は、本サービスの提供に当たって、リモートサポート規約_別紙の「本サービスのすべて、または
一部で取得する情報」およびその他申込者から取得した個人情報の取扱については、当社がホームペー
ジ上に定める「プライバシーポリシー」にて告知します。
第 6 章 利用の制限、中止および停止
第 25 条（保守等による本サービスの中止）
1.当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
（1）当社の別途定める、本サービス用設備保守指定時間の場合。
（2）当社の本サービス用設備の保守上または工事上やむを得ない場合。
（3）登録電気通信事業者等が電気通信サービスを中止した場合。
（4）申込者に対して、電話、FAX、電子メール等による連絡がとれない場合、または申込者宛に発送した
郵便物が宛先不明で当社に返送された場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止するときは、あらかじめその旨を申込者に通知しま
す。ただし、やむを得ない場合はこの限りではありません。また、前項の措置をとったことで、当該申
込者が本サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、当社は一切の責任を負わないも
のとします。
第 26 条（利用の停止）
1.当社は、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあ
ります。
（1）支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合。
（2）本サービスの利用料金の決済に用いる申込者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の
理由により確認できなくなった場合。
（3）本サービスの利用料金の決済に用いる申込者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不
能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合。
（4）当社指定の「申込確認書兼支払方法登録申込書」が返送期限までに到着していない場合。
（5）申込者に対する破産の申立があった場合、または申込者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判も
しくは補助開始の審判を受けた場合。
（6）本サービスの利用が第 20 条（禁止事項）の各号のいずれかに該当する場合。
（7）申込者が過度に頻繁に問合せを実施し、または本サービスの提供に係る時間を延伸し当社の業務の
遂行に支障を及ぼしたと、当社が判断したとき。
（8）前各号のほか本規約に違反した場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を申込者に通知
します。ただし、当社の責めに帰すべき事由に因らない理由により、通知することができない場合には
この限りではありません。
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3.当社は、本条第 1 項第 2 号または第 3 号の事由による本サービスの利用停止の場合、申込者の希望に
より、申込者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新た
に別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使用することを認めること
があります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではありません。
4.前項の場合、申込者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しな
い場合、申込者は所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.5％の割合で計算した
金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定
した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振込手数料その他の費用は、申込者の負
担とします。
5.本条の定めは当社が申込者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。
第 7 章 損害賠償等
第 27 条（損害賠償の制限）
1.当社は、本規約で特に定める場合を除き、申込者が本サービスの利用に関して被った損害については、
債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず、申込者が当社に支払う 12 ヶ月分の利
用料金を超えて賠償の責任を負わないものとします。ただし、申込者が本サービスの利用に関して当社
の故意または重大な過失により損害を被った場合については、この限りではありません。
2.当社は、本サービスによってアクセスが可能な情報、ソフトウェア等について、その完全性、真偽、正
確性、最新性、信頼性、有用性または第三者の権利を侵害していないこと等を一切保証しないものとし
ます。
3.当社は、申込者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
4.当社は、本サービスの提供をもって、申込者の問題・課題等の設定、解決方法の策定、解決または解決
方法の説明を保証するものではありません。
5.本サービスは、メーカー、ソフトウェアハウスおよびサービスの提供事業者が提供する正規サポートを
代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となる機器、ソフトウェア、
サービスをそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者のホームページを紹
介することや、それぞれに対して申込者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合がありま
す。
6.当社は、オペレータの説明に基づいて申込者が実施した作業の内容について保証するものではありま
せん。
7.当社は、オペレータの説明に基づいて申込者が実施した作業の実施に伴い、生じる申込者の損害につい
て、一切の責任は負いません。
8.当社は、第 25 条（保守等による本サービスの中止）、第 26 条（利用の停止）、第 15 条（本サービスの
廃止）の規定により本サービスの保守等によるサービスの中止、利用の停止ならびに本サービスの廃止
に伴い生じる申込者の損害について、一切の責任は負いません。
9.サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、本
規約の規定外の事故であることから、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を
負いません。
（サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めと
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する各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家または
社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。
）
10.当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この
場合、当社は、あらかじめそのことを申込者に通知します。
以上
2021 年 2 月 1 日制定
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リモートサポート規約_別紙 本サービスの詳細
【本サービスの利用方法等】
リモートサポート：
「リモートサポート」とは、申込者のパソコンに関するお問合せに、本サービス専用窓口オペレータがお
電話でお応えすることおよび、遠隔地にある申込者のパソコンにネットワーク経由でアクセスし、直接支
援、操作することで、申込者のパソコンに関するトラブルシューティング、ソフトウェアインストール、
ウイルスチェック等を支援するサービスです。
専用窓口の電話番号（10 時～20 時／年中無休）は、本サービス利用者に別途通知致します。
【遠隔システム動作環境】
OS(日本語版に限ります。)

・Windows
Windows7、Windows7 Starter、
Windows8、Windows8 Pro、Windows10、
Windows2008 Server R1 R2、
Windows2012 Server R1 R2、
Windows2016 Server、
Windows2019 Server
・Macintosh
MacOS X 10.10 以降（但し、Intel 製基盤のパソコン）
・Android5.0 以降
・iOS9.0 以降

ブラウザ

・Internet Explorer 10.0 以上
・Microsoft Edge
・FireFox 35 以上
・Safari 7 以上
・Chrome40 以上

CPU

Intel Pentium III 800MHｚ以上 またはその互換のプ
ロセッサ

ソケット通信

Winsock1.0 以上

ネットワーク環境

LAN、ADSL、電話線、ワイヤレスのグローバル IP または
バーチャル IP 対応
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【サポート対象機器、ソフトウェアおよびサービスとサポート範囲】
※口頭案内も含む。
※サポート対象およびサポート範囲内であっても、対応できない場合があり。
1．機器

(1)サポート対象
パソコン本体、モニタ、キーボード、マウス、ルータ、無線 LAN ア
クセスポイント、ハブ LAN カード等のネットワーク機器、スマー
トフォン・タブレット、ネットワーク接続可能なゲーム機器。
(2)サポート範囲
インターネット接続設定、家庭内ネットワークとの接続、マニュ
アルに記載された基本的操作

2.OS

(1)サポート対象
Windows 98 Second Edition、Windows Millennium Edition (Me)、
Windows 2000 Professional、Windows XP、Windows Vista、Windows
7 、Windows RT、Windows 8、Windows 8.1、Windows 10、Android
5.0 以降、iOS8.0 以降、MacOS10.6 以降（intel チップ搭載機器に
限る）
(2)サポート範囲
インストール方法、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作
方法、診断。

3.ソフトウェア

(1)サポート対象
ブラウザ、メーラー、メディアプレーヤー、ウイルス対策、文書作
成、接続ツール。
(2)サポート範囲
インストール方法、初期設定、個人利用を想定した基本的な操作
方法、診断。

4.接続サービス

(1)サポート対象
FTTH サービス、DSL サービス、データ通信カード、プロバイダサ
ービス、インターネット上の各種サービス。
(2)サポート範囲
インターネット接続設定、初期設定、個人利用を想定した基本的
な操作方法。

【スマホ操作遠隔サポートのすべて、または一部で取得する情報】
＜ご提供いただく情報の例＞
・オペレーション・システムの種類、バージョン
・マシン名(名称、型番、シリアル番号等)
・MAC アドレス
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・ハードディスクドライブのボリュームシリアル番号
・ハードディスクドライブの空き容量
・デフォルトブラウザの種類、バージョン
・デフォルトメールソフトの種類、バージョン
・CPU 種類、動作周波数
・その他、本サービス提供に必要とされる情報等

＜本サービスのすべて、または一部で取得する情報＞
当社は、申込者が本サービスを利用するにあたり、以下の情報を取得します。
・申込者住所
・申込者氏名
・申込者電話番号
2021 年 2 月 1 日制定
以上
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別紙
本別紙は、株式会社 ME モバイル（以下、当社）が本サービス利用者に提供する「広告ブロック
powered by AD Guard」に適用します。
■本サービスの詳細
１．本サービスの内容
⑪ 「広告ブロック powered by AD Guard」とは、本サービス利用者のパソコン、スマートフォン、タ
ブレット等の当社が指定する端末において表示される広告をブロックし非表示にするサービスで
す。ただし、以下に掲載される広告については、非表示にすることができません。
・Google LLC が提供する「Youtube アプリ」に掲載される広告
⑫ 本サービスをご利用の際には、ソフトウェアのダウンロードおよびソフトウェアのインストールが
必要です。ソフトウェアのダウンロードについては、カシモ WiMAX マイページにある「ご利用方
法」を必ずご確認ください。
⑬ 本サービスの利用可能な端末は 3 台を上限とします。
⑭ 本サービスは予告なく内容を変更することがあります。
⑮ 本サービスのご利用およびそれに関連して生じた本サービス利用者または第三者の損害に対して、
当社は、当社の責に帰する場合を除き、いかなる責任も負わず、また一切の補償・賠償も行いませ
ん。
⑯ 本サービスは ADGUARD SOFTWARE LIMITED（以下「AD 社」といいます。
）の AdGuard サービスを利用
しております。当社は、AD 社の販売店であるソースネクスト株式会社（以下「SN 社」といいま
す。
）より許諾を受けて、本サービスを本サービス利用者に提供しております。
⑰ 本サービス利用者に生じた一切の不具合等に関しましては、当社の責に帰する場合を除き、当社は
一切の責任を負いません。
⑱ ご利用にあたっては、本規約に加え、AD 社の制定する後述の「End-User License Agreement of
AdGuard」が追加約款として適用されます。なお、当社は本サービスの提供に必要となる情報を AD
社及び SN 社に対して提供し同社と共同利用いたします。
⑲ なお、後述の「AdGuard のエンドユーザー使⽤許諾契約書」は「End-User License Agreement of
AdGuard」を日本語に翻訳したものですが、あくまで参考のために添付されたものに過ぎず、
「AdGuard のエンドユーザー使⽤許諾契約書」の内容は当社、AD 社及び本サービス利用者を⼀切拘
束しません。
２．システム動作環境
パソコン
スマートフォン
タブレット

対応 OS

iOS 10.0 以上
Android 5.0 以上
Windows 8.1 以上
Mac X v.10.10 以上

３．【料金（月額、税込）
】
385 円
４．問い合わせ
申込・契約内容変更・請求について：カシモ受付センター
E-mail:info@ka-shimo.com
サービス内容・使用方法について：AdGuard サポートセンター
Email: support@adguard.com
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Website: adguard.com
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End-User License Agreement of AdGuard
April 25, 2019
IMPORTANT: THIS SOFTWARE END USER LICENSE AGREEMENT (“EULA” OR “AGREEMENT”) IS A LEGAL
AGREEMENT BETWEEN YOU (EITHER AN INDIVIDUAL OR, IF PURCHASED OR OTHERWISE ACQUIRED BY OR FOR
AN ENTITY, AN ENTITY) AND ADGUARD SOFTWARE LIMITED. READ IT CAREFULLY BEFORE COMPLETING THE
INSTALLATION PROCESS AND USING THE SOFTWARE. IT PROVIDES A LICENSE TO USE THE SOFTWARE AND
CONTAINS WARRANTY INFORMATION AND LIABILITY DISCLAIMERS. BY CLICKING THE ACCEPT BUTTON IN
THE LICENSE AGREEMENT WINDOW AND USING THE SOFTWARE, YOU ARE CONFIRMING YOUR ACCEPTANCE OF
THE SOFTWARE AND AGREEING TO BECOME BOUND BY THE TERMS OF THIS EULA. IF YOU DO NOT AGREE TO
BE BOUND BY THESE TERMS, THEN DO NOT INSTALL THE SOFTWARE.
NOTE THAT THIS EULA REQUIRES THAT YOU AND ADGUARD SOFTWARE LIMITED SUBMIT ANY DISPUTE
ARISING OUT OF THE INTERPRETATION OR APPLICATION OF THE TERMS OF THIS EULA OR ANY BREACH
THEREOF TO ARBITRATION.
AFTER CLICKING THE ACCEPT BUTTON IN THE LICENSE AGREEMENT WINDOW YOU HAVE THE RIGHT TO USE
THE SOFTWARE IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS EULA.
1. Definitions
1.1. Rightholder (owner of all rights, whether exclusive or otherwise to the Software) means
ADGUARD SOFTWARE LIMITED, a company incorporated according to the laws of the Republic of
Cyprus.
1.2. “Software” means the ADGUARD software program and any third party software programs
contained therein, in each case supplied by Rightholder herewith, and corresponding
documentation, associated media, printed materials, and online or electronic documentation,
and all updates or upgrades of the above that are provided to You.
1.3. “Software Trial Application” means a version of the Software, so identified, to be
used only to review, demonstrate and evaluate the Software for a limited time period. The
Software may have limited features and will cease operating after a predetermined amount of
time due to an internal mechanism within the Software.
1.4. “Computer(s)” means hardware, including personal computers, laptops, workstations,
personal digital assistants, smartphones, hand-held devices, or other electronic devices for
which the Software was designed and upon which the Software is installed.
1.5. “End User” or “You” or “Your” means each individual installing or using the
Software on his or her own behalf or who is legally using a copy of the Software; or, if the
Software is being installed or used on behalf of an organization, such as an employer of an
individual, “You” further means the organization for which the Software is installed or
used and the person accepting this EULA and installing or using the Software on the behalf
of such organization represents that he or she has been authorized by such organization to
do so on its behalf. The term “organization”, without limitation, includes any
partnership, limited liability company, corporation, association, joint stock company,
trust, joint venture, labor organization, unincorporated organization, or governmental
authority.
1.6. “Partner(s)” means those individuals or organizations that distribute the Software
based on an agreement and license with the Rightholder.
1.7. “Update(s)” means all upgrades, revisions, patches, enhancements, fixes,
modifications, copies, additions or maintenance packs, etc. that Rightholder provides from
time to time in its discretion.
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2. License Grant
2.1. You may install and use the Software on the number of Computers that was specified in
an applicable order accepted by Rightholder or a Partner when You purchased a license to the
Software.
2.2. If You have received, downloaded and/or installed a Software Trial Application, You are
hereby granted an evaluation license for the Software, You may use the Software Trial
Application only for evaluation purposes and only during the single applicable evaluation
period, unless otherwise indicated, from the date of the initial installation. Any use of
the Software Trial Application for other purposes or beyond the applicable evaluation period
is strictly prohibited.
2.3. From the time of the Software activation (with the exception of the Software Trial
Application), You have the right to receive the following services for the defined period
specified on the Software package (if the Software was purchased on a physical medium) or
specified during purchase (if the Software was purchased via the Internet):
Updates of the Software via the Internet when and as the Rightholder publishes them on its
website or through other online services. Any Updates that You may receive become part of
the Software and the terms and conditions of this EULA apply to them;
Provided that You have installed the latest Updates, Technical Support via the Internet, as
described in the documentation provided with the Software or at Rightholder’s website.
Rightholder does not guarantee that Technical Support will be available for Software that
does not have the latest Updates installed.
3. License Restrictions
3.1. You may not make or distribute copies of the Software, or electronically transfer the
Software from one Computer to another or over a network.
3.2. You may not alter, merge, modify, or adapt the Software, or decompile, reverse
engineer, disassemble, or otherwise reduce the Software to a human-perceivable form, except
to the extent permitted by applicable law notwithstanding this restriction or to the extent
otherwise expressly permitted by Rightholder.
3.3. You may not sell, resell, rent, lease, or sublicense the Software. Only authorized
Partners of Rightholder are permitted to resell or sublicense the Software.
3.4. You may not modify the Software or create derivative works based upon the Software.
3.5. In the event that You fail to comply with this EULA, Rightholder may terminate all
licenses to the Software and You must destroy all copies of the Software.
3.6. Unless otherwise provided herein, You shall not (A) install or use more than the number
of copies of the Software for which You purchased a license, (B) download the Software Trial
Application under more than one username, (C) alter the contents of a hard drive or Computer
system to enable the use of the Software Trial Application for a period in excess of the
trial period for one license to such Software Trial Application, or (D) use the Software
Trial Application for a purpose other than the sole purpose of determining whether to
purchase a license to a non-trial version of the Software.
3.7. You may not remove or modify any proprietary notice or labels from the Software or any
output of the Software, including author attribution and copyright notices.
3.8. You may not use the Software for any non-authorized purpose or any illegal purpose
under applicable law.
4. Sales, Activation, and Term
The provisions of this Section 4 apply to Software requiring paid licenses and activation
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(and do not apply to Software for which Rightholder offers free licenses without
activation).
4.1. Purchases of licenses for the Software from Rightholder’s website are governed by
separate Terms of Sale published at https://adguard.com/terms-of-sale.html, which are
expressly incorporated by reference into this EULA. Purchases of licenses for the Software
from Rightholder’s Partners may be subject to additional terms and conditions of sale
provided by such Partners.
4.2. In order to use the Software for other than evaluation purposes or beyond the
evaluation period, You must activate the Software. Depending on the Software You are using
and how You purchased licenses to the Software, activation may be processed in one of the
several different ways. Typically, activation is processed by Your providing a valid e-mail
address to which Rightholder will send an activation code after Your payment for the number
of licenses purchased through an applicable order. You will receive an activation code for
each license purchased. Activation of certain Software may also be processed through the
mobile application platform through which You purchased licenses (e.g., through an Amazon
subscription or through Apple App Store codes). Activation codes may apply to one or more
devices, depending on the license purchased. Once an activation code is used, the license
associated with that activation code begins for the duration of the license purchased by an
applicable order. If You have acquired Software that is intended to be used on more than one
Computer then Your License begins from the date of activation of the Software on the first
Computer.
4.3 When You purchase AdGuard license, AdGuard Account is automatically created for the
email address that you used at the purchase. AdGuard Account can also be registered during
the installation of the Windows version if You enter your email address in the wizard
window, or when signing up to the trial period in Android version, or directly via the
website, if You decide to sign up at adguard.com. By registering AdGuard account you affirm
that you are 16 years or older.
You are responsible for keeping the activation code confidential. Your activation codes may
be stored with and retrievable by accessing Your account.
If desired, the User can delete AdGuard account in the “Settings” section. This will
delete all personal information about the User from the system, but will not affect in any
way the activation codes for the Software.
Rightholder is not responsible for lost activation codes. Any refunds or the issuance of
replacement activation codes shall be in Rightholder’s sole discretion.
Note that when AdGuard account is created you are automatically subscribed to AdGuard
newsletters and special offers notifications. You can unsubscribe in the AdGuard account or
by clicking “Unsubscribe” button in the newsletter itself. Also note, that by subscribing
to AdGuard blog or AdGuard affiliate program, you agree to receive email notifications from
us and affirm that you are 16 years or older. If you wish to stop your subscription –
contact us at privacy@adguard.com.
4.4. If You modify Your Computer or make changes to other vendors’ software installed on
it, You may be required by the Rightholder to repeat activation of the Software. The
Rightholder reserves the right to use any means and verification procedures to verify the
validity of the license and/or legality of a copy of the Software installed and/or used on
Your Computer.
5. Privacy policy and information Collection
Rightholder handles Your personal information in accordance with its privacy policy, which
is amended from time to time and is available at https://adguard.com/privacy.html. The
privacy policy in effect at the time Your personal information is collected shall apply to
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how Rightholder collects, uses, and shares Your personal information.
6. WARRANTY DISCLAIMER
6.1. YOU EXPRESSLY AGREE THAT YOUR USE OF THE SOFTWARE IS AT YOUR SOLE RISK. THE SOFTWARE IS
PROVIDED ON AN “AS IS” AND AN “AS AVAILABLE” BASIS. RIGHTHOLDER AND ITS SUPPLIERS AND
PARTNERS DISCLAIM ALL WARRANTIES AND REPRESENTATIONS WITH REGARD TO THE SOFTWARE OR ANY
PRODUCTS OR SERVICES PROVIDED UNDER THIS EULA, WHETHER EXPRESS, IMPLIED, OR OTHERWISE,
INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NONINFRINGEMENT, TITLE, AND QUIET ENJOYMENT. RIGHTHOLDER DOES NOT WARRANT THAT THE SOFTWARE IS
ERROR-FREE OR WILL OPERATE WITHOUT INTERRUPTION. NO RIGHTS OR REMEDIES REFERRED TO IN
ARTICLE 2 or ARTICLE 2A OF THE UNIFORM COMMERCIAL CODE (UCC), AS IMPLEMENTED IN ANY
JURISDICTION, WILL BE CONFERRED ON YOU UNLESS EXPRESSLY GRANTED HEREIN. THE SOFTWARE IS NOT
DESIGNED, INTENDED OR LICENSED FOR USE IN HAZARDOUS OR HIGH-RISK ENVIRONMENTS OR USE CASES
REQUIRING FAIL-SAFE CONTROLS, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, THE DESIGN, CONSTRUCTION,
MAINTENANCE OR OPERATION OF NUCLEAR FACILITIES, AIRCRAFT NAVIGATION OR COMMUNICATION
SYSTEMS, AIR TRAFFIC CONTROL, AND LIFE SUPPORT OR WEAPONS SYSTEMS. RIGHTHOLDER SPECIFICALLY
DISCLAIMS ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF FITNESS FOR SUCH PURPOSES.
6.2. IF APPLICABLE LAW REQUIRES ANY WARRANTIES WITH RESPECT TO THE SOFTWARE OR ANY PRODUCTS
OR SERVICES PROVIDED UNDER THIS EULA, ALL SUCH WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO SIXTY
(60) DAYS FROM THE DATE OF DELIVERY OF SUCH SOFTWARE, PRODUCTS, OR SERVICES.
6.3. NO ORAL OR WRITTEN INFORMATION OR ADVICE GIVEN BY RIGHTHOLDER OR ITS PARTNERS, OR ITS
OR THEIR AGENTS OR EMPLOYEES, SHALL CREATE A REPRESENTATION OR WARRANTY, NOR IN ANY WAY
INCREASE THE SCOPE OF ANY EXPRESS REPRESENTATION OR WARRANTY PROVIDED HEREIN.
6.4. RIGHTHOLDER SHALL HAVE NO LIABILITY, AND YOU RELEASE RIGHTHOLDER OF ANY AND ALL
LIABILITY, IF THE SOFTWARE HAS BEEN ALTERED IN ANY WAY, OR FOR ANY FAILURE THAT ARISES OUT
OF USE OF THE SOFTWARE WITH OTHER THAN A RECOMMENDED HARDWARE CONFIGURATION, PLATFORM OR
OPERATING SYSTEM.
6.5. RIGHTHOLDER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY THIRD-PARTY SOFTWARE INSTALLED BY YOU,
INTENTIONALLY OR INADVERTENTLY, BY PURCHASING LICENSES OR DOWNLOADING THE SOFTWARE FROM AN
UNAUTHORIZED PARTY THAT IS NOT A RIGHTHOLDER PARTNER.
6.6. YOU ARE RESPONSIBLE FOR ENSURING THAT YOUR PARTICULAR USE OF THE SOFTWARE DOES NOT
VIOLATE APPLICABLE LAW, THIRD-PARTY RIGHTS, OR YOUR CONTRACTUAL OBLIGATIONS TO THIRD
PARTIES.
7. LIMITATION OF LIABILITY
7.1. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, NEITHER RIGHTHOLDER NOR ITS SUPPLIERS OR
PARTNERS SHALL BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL,
PUNITIVE, COVER OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR THE
INABILITY TO USE EQUIPMENT OR ACCESS DATA, LOSS OF DATA, LOSS OF BUSINESS, LOSS OF PROFITS,
BUSINESS INTERRUPTION OR THE LIKE), ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THE
SOFTWARE OR ANY PRODUCTS OR SERVICES PROVIDED UNDER THIS EULA WHETHER BASED ON ANY THEORY OF
LIABILITY, INCLUDING BREACH OF CONTRACT, BREACH OF WARRANTY, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE),
PRODUCT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF RIGHTHOLDER OR ITS SUPPLIERS OR PARTNERS HAVE BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND EVEN IF A REMEDY SET FORTH HEREIN IS FOUND TO
HAVE FAILED OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.
7.2. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, RIGHTHOLDER’S TOTAL LIABILITY TO YOU FOR
ACTUAL DAMAGES FOR ANY CAUSE WHATSOEVER WILL BE LIMITED TO THE AMOUNT YOU ACTUALLY PAID TO
RIGHTHOLDER FOR ANY SOFTWARE OR OTHER PRODUCTS OR SERVICES PROVIDED UNDER THIS EULA.
7.3. THE FOREGOING LIMITATIONS ON LIABILITY ARE INTENDED TO APPLY TO ALL ASPECTS OF THIS
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EULA.
8. GNU and Other Third Party Licenses
The Software may include some software programs that are licensed (or sublicensed) to You
under the GNU General Public License (GPL) or other similar open source or free software
licenses which, among other rights, permit the user to copy, modify and redistribute certain
programs, or portions thereof, and have access to the source code (“Open Source
Software”). If such licenses require that the source code of any such Open Source Software
included in the Software be made available, then the source code shall be made available to
You upon Your sending a request to support@adguard.com. If any Open Source Software licenses
require that the Rightholder provide rights to use, copy or modify any Open Source Software
that are broader than the rights granted in this EULA, then such rights shall take
precedence over the rights and restrictions herein.
9. Ownership
This EULA gives You a limited license to use the Software. Rightholder and its suppliers and
Partners retain all right, title and interest, including all copyright and other
intellectual property rights, in and to the Software and all copies thereof. All rights not
specifically granted in this EULA, including federal and international copyrights, are
reserved by Rightholder, its suppliers and its Partners.
10. General
10.1. Applicable Law, Arbitration, and Choice of Venue. This EULA will be governed by and
construed in accordance with the laws of the Republic of Cyprus without reference to
conflicts of law rules and principles. This EULA shall not be governed by the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the application of which is
expressly excluded. Any dispute arising out of the interpretation or application of the
terms of this EULA or any breach thereof shall, unless it is settled by direct negotiation,
be adjudicated by arbitration in the Republic of Cyprus. Any award rendered by the
arbitrator shall be final and binding on the parties and any judgment on such arbitration
award may be enforced in any court of competent jurisdiction. Nothing in this Section 10
shall prevent a Party from seeking or obtaining equitable relief from a court of competent
jurisdiction, whether before, during or after arbitration proceedings.
10.2. Entire Agreement and Non-waiver. This EULA contains the complete agreement between the
parties with respect to the subject matter hereof and supersedes all prior or
contemporaneous agreements or understandings, whether oral or written. You agree that any
varying or additional terms contained in any purchase order or other written notification or
document issued by You in relation to the Software licensed hereunder shall be of no effect.
The failure or delay of Rightholder to exercise any of its rights under this EULA or upon
any breach of this EULA shall not be deemed a waiver of those rights or of the breach.
10.3. Restriction on Amendments. No Rightholder Partner, or agent or employee of a
Rightholder Partner, is authorized to make any amendment to this EULA. Any conflict or
ambiguity between this EULA and any separate terms or conditions provided by a Rightholder
Partner regarding the Software shall be resolved in favor of this EULA.
10.4. Severability. If any provision of this EULA shall be held by a court of competent
jurisdiction to be contrary to law, that provision will be enforced to the maximum extent
permissible, and the remaining provisions of this EULA will remain in full force and effect.
10.5. No Use Where Prohibited. Use of the Software is unauthorized in any jurisdiction that
does not give effect to all provisions of this EULA.
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10.6. Assignment. You may not assign, by operation of law or otherwise, any rights or
delegate any duties under the EULA to any third party without prior written consent by
Rightholder. Any purported assignment lacking such consent will be void at its inception.
Rightholder may assign all or part of its rights and/or delegate all or part of its duties
under the EULA to any party, at any time, and in its sole discretion, upon notice of
assignment by publishing such notice on its website.
11. Period for Bringing Actions.
No action, regardless of form, arising out of the transactions under this EULA, may be
brought by either party hereto more than one (1) year after the cause of action has accrued,
except that an action for infringement of intellectual property rights may be brought within
the maximum applicable statutory period.
12. Contact Information.
Should You have any questions concerning this EULA, or if You desire to contact the
Rightholder for any reason, please contact our Customer Support Service:
Email: support@adguard.com
Website: adguard.com
© ADGUARD SOFTWARE LIMITED. All Rights Reserved. The Software and any accompanying
documentation are copyrighted and protected by copyright laws and international copyright
treaties, as well as other intellectual property laws and treaties.
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【参考】

AdGuard のエンドユーザー使⽤許諾契約書
2019 年 4 ⽉ 25 ⽇
重要: このソフトウェアのエンドユーザー使⽤許諾契約書(「EULA」または「契約」)は、お客様(個⼈
または、法⼈によって購⼊または取得された場合は法⼈)と ADGUARD SOFTWARE LIMITED との間の法的
合意です。インストールプロセスを完了し、ソフトウェアを使⽤する前に、慎重にお読みください。こ
れには、ソフトウェアを使⽤するためのライセンスの提供と、保証情報と免責事項が含まれています。
使⽤許諾契約ウィンドウの [同意] ボタンをクリックし、ソフトウェアを使⽤することにより、お客様
はソフトウェアの受諾を確認し、この EULA の条項に拘束されることに同意します。これらの条項に拘
束されることに同意しない場合は、ソフトウェアをインストールしないでください。
この EULA は、お客様および ADGUARD SOFTWARE LIMITED が、この EULA の条項の解釈または適用に起
因する紛争、違反に起因する紛争を仲裁へ提出する必要があることに注意してください。使⽤許諾契約
ウィンドウの [同意] ボタンをクリックした後、お客様は、この EULA の利⽤規約に従ってソフトウェ
アを使⽤する権利を有します。
1. 定義
1.1. 権利者(このソフトウェアの独占的か否かにかかわらず、すべての権利の所有者)とは、キプロス
共和国の法律に従って設⽴された ADGUARD SOFTWARE LIMITED を意味します。
1.2. 「ソフトウェア」とは、お客様に提供される、ADGUARD ソフトウェアプログラム、この契約者か
ら提供する各ケースにおいてその中に含まれる第三者のソフトウェアプログラム、対応する⽂書、関連
メディア、印刷物、オンラインまたは電⼦ドキュメント、および上記のすべての更新またはアップグレ
ードを意味します。
1.3. 「ソフトウェア試⽤版アプリケーション」とは、⼀部の特定のソフトウェアを意味し、限られた
期間のソフトウェアのレビュー、デモンストレーション、および評価にのみ使⽤するソフトウェアを意
味します。このソフトウェアは、機能が制限されている場合があり、このソフトウェア内の内部メカニ
ズムにより、所定の時間が経過すると動作を停⽌する場合があります。
1.4. 「コンピュータ」とは、パーソナルコンピュータ、ラップトップ、ワークステーション、パーソ
ナルデジタルアシスタント、スマートフォン、ハンドヘルドデバイス、またはこのソフトウェアの設計
対象でありこのソフトウェアがインストールされるその他の電⼦機器を含むハードウェアを意味しま
す。
1.5. 「エンドユーザー」または「お客様」とは、各個⼈がこのソフトウェアを⾃分⾃⾝のためにイン
ストールまたは使⽤する、またはこのソフトウェアのコピーを合法的に使⽤する個⼈を意味します。ま
たは、このソフトウェアが個⼈の雇⽤主などの組織に代わってインストールまたは使⽤されている場
合、
「お客様」とは、このソフトウェアがインストールまたは使⽤される組織、およびこのソフトウェ
アを受け⼊れ、このソフトウェアをインストールまたは使⽤する者を意味します。当該組織の代理は、
その組織に代わってその権限を与えられたことを表します。
「組織」という⽤語には、パートナーシッ
プ、有限責任会社、企業、協会、合資会社、信託、合弁事業、労働組織、⾮法⼈組織、または政府当局
が含まれますが、これらに限定されません。
1.6. 「パートナー」とは、権利者との契約およびライセンスに基づいてこのソフトウェアを配布する
個⼈または組織を意味します。
1.7. 「アップデート」とは、権利者が随時独⾃の裁量で提供するすべてのアップグレード、改訂、パ
ッチ、機能強化、修正、変更、複製、追加またはメンテナンスパックなどを意味します。
2. ライセンス付与
2.1. お客様は、ソフトウェアのライセンスを購⼊した際に、権利所有者またはパートナーが受け⼊れ
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た該当する注⽂で指定された台数のコンピューターにソフトウェアをインストールして使⽤できます。
2.2. お客様がソフトウェア試⽤版アプリケーションを受け取り、ダウンロードし、またはインストー
ルした場合、お客様はこのソフトウェアの評価ライセンスを付与され、ソフトウェア試⽤版アプリケー
ションを評価⽬的でのみ使⽤することができ、特に明記されていない限り、最初のインストールの⽇付
から適⽤可能な単⼀の評価期間中にのみ使⽤することができます。ソフトウェア試⽤版アプリケーショ
ンを他の⽬的で、または適⽤される評価期間を超えて使⽤することは固く禁じられています。
2.3. ソフトウェアアクティベーションの時点から（ソフトウェア評価版アプリケーションを除く）
、ソ
フトウェアパッケージ（ソフトウェアが物理媒体で購⼊された場合）または購⼊時（ソフトウェアがイ
ンターネット経由で購⼊された場合）に指定された期間、以下のサービスを受ける権利があります。権
利者がウェブサイトまたはその他のオンラインサービスを通じて公開するこのソフトウェアの更新。お
客様が受け取る可能性のある更新はこのソフトウェアの⼀部となり、この EULA の利⽤規約が適⽤され
ます。お客様が最新のアップデートをインストールしていることを条件として、このソフトウェアまた
は権利者のウェブサイトに記載されている⽂書に記載されているインターネットを介したテクニカルサ
ポート。権利者は、最新のアップデートがインストールされていないソフトウェアに対してテクニカル
サポートが利⽤できるようになることは保証しません。
3. ライセンスの制限
3.1. お客様は、このソフトウェアのコピーを作成または配布したり、あるコンピュータから別のコン
ピュータまたはネットワークを通じてソフトウェアを電⼦的に転送したりすることはできません。
3.2. この制限にかかわらず、適⽤法で許可されている範囲またはその他権利者によって明⽰的に許可
されている範囲を除き、ソフトウェアを変更、マージ、修正、または適合させたり、逆コンパイル、リ
バースエンジニアリング、逆アセンブル、または⼈間が知覚できる形式にソフトウェアを変換したりす
ることはできません。
3.3. お客様は、このソフトウェアの販売、再販、賃貸、リース、またはサブライセンスを⾏うことは
できません。このソフトウェアの再販またはサブライセンスを許可されるのは、権利者が承認したパー
トナーのみです。
3.4. お客様は、このソフトウェアを変更したり、このソフトウェアに基づいた派⽣物を作成したりす
ることはできません。
3.5. お客様がこの EULA を遵守しなかった場合、権利者がこのソフトウェアに対するすべてのライセ
ンスを終了し、お客様はこのソフトウェアのすべてのコピーを破棄しなければならない場合がありま
す。
3.6. この契約書に別段の定めがない限り、お客様は、(A)お客様がライセンスを購⼊したソフトウェア
のコピー数を超えてインストールまたは使⽤したり、(B)複数のユーザー名でソフトウェアトライアル
アプリケーションをダウンロードしたり、(C)ソフトウェア試⽤版アプリケーションをそれに対する 1
つのライセンスの試⽤期間を超える期間使⽤するためにハードドライブやコンピューターシステムの内
容を変更したり、または (D)ソフトウェア試⽤版アプリケーションを、試⽤版以外のバージョンのソフ
トウェアのライセンスの購⼊を決定する唯⼀の⽬的以外の⽬的で使⽤することはできません。
3.7. お客様は、このソフトウェアまたはこのソフトウェアの出⼒から、著者の帰属および著作権に関
する通知を含む、所有権の通知またはラベルを削除または変更することはできません。
3.8. お客様は、許諾されていない⽬的または適⽤される法律に違反する⽬的でこのソフトウェアを使
⽤することはできません。
4. 販売、アクティベーション、期間
このセクション 4 の規定は、有料ライセンスおよびアクティベーションを必要とするソフトウェアに
適⽤されます(権利者がアクティベーションなしで無料ライセンスを提供するソフトウェアには適⽤さ
れません)。
4.1. 権利者のウェブサイトからのソフトウェアのライセンスの購⼊は、別途の販売条件によって管理
されます https://adguard.com/terms-of-sale.html 、参照によりこの EULA に明⽰的に組み込まれて
います。権利者のパートナーからのこのソフトウェアのライセンスの購⼊には、当該パートナーが提供
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する追加の販売条件が適⽤される場合があります。
4.2. 評価⽬的以外の場合、または評価期間を超えてこのソフトウェアを使⽤するには、お客様はこの
ソフトウェアのアクティベーションを⾏う必要があります。お客様が使⽤しているソフトウェアおよび
お客様がこのソフトウェアに対するライセンスを購⼊した⽅法によっては、アクティベーションはいく
つかの異なる⽅法のいずれかで処理される場合があります。通常、アクティベーションは、該当する注
⽂を通じて購⼊されたライセンス数に対するお⽀払い後に権利者がアクティベーションコードを送信す
る有効な電⼦メールアドレスをお客様が提供することによって処理されます。お客様は購⼊したライセ
ンスごとにアクティベーションコードを受け取ります。特定のソフトウェアのアクティベーションは、
お客様がライセンスを購⼊したモバイルアプリケーションプラットフォームを介して(例えば、Amazon
サブスクリプションまたは Apple AppStore コードを介して)処理される場合があります。購⼊したラ
イセンスによっては、アクティベーションコードが 1 つ以上のデバイスに適⽤される場合がありま
す。アクティベーションコードを使⽤すると、そのアクティベーションコードに関連付けられたライセ
ンスは、該当する注⽂によって購⼊されたライセンス期間が開始されます。お客様が複数のコンピュー
タで使⽤することを意図したソフトウェアを取得した場合、お客様のライセンスは、最初のコンピュー
タ上でのソフトウェアのアクティベーションの⽇から開始されます。
4.3 AdGuard ライセンスを購⼊すると、購⼊時に使⽤したメールアドレスに対して AdGuard アカウン
トが⾃動的に作成されます。AdGuard アカウントは、Windows 版のインストール中にウィザードウィン
ドウにメールアドレスを⼊⼒した場合、または Android 版で試⽤期間にサインアップした場合、また
は adguard.com でウェブサイトを介して直接サインアップした場合にも登録されます。AdGuard アカウ
ントを登録することにより、お客様は 16 歳以上であることを確認したことになります。お客様にはア
クティベーションコードを機密に保つ責任があります。お客様のアカウントにアクセスすることでアク
ティベーションコードの保存および取得ができます。必要に応じて、お客様は設定セクションで
AdGuard アカウントを削除できます。これにより、ユーザーに関するすべての個⼈情報がシステムから
削除されますが、このソフトウェアのアクティベーションコードには影響しません。
権利者は、失われたアクティベーションコードに対して責任を負いません。払い戻しまたは交換アクテ
ィベーションコードの発⾏は、権利者のみの裁量で⾏うものとします。AdGuard アカウントが作成され
ると、AdGuard ニュースレターや特別オファー通知が⾃動的に購読されます。AdGuard アカウントで、
またはニュースレター⾃体の [購読解除] ボタンをクリックすると、購読を解除できます。また、
AdGuard ブログまたは AdGuard アフィリエイトプログラムを購読することにより、お客様は、私たち
から電⼦メール通知を受け取ることに同意し、お客様が 16 歳以上であることを確認するものとしま
す。購読を停⽌したい場合は、privacy@adguard.com にお問い合わせください。
4.4. お客様がコンピュータを変更した場合、またはベンダーの他のソフトウェアに変更を加えた場
合、お客様は権利者からこのソフトウェアのアクティベーションの再実⾏を要求されることがありま
す。権利者は、お客様のコンピュータにインストールおよび/または使⽤されるソフトウェアのコピー
のライセンスの有効性および/または合法性を検証するために、任意の⼿段および検証⼿順を使⽤する
権利を留保します。
5. プライバシーポリシーと情報収集
権利者は、お客様の個⼈情報をプライバシーポリシーに従って取り扱います
https://adguard.com/privacy.html 。これは時折更新され、お客様の個⼈情報が収集される時点で有
効なプライバシーポリシーが、権利者がお客様の個⼈情報を収集、使⽤、および共有する⽅法に適⽤さ
れます。
6. 保証免責事項
6.1. お客様は、このソフトウェアの使⽤がお客様のみのリスクであることに明⽰的に同意するものと
します。このソフトウェアは、
「現状の通り」および「利⽤可能な」基準で提供されます。権利者およ
びそのサプライヤーおよびパートナーは、この EULA に基づいて提供されるソフトウェアまたは製品お
よびサービスに関して、特定の⽬的への適合性、⾮侵害、権利、平穏享有を含む、すべての保証および
表明を、明⽰、黙⽰、またはその他の⽅法に関わらず放棄します。権利者は、ソフトウェアにエラーが
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ないこと、中断することなく動作することを保証するものではありません。統⼀商事法典（UCC）の第
2 条または第 2A 条で⾔及されている権利または救済措置は、司法管轄区で実施されている通り、ここ
で明⽰的に許可されない限り、お客様に付与されることはありません。このソフトウェアは、原⼦⼒施
設、航空機の航法または通信システム、航空交通管制、⽣命維持または武器システムの設計、建設、保
守、運⽤を含むがこれに限定されない危険な環境または危険リスクの⾼い環境での使⽤、またはフェイ
ルセーフ制御を必要とするユースケースでの使⽤を⽬的としたものではありません。権利者は、そのよ
うな⽬的に対する適合性の明⽰的または黙⽰的保証を特に否認します。
6.2. 適⽤される法律がこの EULA に準拠したソフトウェアまたはこのソフトウェアまたはサービスに
関する保証を必要とする場合、そのような保証はすべて、かかるソフトウェア、製品、またはサービス
の提供⽇から 60 ⽇(60 ⽇)に制限されます。
6.3. 権利者またはそのパートナー、またはその代理⼈または従業員によって与えられた⼝頭または書
⾯による情報または助⾔は、表明または保証を⾏うものではなく、また、本書に記載されている明⽰的
な表明または保証の範囲を拡⼤するものではありません。
6.4. 権利者は、ソフトウェアが何らかの⽅法で変更された場合、または推奨されるハードウェア構
成、プラットフォーム、またはオペレーティングシステム以外でソフトウェアの使⽤から⽣じる障害が
発⽣した場合、⼀切の責任を負いません。
6.5. 権利者は、お客様が意図的または不注意に、権利者パートナーではない認可されていないものか
らライセンスを購⼊したりソフトウェアをダウンロードしたりすることによりお客様がインストールし
た第三者のソフトウェアについて責任を負いません。
6.6. お客様は、お客様によるこのソフトウェアの特定の使⽤が、適⽤される法律、第三者の権利、ま
たは第三者に対する契約上の義務に違反しないことを保証する責任を負います。
7. 責任の制限
7.1. 法律で認められる最⼤限の範囲において、権利者およびそのサプライヤーまたはパートナーは、
この EULA の下で提供されるソフトウェアまたは製品またはサービスの使⽤または使⽤不能に起因す
る、間接的、特別、偶発的、懲罰的、包括的または結果的損害（機器の使⽤不能またはデータへのアク
セス不能、データの喪失、事業の損失、利益の損失、事業の中断などを含むがこれに限定されない）に
ついて、契約違反、保証違反、不法⾏為(過失を含む)、製品責任、その他によるかにかかわらず、権利
者またはそのサプライヤーまたはパートナーがそのような損害の可能性について通知された場合および
ここに記載されている救済策が記載されている場合でも本質的な⽬的に失敗したことがわかった場合で
も、お客様または第三者に対して責任を負わないものとします。
7.2. 法律で認められる最⼤限の範囲で、いかなる原因に対しても実際の損害賠償に対する権利者の全
責任は、この EULA に基づいて提供されるソフトウェアまたはその他の製品またはサービスに対してお
客様が権利者に実際に⽀払った⾦額に制限されます。
7.3. 責任に関する前述の制限は、この EULA のすべての側⾯に適⽤することを意図しています。
8. GNU およびその他の第三者ライセンス
このソフトウェアには、GNU ⼀般公衆利⽤許諾（GPL）またはその他の同様のオープンソースまたはフ
リーソフトウェアライセンスに基づいて、特定のプログラムまたはその⼀部のコピー、変更、再配布、
あるいはソースコードへのアクセス（以下「オープンソースソフトウェア」
）がお客様にライセンス
（またはサブライセンス）されているソフトウェアプログラムが含まれる場合があります。そのような
ライセンスによりこのソフトウェアに含まれるオープンソースソフトウェアのソースコードを利⽤可能
にすることが必要な場合、お客様が support@adguard.com への要求を送信すると、そのソースコード
がお客様に利⽤可能になります。オープンソースソフトウェアのライセンスにより、権利者がこの
EULA で付与された権利よりも広範なオープンソースソフトウェアを使⽤、コピー、または変更する権
利を提供することが必要な場合、その権利は本書に定める権利および制限よりも優先されます。
9. 所有権
この EULA は、お客様にこのソフトウェアを使⽤するための限定的なライセンスを提供します。権利者
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およびそのサプライヤーおよびパートナーは、すべての著作権およびその他の知的財産権を含む、ソフ
トウェアおよびそのすべてのコピーに関するすべての権利、権益を保持します。連邦および国際的な著
作権を含む、この EULA で特に付与されていないすべての権利は、権利者、そのサプライヤーおよびそ
のパートナーによって留保されます。
10. ⼀般
10.1. 適⽤される法律、仲裁、および裁判地の選択。この EULA は、法律の規則および原則の抵当に⾔
及することなく、キプロス共和国の法律に準拠し、解釈されます。この EULA は、国際物品売買契約に
関する国連条約に準拠するものではなく、その適⽤は明⽰的に除外されます。この EULA の条項の解釈
または適⽤に起因する紛争、またはその違反は、直接交渉によって解決されない限り、キプロス共和国
の仲裁によって裁定されるものとします。仲裁⼈によって提供されたいかなる裁定も、当事者に対する
最終的かつ拘束⼒を持つものであり、そのような仲裁裁定に関するいかなる判決も管轄権のある裁判所
で執⾏され得ます。この第 10 条のいかなる者も、仲裁⼿続の前、中、後にかかわらず、当事者が管轄
権を有する裁判所から公平な救済を求めたり、または得たりすることを妨げるものではありません。
10.2. 全体の契約と⾮放棄。この EULA は、この契約の主題に関する当事者間の完全な合意を含み、⼝
頭または書⾯のいずれであっても、すべての以前または同時期の合意または理解に取って代わります。
お客様は、この契約に従ってライセンスされたソフトウェアに関連して、お客様が発⾏した発注書また
はその他の書⾯による通知または⽂書に含まれる、いかなる変更または追加の条項も、効⼒を持たない
ことに同意するものとします。権利者がこの EULA またはその権利を⾏使しなかったり、⾏使が遅れた
り、あるいはこの EULA に違反した場合でも、権利者がそれらの権利または違反を放棄したとみなされ
ないものとします。
10.3. 修正の制限。権利者のパートナー、または権利者のパートナーの代理⼈または従業員は、この
EULA に修正を⾏う権限を持っていません。この EULA とこのソフトウェアに関する権利者のパートナー
が提供する別個の条件との間の⽭盾またはあいまいさは、この EULA に有利に解決されるものとしま
す。
10.4. 分離条項。この EULA のいずれかの規定が、管轄権を有する裁判所によって法律に反すると判断
された場合、その規定は許容される最⼤限の範囲で施⾏され、この EULA の残りの規定は引き続き完全
な効⼒を有します。
10.5. 禁⽌されている場所での不使⽤。このソフトウェアの使⽤は、この EULA のすべての条項に効⼒
を与えない管轄区域において許可されていません。
10.6. 譲渡。お客様は、権利者の書⾯による事前の同意なしに、EULA に関するいかなる権利もしくは
義務も法的⾏為またはその他の⽅法によって第三者に譲渡することはできません。そのような同意を⽋
いていると主張された譲渡は、その開始時において無効になります。権利者は、いつでも、またはその
単独の裁量により、そのウェブサイトに通知を掲載することにより、この EULA に基づいた権利または
義務の全部または⼀部を任意の当事者に譲渡または委任することができます。
11. 訴訟を提起する期間
この EULA に関する取引に起因する形態にかかわらず、いずれの当事者によっても、訴訟の原因が発⽣
してから 1 年以上経過したあとには提起できません。ただし知的財産権の侵害に対する訴訟は例外と
し、この場合は適⽤される最⼤の法定期間内に提起することができます。
12. お問い合わせ先
この EULA に関するご質問がある場合、または何らかの理由で権利者に連絡したい場合は、カスタマー
サポートサービスまでお問い合わせください。
Email: support@adguard.com
Website: adguard.com
© 2019 ADGUARD SOFTWARE LIMITED. All Rights Reserved. このソフトウェアおよび付属の⽂書には著
作権があり、著作権法および国際著作権条約、ならびにその他の知的財産法および条約によって保護さ
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れています。
以上

エコネクト Wi-Fi サービス利用規約

株式会社セールスパートナー

第1節

総則

第 1 条 約款の適用
1. 株式会社セールスパートナー（以下「当社」といいます）は、本約款に基づき契約（以下、その契約を「利
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2.
3.

用契約」、当社と利用契約を締結した者を「利用者」といいます）を締結の上、別紙に定める当社の業務
提携先（以下「提携事業者」といいます）が提供する Wi-Fi の検索および接続を簡略化するサービス（以
下「本サービス」といいます）を当社が提供・運営するソフトウェアおよびアプリケーション（以下「本
アプリ」といいます）を通じて提供します。
本約款は、本サービスの利用に関する当社と利用者との間の権利義務関係を定めることを目的とし、利用
者と当社の間の本サービス利用に関わる一切の関係に適用されます。
当社が当社ホームページ（そのドメインが「econnect.jp」である当社が運営するホームページをいい、理
由の如何を問わずドメインまたは内容が変更された場合は、当該変更後のホームページを含みます）上お
よび本アプリ上で随時掲載する本サービスに関するルール、諸規定等は本約款の一部を構成するものとし
ます。

第 2 条 約款の変更
1. 当社は、本約款、当社ホームページ、および本アプリに掲載する本サービスに関するルール、諸規定、ま
たは本サービスの内容を自由に変更できるものとします。
2. 当社は、本約款または本サービスの内容を変更した場合には、利用者に当該変更内容を当社所定の方法に
て通知するものとし、当該変更内容の通知後、利用者が本サービスを利用した場合または当社の定める期
間内に登録取消の手続をとらなかった場合には、利用者は本約款または本サービスの内容の変更に同意し
たものとみなします。
第 3 条 本サービスの内容
1. 本サービスは、利用者に無料で提供されるサービス（以下「無料サービス」といいます）と、有料で提供
されるサービス（以下「有料サービス」といいます）とがあり、無料サービスの内容は、以下各号のとお
りとします。
① 提携事業者が提供する公衆無線 LAN（各自治体・企業が運営する公衆無線 LAN を含み、以下「Free WiFi」といいます）への自動接続または Free Wi-Fi に接続するまでの認証情報入力を代行するための事
前登録サービス
② 前号にて登録した Free Wi-Fi への自動接続または Free Wi-Fi に接続するまでの認証情報入力代行サ
ービス
③ Free Wi-Fi の接続可能エリアの閲覧サービス
④ 複数の Free Wi-Fi の中から接続するものを選択できるサービス
⑤ 当月の Free Wi-Fi 使用データ量の閲覧サービス（本アプリでのみ利用可能）
⑥ 新たな Free Wi-Fi の接続スポットに関するリクエスト受付サービス（本アプリでのみ利用可能）
2. 有料サービスの内容は以下の通りとし、利用料金は、申込方法に応じて以下各号のとおりとします。
【サービス内容】
① 有料の Wi-Fi（ソフトバンク株式会社の提供する BB モバイルポイント、株式会社ワイヤ・アンド・ワイ
ヤレスの提供する Wi2 を含み、以下「有料 Wi-Fi」といいます）への自動接続または Free Wi-Fi に接続
するまでの認証情報入力を代行するための事前登録サービス
② 前号にて登録した有料 Wi-Fi への自動接続または Free Wi-Fi に接続するまでの認証情報入力代行サー
ビス
③ 有料 Wi-Fi の接続可能エリアの閲覧サービス
④ 当月の有料 Wi-Fi 使用データ量の閲覧サービス（本アプリでのみ利用可能）
⑤ 新たな有料 Wi-Fi の接続スポットに関するリクエスト受付サービス（本アプリでのみ利用可能）
【利用料金】
① WEB からのお申し込み:月額 398 円（税込）
② アプリ（App Store、Google Play)からのお申し込み:月額 400 円（税込）
＜内訳：①で定める月額 398 円（税込）に Store 手数料が加算された金額となります。＞

第 4 条 サービスの停止と廃止
1. 当社は、次に掲げる事由がある場合は、本サービスの提供を永久的に廃止または一時的に停止することが
できるものとします。
① 当社の電気通信設備の保守または工事等のためやむを得ない場合
② 電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災その他の非常事態が発生し、またはその恐れがあるため、
公共の利益のため緊急を要する通信を優先させる必要がある場合
③ 電気通信事業者等が、電気通信サービスを中止した場合
④ その他当社が廃止または停止を必要と判断した場合
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2.
3.
4.

当社は、本サービスを停止する場合には、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知
します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
当社は、第 1 項に基づき本サービスの提供を中止した場合に利用者が被った損害について賠償の責任を負
いません。
当社は、やむなき事情がある場合、本サービスの一部または全部を停止または廃止することができるもの
とします。この場合、停止または廃止する 1 ヶ月前までに通知を行うものとします。ただし、緊急を要す
る場合はこの限りではありません。

第 5 条 当社からの通知
1. 当社から利用者に対する通知は、本約款に特に定めない限り、当社ホームページ上および本アプリ上に通
知すべき内容を掲示することにより行います。
2. 当社が利用者に対して前項記載の方法により通知した場合において、当該通知が利用者に到達しなかった
としても、当該不到達に起因して発生した損害について、当社は一切責任を負わないものとします。

第2節

利用契約

第 6 条 利用契約の締結
1. 本サービスの利用申請は、本約款を遵守することおよび当社が定める「プライバシーポリシー」に同意し、
かつ当社の定める一定の情報（以下「登録事項」といいます）を当社の定める方法で当社に提供すること
により、行うことができます。
2. 当社は、本サービスの利用を希望する者（以下「利用希望者」といいます。）に対して、第 10 条第 1 項
各号に該当しないことを確認し、当社または当社が指定する者が利用を認める場合には、本サービスの利
用に必要な ID・パスワードを通知するものとします。
3. 利用申請は、必ず本サービスを利用する個人または法人自身が行わなければならず、原則として代理人に
よる申請は認められません。
4. 利用契約の締結日は、当社または当社が指定する者が、利用希望者の利用申請を受理した日とします。
第 7 条 利用契約の譲渡等
利用者は、当社による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本約款に基づく権利若しくは義務につき、
第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第 8 条 利用契約の期間および更新
1. 第 16 条第 2 項第 1 号乃至第２号の支払方法の場合、本サービスの利用契約の期間は、利用契約の締結さ
れた日を始期とし、契約締結日の属する月の翌月末日までとします。
2. 第 16 条第 2 項第 3 号の支払方法の場合、本サービスの利用契約の期間は、利用契約の締結された日から
1 ヶ月間とします。
3. 第 16 条第 2 項第 1 号乃至第２号の支払方法の場合、利用者が、利用契約の期間満了日の属する月の末日
までに、解約の意思表示が当社に到達しないかぎり、利用契約は同一内容をもって（ただし、期間につい
ては期間満了の翌日から１ヶ月間）自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
4. 第 16 条第 2 項第 3 号の支払方法の場合、利用者が、利用契約の期間満了日までに、解約の意思表示が当
社に到達しないかぎり、利用契約は同一内容をもって（ただし、期間については期間満了の翌日から１ヶ
月間）自動的に更新されるものとし、以後も同様とします。
第 9 条 利用契約の解約
利用者は、当社所定の方法で当社に通知することにより 本サービスの利用契約を解約することができま
す。なお、本サービスの利用契約の解約日は、当社に当月末日（当社の営業日でないときは、その直前の
営業日）までに到達したときは当月末日とします。
第 10 条 利用申請の拒絶
1. 当社は、次の各号に該当する場合には、本サービスの利用申請を承諾しないことがあります。
① 以前に当社との契約上の義務の履行を怠ったことがある等、利用希望者が当社との契約上の義務の履行
を怠るおそれがある場合
② 登録事項の内容に虚偽記載があった場合
③ 利用希望者が当社の社会的信用を失墜させる態様で本サービスを利用するおそれがある場合
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④ 利用希望者が暴力団関係者その他反社会的団体に属する者と認められる場合
⑤ その他、当社が申込みを承諾することが相当でないと認める場合
2. 前項の規定により本サービスの申請を承諾しない場合は、速やかに利用希望者へその旨を通知するものと
します。なお、当社は申請を承諾しない理由を開示する義務を負わないものとします。

第3節

登録事項

第 11 条 登録事項の変更
1. 利用者は、登録事項に変更があった場合、当社所定の方法により速やかに当社に対して届け出るものとし
ます。
2. 当社は、前項の変更の届出が遅れたことおよび同届出を怠ったことにより利用者ないし第三者が被った如
何なる損害についても責任を負わないものとし、同届出が遅れたことおよび同届出を怠ったことにより当
社からの通知が不着・延着した場合でも通常到達すべき時期に到達したとみなすことができるものとしま
す。
3. 利用者は、当社が利用者の登録事項、個人情報、その他通信の秘密に関する事項を以下の目的に利用する
ことがあることにつき、予め同意するものとします。
① 当社が利用者に対し、本サービスの追加若しくは変更のご案内、当社の提供するサービスに関連するキ
ャンペーンや新機能などのご紹介、または緊急連絡の目的で通知をする場合
② 本サービス提供の際に、利用者が接続を求める Free Wi-Fi および有料 Wi-Fi（以下、併せて「対象 WiFi」といいます）の接続に必要な認証登録事項を利用者に代わって入力する場合
③ 当社がサービス開発等の目的で本サービスに関する利用動向を調査し、特定個人の識別が
不可能な形式に加工した上で、その分析結果を自ら利用し、または第三者に提供する場合
④ 法令の規定に基づき、利用または提供しなければならない場合
⑤ 利用者から同意を得た場合
4. 当社は、法令上または業務上等のやむをえない理由によって、利用者の登録情報の一部または全部を、利
用者の同意を得ずに削除することがあります。
第 12 条 情報の保存
1. 当社は、利用者に係る一切の情報を運営上一定期間保存していた場合であっても、かかる情報を保存する
義務を負うものではなく、当社はいつでもこれらの情報を削除できるものとします。なお、当社は本条に
基づき当社が行った措置に基づき利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
2. 当社は、利用者が利用契約を解約した場合でも、その解約の理由にかかわらず、当該利用者の登録事項お
よび利用状況について直ちに削除する義務はないものとします。
第 13 条 本サービスの利用
1. 利用者は、契約期間中に限り、本約款の目的の範囲内でかつ本約款に違反しない範囲内で、当社の定める
方法に従い、本サービスを利用することができます。
2. 利用者は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはなりません。
① 当社または第三者の著作権・商標権等の知的財産権、財産権、プライバシー権、パブリシティ権若しく
は肖像権等の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
② 当社または第三者を差別若しくは誹謗中傷し、またはその名誉若しくは信用を毀損する行為
③ 詐欺、業務妨害等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為
④ わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に当たる画像、文書等を送信または掲載する行為
⑤ 当社のネットワークやインターネット網、それらに接続されたサーバ設備等に不正にアクセスする行為
⑥ 電子メールや電子掲示板への投稿、その手段を問わず、無断で広告・宣伝・勧誘等を目的としたコメン
トを送信する行為（スパムメール、スパム書き込み、スパムコメント等）、他社が嫌悪感を抱くコメン
トを送信する行為（嫌がらせメール、嫌がらせ書き込み、嫌がらせコメント等）、他社のメール受信や
ウェブサイトの閲覧を妨害する行為、連鎖的なコメントの転送を依頼する行為（チェーンメール、チェ
ーン書き込み、チェーンコメント）および当該依頼に応じて同様のコメントを転送する行為
⑦ 無限連鎖講（ねずみ講）を開設し、またはこれに勧誘する行為
⑧ 第三者の通信に支障を与える方法、または態様において本サービスを利用する行為、若しくはそのおそ
れのある行為
⑨ コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信、または第三
者がこれらの情報を受信可能な状態のまま放置する行為
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⑩ 当社の本サービスの提供を妨害する、または妨害するおそれのある行為
⑪ 他の利用者や第三者に著しく迷惑をかけ、また社会的に許されないような行為（他の利用者の ID・パス
ワードを不正に使用する行為、偽装するためにメールヘッダ部分に細工を施す行為を含みます）
⑫ 公序良俗に反する行為およびそのおそれのある行為
⑬ 法令に違反する行為
⑭ その他、当社が本サービスの利用者として相応しくないと判断する行為
3. 利用者は、本サービスの利用およびその結果につき一切の責任を負うものとします。万一、利用者による
本サービスの利用に関連または起因して、他の利用者または第三者から当社に対して何らかの請求、訴訟
その他の紛争が生じた場合、当該利用者は、自らの費用と責任において当該紛争を解決し、当社に経済的
負担が生じた場合にはこれを賠償するものとします。
4. 当社は、本サービスにおける利用者による情報の送信行為が前項各号のいずれかに該当し、または該当す
るおそれがあると当社が判断した場合には、利用者に事前に通知することなく、当該情報の全部または一
部を削除することができるものとします。当社は、本項に基づき当社が行った措置によって利用者に生じ
た損害について一切の責任を負いません。

第4節

利用料金

第 14 条 利用料金と請求期間
1. 有料サービスの利用料金は、第 3 条第 2 項に定めるとおりとします。
2. 利用者が当社に支払うべき金額は利用料金の他、当該利用料金支払いに対して課される消費税相当額を加
算した額（以下「利用料金」といいます）とします。
3. 物価または当社の施設に係る維持管理運営費の変動により、当社が有料サービスの利用料金を不相当と認
めるに至った時は、利用契約の有効期間内でも、利用料金を変更することができるものとします。
4. 当社は、利用者が選択した当社所定の支払方法に応じて、利用料金の請求を行います。
5. 利用契約を締結したときは、利用開始日が属する月より利用料金が発生いたします。ただし、当社の裁量
で無料期間を設ける場合があります。
第 15 条 支払期限
毎月の利用料金を、当社所定の期日までに支払うものとします。
第 16 条 支払方法
1. 当社は、利用者が利用契約を締結した時は当月から、利用者が支払方法の変更を申請した時は申請日の翌
月から利用者の支払方法を変更するものとします。
2. 利用者は、利用申請時、あるいは利用者が支払方法の変更を申請した時から下記のいずれかの方法により
支払うものとします。
①
②
③
④

クレジットカード払い
キャリア決済
アプリ内課金
その他 決済方法

第 17 条 債務の存続
1. 支払期日を経過した後は、督促にかかる実費を加算して請求する場合があります。
2. 当社は、利用者が利用契約の有効期間中に解約した場合であっても、第 3 条第 2 項に定める利用料金を利
用者に対して請求いたします。
3. 利用契約の解約後も、未払いの請求が残っている場合は、解約の理由にかかわらず、当該未払い債務は存
続するものとします。
第 18 条 債権の譲渡
１．当社は、本約款並びに利用契約に基づき発生する、当社の利用者に対する利用料金の請求債権等（利用料
金の支払請求権その他利用契約に基づく一切の金銭債権をいいます。）を、株式会社 ME モバイル（以下
「ME モバイル」といいます）に対して譲渡するものとします。
２．前項に規定する債権譲渡は、当社が利用者に対する債権を取得する都度、債権の取得と同時に行われるも
のとします。
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３．利用者は、前二項に定める債権譲渡につき、予め異議なく承諾するものとします。
４．利用者は、ＭE モバイルに対して、ME モバイルが定める方法により利用料金相当額を支払うものとします。

第5節

利用者の責務

第 19 条 ID・パスワードの管理
1. 利用者は本サービスの利用に関して当社が発行した ID・パスワードについて、当社の承諾なく第三者に開
示してはならず、かつ第三者に推測されないように管理し、設定しなければなりません。
2. 利用者が前項の規定に反し、当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすかまたはそのおそれがあると当社が判
断した場合、当社は発行した ID・パスワードの変更等必要な措置を取る場合があります。
3. ID・パスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は利用者が負うものとし、
利用者の故意または過失の有無を問わず、当社は一切の責任を負いません。
4. 当社は、前項の規定により必要な措置を取る場合には、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、
緊急のためやむを得ない場合はこの限りではありません。
5. 利用者の ID・パスワードを用いて本サービスの利用が開始された場合、その後ログアウトまでの一連の通
信は ID・パスワードが付与された利用者自身の正当な権限をもって行われているものとみなし、利用料金
が生じる場合には、利用者はその利用に係る利用料金を負担するものとします。
6. 利用者は、ID・パスワードが盗まれ、または第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにそ
の旨を当社に通知するとともに、当社からの指示に従うものとします。
第 20 条 設備の維持・管理
1. 利用者が本サービスを利用するために必要となる情報端末（パソコン、スマートフォンを含みます）につ
いては、利用者が自ら準備し、利用者の費用と責任において維持するものとし、これを怠ったことによっ
て利用者に発生した不利益について、当社は一切その責を負わず、また利用料金の返還などの義務を負わ
ないものとします。
2. 当社および提携事業者が提供する対象 Wi-Fi においては、次の各号の理由により通信の伝送速度が低下若
しくは変動する状態、符号誤りが発生する状態または本サービスの全部または一部が利用できない状態と
なることがありますが、これに関して利用者は十分に理解し、了解した上で契約するものであり、当社は
一切その責を負わず、また利用料金の返還などの義務を負わないものとします。
① 回線距離および基地局設備の設備状況
② 他の通信サービスに係る電気通信回線設備からの信号漏洩による電波障害および電波干渉等
③ 電気製品および特殊医療機器等からの電磁波等の発生による電波障害および電波干渉等
④ 遮蔽物による電波障害
⑤ 平常利用の範疇にて発生する輻輳状態による通信速度低下
3. 当社は、技術上やむを得ない理由等により、事前の通知なく、無線基地局設備を点検または全部若しくは
一部を移設、増設または減設することがあります。
第 21 条 自己責任の原則
1. 利用者は、本サービスを使用して行なった、自己の行為およびその結果について、責任を負います。
2. 利用者が本サービスを使用して第三者に損害を与えた場合、利用者は自己の責任と費用をもって解決する
ものとし、当社に損害を与える行為を行わないものとします。
3. 当社は、本サービスを使用することにより利用者に発生した損害の全てに対し、本書面に明示的に定める
場合を除き、いかなる責任も負わないものとし、かつ、損害を賠償する義務はないものとします。
4. 利用者は、本約款に違反することにより、または本サービスの利用に関連して当社または提携事業者に損
害を与えた場合、当社または提携事業者に対しその損害を賠償しなければなりません。
5. 利用者が、本サービスに関連して他の利用者その他の第三者からクレームを受けまたはそれらの者との間
で紛争が生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、利用者の費用と責任において当該
クレームまたは紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その結果を当社に報告するものとします。
6. 利用者による本サービスの利用に関連して、当社が、他の利用者やその他の第三者から権利侵害その他の
理由により何らかの請求を受けた場合は、利用者は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払いを余儀な
くされた金額を賠償しなければなりません。
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第6節

違反等

第 22 条 違反等
1. 当社は、第 13 条第 2 項各号または次に掲げる事由に該当する場合には、事前に通知または催告すること
なく、当該利用者に対する本サービスの提供を一時停止、または利用契約を解約することができます。
① 有料サービスの利用料金の支払いが遅延した場合
② 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
③ 当社あるいは他の利用者、または第三者に損害を生じさせるおそれのある目的または方法で本サービス
を利用した、または利用しようとした場合
④ 手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害した場合
⑤ 支払停止若しくは支払不能、または破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しく
はこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
⑥ 自ら振出し、若しくは引受けた手形または小切手につき、不渡りの処分を受けた場合
⑦ 差押、仮差押、仮処分、強制執行または競売の申立てがあった場合
⑧ 租税公課の滞納処分を受けた場合
⑨ その他、当社が利用者としての登録の継続を適当でないと判断した場合
2. 当社は、前項第 1 号に定める理由により解約した利用者が再度の利用契約を求める場合、当社より遅延損
害金を請求できるものとします。
3. 利用者は、第 1 項の定めにより本サービスを解約された場合、当社に対して負っている債務の一切につい
て期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務の支払いを行わなければなりません。
4. 当社は、本サービスを停止する場合には、利用者に対して事前に、その旨ならびに理由および期間を通知
します。ただし、緊急を要する場合はこの限りではありません。
5. 当社は、本条に基づき当社が行った行為により利用者に生じた損害について一切の責任を負いません。
第 23 条 クレーム等
1. 利用者が第 13 条第 2 項各号に規定する禁止事項に該当する行為を行ったと当社が認めた場合、当該利用
者に対し、次の措置の全部または一部を講ずることができます。
① 第 13 条第 2 項各号に規定する禁止事項に該当する行為を止めるよう要求
② 第三者との間で、クレーム等の解消のための協議を行うよう要求
③ 本サービスを利用してインターネット上に掲載した情報を削除するよう要求
④ 事前に通知することなく、利用者または利用者の関係者が本サービスを通じてインターネット上に掲載
した情報の全部若しくは一部を第三者が閲覧できない状態に置くこと
⑤ 本サービスの利用停止
⑥ 当社が支払いを余儀なくされた金額の請求
2. 前項に基づき本サービスの利用を停止または利用契約を解約する場合、前条の各項の規定を準用します。
第 24 条 損害賠償
利用者またはその代理人、使用人その他利用者の関係者が本約款に違反する行為をなし、当社に損害を与
えた場合、利用者は当社に対し、その損害を賠償しなければなりません。

第7節

秘密保持

第 25 条 秘密保持
利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報
を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。
第 26 条 通信の秘密の保護
1. 当社は、本サービスの提供に伴い取り扱う通信の秘密を電気通信事業法第 4 条に基づき保護し、本サービ
スの円滑な提供を確保するために必要な範囲でのみ使用または保存します。
2. 当社は、刑事訴訟法第 218 条（令状による捜索）その他同法の定めに基づく強制の処分が行われた場合に
は、当該法令および令状に定める範囲で、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情
報の開示に関する法律第 4 条
（発信者情報の開示請求等）
に基づく開示請求の要件が充たされた場合には、
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3.

当該開示請求の範囲で、それぞれ前項の守秘義務を負わないものとします。
当社は、利用者が第 13 条第 2 項各号のいずれかに該当する禁止行為を行い、本サービスの提供を妨害し
た場合であって、正当防衛または緊急避難に該当すると認められる場合には、本サービスの円滑な提供を
確保するために必要な範囲でのみ利用者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。

第 27 条 個人情報等の保護
1. 当社は、利用者の個人情報を当社の定める「プライバシーポリシー」に基づき利用、共同利用、および第
三者提供をいたします。
2. 当社は業務を円滑に進めるため、当社の関係会社、取次店、取引先、提携事業者などに対して必要な範囲
内で個人情報を提供または管理委託することがあります。この場合、当社は、当社の関係会社、取次店、
取引先との間で個人情報の取扱いに関する契約の締結をはじめ、適切な監督を実施します。
3. 当社は次の各号を除き、利用者本人以外の第三者に個人情報を提供しないものとします。なお、通信の秘
密に該当する情報については、前条の規定に従って対応するものとします。
① 利用者本人の同意がある場合
② 利用者の本サービスの利用に係る債権・債務の特定、支払いおよび回収のため必要な範囲で金融機関に
個人情報を開示する場合
③ 裁判官の発付する令状により強制処分として捜査・押収などがなされる場合
④ 法律上の照会権限を有する公的機関からの照会がなされた場合、その他法令に基づいて提供する場合

第8節

雑則

第 28 条 免責
1. 当社は、この約款で特に定める場合を除き、利用者が本サービスの利用に関して被った損害については、
債務不履行責任、不法行為責任その他の法律上の責任を問わず賠償の責任を負わないものとします。ただ
し、利用者が本サービスの利用に関して当社の故意または重大な過失により損害を被った場合については、
この限りではありません。
2. 利用者が本サービスを利用するにおいて発生した第三者との紛争に関しては、利用者が自らその責任にお
いて解決するものとし、当社は一切責任を負いません。
3. 当社は、利用者が対象 Wi-Fi に接続するまでの認証情報入力を代行するサービスであり、提携事業者が提
供する対象 Wi-Fi に起因するサービスの利用不能に関して、一切の責任を負いません。
第 29 条 保証の否認
1. 当社は、本サービスにつき如何なる保証も行うものではありません。さらに、利用者が当社から直接また
は間接に本サービスまたは他の利用者に関する情報を得た場合であっても、当社は利用者に対し本約款に
おいて規定されている内容を超えて如何なる保証も行うものではありません。
2. 利用者は、本サービスを利用することが、利用者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に違反するか
否かを自己の責任と費用に基づいて調査するものとし、当社は、利用者による本サービスの利用が、利用
者に適用のある法令、業界団体の内部規則等に適合することを何ら保証するものではありません。
3. 当社は、当社による本サービスの提供の中断、停止、利用不能または変更、利用者のメッセージまたは情
報の削除または消失、利用者の登録の取消、本サービスの利用によるデータの消失または機器の故障若し
くは損傷、その他本サービスに関連して利用者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。
4. 当社ホームページから他のホームページへのリンクまたは他のホームページから当社ホームページへの
リンクが提供されている場合でも、当社は、当社ホームページ以外のホームページおよびそこから得られ
る情報に関して如何なる理由に基づいても一切の責任を負わないものとします。
5. 当社は、無線 LAN 通信の利用に関し、当社の電気通信設備（当社が別に定める相互接続点（専用回線等接
続サービス契約に基づく当社と当社以外の電気通信事業者との間の接続に係る電気通信設備の接続点）に
接続する当社保有の電気通信設備）を除き、無線 LAN 提供事業者の相互接続点（協定事業者が定める相互
接続協定に基づく相互接続に係る電気通信設備の接続点または専用回線等接続サービス契約に基づく、無
線 LAN 提供事業者と、無線 LAN 提供事業者以外の電気通信事業者との間の接続に係る電気通信設備の接続
点）等を介し接続している、電気通信設備に係る通信の品質を保証することはできません。
6. 当社は、インターネットおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに
関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さにより、現在の一般的技術水準をもっては本サー
ビスに瑕疵のないことを保証することはできません。
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7.

8.
9.

当社は、本約款等の他の条項にかかわらず、天災、事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力
により生じた損害、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益および間接損害につ
いては、一切の賠償責任を負わないものとします。
当社は、本約款の変更により利用者が有する設備の改造または変更等を要することとなった場合であって
も、その費用を負担しないものとします。
当社は、前条および本約款に明示的に定める場合の他、利用者に対して一切の損害賠償責任および利用料
金の減額・返還の義務を負わないものとします。

第 30 条 権利帰属
当社ホームページ、本アプリおよび本サービスに関する所有権および知的財産権は全て当社または当社に
ライセンスを許諾している者に帰属しており、本約款に定める登録に基づく本サービスの利用許諾は、当
社ホームページ、本アプリまたは本サービスに関する当社または当社にライセンスを許諾している者の知
的財産権の使用許諾を意味するものではありません。利用者は、いかなる理由によっても当社または当社
にライセンスを許諾している者の知的財産権を侵害するおそれのある行為（逆アセンブル、逆コンパイル、
リバースエンジニアリングを含みますが、これに限定されません）をしないものとします。
第 31 条 完全合意
本約款は、本約款に含まれる事項に関する当社と利用者との完全な合意を構成し、口頭または書面を問わ
ず、本約款に含まれる事項に関する当社と利用者との事前の合意、表明および了解に優先します。
第 32 条 損害賠償の制限
1. 当社の責に帰すべき事由により、利用者が有料サービスの全部を利用できない状態に陥った場合、当社は、
当社が当該利用者における利用不能を知った時刻から起算して 24 時間以上その状態が継続した場合に限
り、1 ヶ月の利用料金の 30 分の 1 に利用不能の日数を乗じた額（円未満切り捨て）を限度として、利用
者の請求により利用者に現実に発生した損害の賠償に応じます。ただし、当社が支払うべき損害額が 1 万
円未満の場合は、利用不能の時間と同等の契約期間の延長をもって損害の賠償に代えさせていただきます。
2. 電気通信事業者等の提供する電気通信役務に起因して利用者が利用不能となった場合、利用不能となった
利用者全員に対する損害賠償総額は、当社がかかる電気通信役務に関し当該電気通信事業者等から受領す
る損害賠償額を限度とし、当社は前項に準じて利用者の損害賠償の請求に応じるものとします。
第 33 条 分離可能性
本約款のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行不能と判
断された場合であっても、本約款の残りの規定および一部が無効また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、当社および利用者は、当該無効若しくは執行不能の条項または部
分を適法とし、執行力を持たせるために必要な範囲で修正し、当該無効若しくは執行不能な条項または部
分の趣旨並びに法律的およ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 34 条 事業の譲渡
当社が本サービスの事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い利用契約上の地位、本約款に基
づく権利および義務並びに利用者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すること
ができるものとし、利用者は、かかる譲渡につき本条において予め同意したものとします。
第 35 条 存続規定
1. 次の各号に記載する規定は、利用契約の終了後も有効に存続するものとします。
① 第 7 条（利用契約の譲渡等）
② 第 12 条（情報の保存）
③ 第 13 条（本サービスの利用）第 4 項
④ 第 16 条（支払方法）
⑤ 第 17 条（債務の存続）
⑥ 第 18 条（債権の譲渡）
⑥ 第 19 条（ID・パスワードの管理）第 3 項
⑦ 第 22 条（違反等）第 3 項、第 5 項
⑧ 第 27 条（個人情報等の保護）
⑨ 第 29 条（保証の否認）
⑩ 第 30 条（権利帰属）

第 36 条

消費者契約法に基づく修正
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当社と利用者との利用契約が消費者契約法第 2 条第 3 項に定める消費者契約に該当する場合、本約款のう
ち、当社の損害賠償責任を完全に免責する規定は適用されないものとし、当社はかかる規定に定める利用
者に発生した損害が当社の債務不履行若しくは不法行為または瑕疵担保責任に基づく場合には、損害の事
由が生じた時点から過去に遡って 1 年の期間に利用者から現実に受領した本サービスの利用料金の総額
を上限として、損害賠償責任を負うものとします。
第 37 条 協議解決
当社および利用者は、本約款に定めのない事項または本約款の解釈に疑義が生じた場合には、互いに信義
誠実の原則に従って協議の上速やかに解決を図るものとします。
第 38 条 準拠法および管轄裁判所
1. 本約款および利用契約は、日本の法律に従って作成したものと見なされ、また、日本の法律に従って解釈
されるものとします。
2. 本約款に基づく利用契約に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を管轄裁判所と
します。

2016 年 5 月 24 日

制定

2017 年 2 月 13 日

改定

2018 年 5 月 17 日

改定

2019 年 9 月 20 日

改定

2020 年 10 月 2 日 改定
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（別紙）
提携事業者一覧
【Free Wi-Fi】
下記 Free Wi-Fi の一覧は、一般社団法人公衆無線 LAN 認証管理機構と業務提携することで利用が可能とな
る自治体の一覧です。
自治体名
サービス名
1
愛媛県
えひめ Free Wi-Fi グループ B（愛媛 CATV 方式）
2
愛知県
Aichi Free Wi-Fi
3
名古屋市
NAGOYA Free Wi-Fi
4
豊田市
豊田市フリーWi-Fi サービス
5
安城市
Anjo Free Wi-Fi
6
常滑市
常滑 Free Wi-Fi
7
みよし市
みよし市公衆 Wi-Fi サービス
8
豊山町
豊山町無料 Wi-Fi
9
小谷村
HAKUBA VALLEY Wi-Fi(小谷村)
10
白馬村
HAKUBA VALLEY Wi-Fi(白馬村)
11
仙台市
SENDAI free Wi-Fi
12
京都市
KYOTO Wi-Fi
13
函館市
HAKODATE FREE Wi-Fi
14
徳島市
TOKUSHIMA CITY Wi-Fi
15
神戸市
KOBE Free Wi-Fi
16
伊丹市
Itami_Free_Wi-Fi
17
飛騨市
HIDA CITY FREE Wi-Fi
18
大垣市
OGAKI_FREE_Wi-Fi
19
郡上市
GUJO Free Wi-Fi
【有料の Wi-Fi】
1
2

提携事業者名
ソフトバンク株式会社
株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレ

サービス名
BB モバイルポイント
Wi2

ス

最新の利用可能スポットは https://econnect.jp/よりご確認いただけます。
以上
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別紙
本別紙は、株式会社ＭＥモバイル（以下、当社）が本サービス利用者に提供する「カスペルスキーセキ
ュリティー」に適用します。
■本サービスの詳細
１．本サービスの内容
⑳ 「カスペルスキーセキュリティー」とは、本サービス利用者のパソコン（デスクトップ/ノート）、
スマートフォン、タブレット等の当社が指定する端末（以下本別紙にて「対象端末」といいま
す。
）を利用したアプリケーションおよびウェブ上のセキュリティ対策（セキュリティスキャン、
プライバシー保護等）を行うソフトウェアを提供するサービスです。なお、対象端末の OS によ
り、本サービスの内容が異なります。詳細内容は下記 URL の機能一覧にて確認することができます。
https://home.kaspersky.co.jp/store/kasperjp/ja_JP/pd/ThemeID.37143200/productID.5346875000

21 本サービスをご利用の際には、ソフトウェアのダウンロードおよびソフトウェアのインストールが
必要です。ソフトウェアのダウンロードについては、本サービスのホームページ等を必ずご確認く
ださい。
22 本サービスの利用可能な端末は 1 ライセンスにつき 3 台を上限とします。
23 本サービスの有効期間は、⑪で定める K 社約款の定めよらず、本規約の定めに従うものとします。
24 本サービスの利用に必要となる動作環境は、下記 URL より確認ください。
https://home.kaspersky.co.jp/store/kasperjp/ja_JP/pd/ThemeID.37143200/productID.5346875000

25 本サービス利用者の環境下に存在する全てのセキュリティ上の問題が検出されること、全ての全て
の個人情報連携を検知・解除できること、または全ての不正アクセスを検知・遮断することを保証
するものではなく、その他本サービス利用者の全ての要求を満たすことを保証するものではありま
せん。
26 本サービスは予告なく内容を変更することがあります。
27 本サービスのご利用およびそれに関連して生じた本サービス利用者または第三者の損害に対して、
当社はいかなる責任も負わず、また一切の補償・賠償も行いません。
28 本サービスは株式会社 Kaspersky Labs Japan（以下「K 社」といいます。
）の「カスペルスキーイ
ンターネットセキュリティ」を利用しております。当社は、K 社より許諾を受けて、本サービスを
本サービス利用者に提供しております。
29 本サービス利用者に生じた一切の不具合等に関しましては、当社は一切の責任を負いません。
30 ご利用にあたっては、K 社が対象端末の OS ごとに制定する後述の「カスペルスキーインターネット
セキュリティ 使用許諾契約書」
（以下「K 社約款」といいます。
）が追加約款として適用されま
す。なお、当社は本サービスの提供に必要となる情報を K 社に対して提供し同社と共同利用いたし
ます。
２．【料金（月額、税込）
】
550 円
３．問い合わせ
申込・契約内容変更・請求について：カシモ受付センター
カシモ WiMAX コンテンツ利用規約 -61-

E-mail:info@ka-shimo.com
サービス内容・使用方法について：カスペルスキー サポート
Website: https://www.kaspersky.co.jp/

カシモ WiMAX コンテンツ利用規約 -62-

＜カスペルスキーインターネットセキュリティ 使用許諾契約書＞
■Windows･Mac 版
お客様への法律上の重要なお知らせ：本ソフトウェアのご使用を開始される前に、以下の契約書を注意深
くお読みください。
お客様が本ソフトウェアを実行、またはインストール中にライセンス契約画面のボタンをクリック、また
は対応する記号を入力した時点で、この契約条件に無条件で同意したことになります。本契約の諸条件に
同意されない場合は、本ソフトウェアのインストール作業を中断し、本ソフトウェアを削除してくださ
い。
ライセンス契約画面の同意を確認するボタンをクリックするか、または対応する記号を入力すると、本契
約の契約条件に従って本ソフトウェアを使用する権利を得られます。
本ソフトウェアに書面形式のライセンス契約書またはライセンス証書が付属する場合は、そのライセン
ス契約書またはライセンス証書に定義されているソフトウェア使用条件が、本契約よりも優先します。
条項 A. 一般条件
1.
定義
1.1.
本ソフトウェアとは、アップデートおよびその関連資料を含む、権利者が製造するソフトウェアを意味し
ます。
1.2.
権利者（独占的であるか否かを問わず、本ソフトウェアに関するすべての権利の所有者）は、ロシア連邦
法に基づいて設立された企業、AO Kaspersky Lab を意味します。
1.3.
端末とは、本ソフトウェアに対応され、本ソフトウェアをインストールまたは使用するオペレーティング
システム、仮想マシンまたはハードウェアを意味し、ワークステーション、モバイルデバイスまたはサー
バーを含みます。
1.4.
エンドユーザー（お客様）とは、自身のために本ソフトウェアをインストールまたは使用する個人または
本ソフトウェアのコピーを合法的に使用する個人を意味します。また、本ソフトウェアをダウンロードま
たはインストールし、本契約に同意する人物を代表として承認した組織を意味します。本契約の目的にお
いて「組織」とは、合名会社、有限会社、企業、協会、合資会社、信託会社、合弁会社、労働組合、法人
化されていない組織、政府当局を含みますがこれらに限りません。ただし「プライベートライセンス」
（プ
ライベート版）
、
「ファミリーライセンス」
（ファミリー版）および「プレミアライセンス」
（プレミア版）
では法人での利用はできません。プライベートライセンス、ファミリーライセンス、プレミアライセンス
のそれぞれの利用範囲は第 2.5 条を参照してください。
1.5.
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代理店とは、権利者との契約およびライセンスに基づき本ソフトウェアを販売する法人または個人を意
味します。
1.6.
アップデートとは、本ソフトウェアの定義データベースおよび本ソフトウェアの改善、パッチ適用、拡張
機能、変更を意味します。
1.7.
拡張機能とは、権利者によって提供される、新しくライセンスを取得するか既存のものを拡張して本ソフ
トウェアと一緒に、または独立して使用できる、本ソフトウェアの機能を拡張するための追加のソフトウ
ェア機能またはサービスを意味します。拡張機能は、具体的な拡張によって無償または有償で提供されて
います。これらの拡張に関して、取得する前に詳細を確認することができます。
1.8.
ユーザーガイドとは、ユーザーガイド、管理者用ガイド、リファレンスブックおよび関連する説明資料ま
たはその他の資料を意味します。
1.9.
ライセンス証書とは、ライセンスに関する情報と同様に、アクティベーションコードに加えてエンドユー
ザーに提供される文書を意味します。ライセンス証書は購入方法により提供されない場合があります。
1.10.
Web ポータルとは、インストールされた本ソフトウェアおよび取得したライセンスを管理する目的で権
利者が提供する Web リソースを意味します。
1.11.
ユーザーアカウントとは、Web ポータルに登録する際にエンドユーザーが提供した情報を使用して作成
された、Web ポータルの個人セクションを意味します。ユーザーアカウントを使用して Web ポータルに
アクセスすると、条項 A の第 1.10 条に記載される操作を実行することができます。
2.
ライセンスの付与
2.1.
お客様は、ユーザーガイドまたは権利者のテクニカルサポートの Web サイトに記載される機能の範囲内
で、本契約に記載されるすべての技術要件、制限および利用規約に従う条件のもと、本ソフトウェアを使
用する非独占的使用許諾ライセンスを付与されます。
体験期間（該当する場合）
。
本ソフトウェアに体験期間が設けられている場合は、別段の指定がない限り最初にインストールした日
より 1 回の体験期間に限り、評価目的のみに本ソフトウェアの機能を使用できることとします。ただし、
当該体験期間の利用目的は評価に限り、体験期間終了後の使用は厳しく禁止します。
複数の環境で使用するソフトウェア、多言語ソフトウェア、デュアルメディアで使用するソフトウェア、
複数コピー、バンドル版。
お客様が、本ソフトウェアの異なるバージョンもしくは異なる言語版を使用する場合でも、または複数の
メディアで本ソフトウェアを受領した場合でも、または本ソフトウェアの複数のコピーを受領した場合
でも、または他のソフトウェアにバンドルされた本ソフトウェアを受領した場合でも、本ソフトウェアの
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すべてのバージョンをインストールすることが許可される端末の合計台数は、権利者から取得したライ
センス上の端末数に一致するものとします。ライセンス条件で別段の規定がない限り、取得されたライセ
ンス数に応じて、条項 A の第 2.2 および 2.3 条で規定する端末数へのインストールと使用またはユー
ザーアカウント数としての使用の両方またはいずれかの権利が与えられます。
2.2.
本ソフトウェアを物理的媒体で取得した場合、お客様は本ソフトウェアのパッケージに指定された端末
数とユーザーアカウント数の両方またはいずれかに対して本ソフトウェアを使用する権利を保有します。
2.3.
本ソフトウェアをインターネット経由で取得した場合、お客様は本ソフトウェアのライセンス取得時に
指定された端末数とユーザーアカウント数の両方またはいずれかに対して本ソフトウェアを使用する権
利を保有します。
2.4.
お客様は、バックアップ目的でのみ、また合法的に所有する本ソフトウェアのコピーが紛失、破損、また
は使用不可能になったために差し替える場合に限り本ソフトウェアのバックアップコピーを作成する権
利を保有します。このバックアップコピーは、他の用途に用いてはならず、本ソフトウェアを使用する権
利を失った場合や、お客様が本ソフトウェアを使用している国または地域で施行されている法令による
以外の理由で、お客様のライセンスが期限切れまたは打ち切りとなった場合は、破棄しなくてはなりませ
ん。お客様が、本ソフトウェアがインストールされた端末を譲渡または売却する場合は、ライセンスの譲
渡にかかわる第 2.5 条の該当条件が適用されない限り、本契約に基づきお客様がインストールした本ソ
フトウェアのすべてがあらかじめインストール先の端末から削除されていることを確認してください。
2.5.
お客様は、権利者がお客様に許諾したライセンスの範囲内に限り、また、受贈者が本契約のすべての条項
に拘束されることに同意し、受贈者が、権利者から許諾されたライセンスのすべてをお客様から引き継ぐ
場合にのみ、本ソフトウェアを使用する非独占的使用許諾を第三者へ譲渡できます。権利者からお客様に
付与された本ソフトウェアを使用するための権利を、お客様が完全に譲渡した場合、お客様は、バックア
ップコピーを含むすべての本ソフトウェアのコピーを破棄しなければなりません。お客様が譲渡された
ライセンスの受贈者の場合は、本契約のすべての条項を順守することに同意しなければなりません。本契
約のすべての条項に拘束されることにご同意いただけない場合は、本ソフトウェアをインストールまた
は使用してはいけません。お客様が受贈者の場合は、さらに、本ソフトウェアを権利者から最初に購入し
たエンドユーザーが所持していた以上の権利や条件を保有しないということに同意するものとします。
ただし、お客様が本契約書における「プライベートライセンス」、
「ファミリーライセンス」または「プレ
ミアライセンス」をご使用になる場合は、お客様自身（プライベートライセンスの場合）
、またはお客様
の世帯（ファミリーライセンスまたはプレミアライセンスの場合）が所有し、かつ利用する端末にのみ、
ライセンスを適用できるものとします。さらに、お客様が前述の通り、プライベートライセンス、ファミ
リーライセンスまたはプレミアライセンスの使用権を第三者へ譲渡する場合は、当該ライセンスに付随
して権利者が発行した追加アクティベーションコード（該当する場合）を含め、所有権および使用権を放
棄し、完全に譲渡するものとします。
2.6.
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本ソフトウェアのアクティベーション後、パッケージに記載された期間（本ソフトウェアを物理的媒体で
入手した場合）または購入時に確認された期間（本ソフトウェアをオンラインで入手した場合）にわたっ
てお客様は権利者またはその代理店から自動アップデートおよび本ソフトウェアの最新版を受け取るこ
とができ、条項 A の第 6 条に従ってテクニカルサポートを受けることができます。
2.7.
本ソフトウェアの利用に際して、お客様のユーザーアカウントを使用して本ソフトウェアを Web ポータ
ルに接続することが必要になる場合があります。
3.
アクティベーションおよびライセンス有効期間
3.1.
お客様がご自身の端末に変更を加えた場合、または端末にインストールされた他の製造元のソフトウェ
アの変更を行った場合、本ソフトウェアの再アクティベーションが必要となる場合があります。また、再
アクティベーションの回数には権利者が制限を設ける場合があります。
3.2.
本ソフトウェアが物理的媒体によって取得された場合、本契約に同意すると、パッケージに指定された期
間中、本ソフトウェアを使用できます。
3.3.
本ソフトウェアがインターネット経由で受領または取得された場合、本契約に同意すると、取得の過程で
指定された期間中、本ソフトウェアを使用できます。
3.4.
お客様が本ソフトウェアを代理店から受け取った場合は、本ソフトウェアを有効に使用できる期間は、お
客様と代理店の間で合意されたものとします。
3.5.
ライセンス証書がある場合は、本ソフトウェアの使用期間はライセンス証書に指定されています。
3.6.
定額契約が締結される場合は、本ソフトウェアの使用期間は定額契約の確認時に指定されています。
3.7.
お客様が権利者から本ソフトウェアのテスト用バージョンを受け取った場合の使用期間は、権利者の
Web サイトの関連項目に明記されているか、ユーザーガイドに記載される方法で確認することができま
す。
3.8.
条項 A の第 2.1 条に従って評価の目的でアクティベートされた本ソフトウェアの有料版の体験期間は、
ユーザーガイドに記載されている方法で参照できます。
3.9.
本ソフトウェアのライセンスの有効期限満了後は、本ソフトウェアの使用を一定期間続けられることが
ありますが、本ソフトウェアの機能は制限される可能性があります。詳細については、
help.kaspersky.com を参照してください。
3.10.

カシモ WiMAX コンテンツ利用規約 -66-

2 台以上の端末に適用が可能なライセンスを購入した場合は、1 台目の端末でアクティベーションを実
施した日を起算とする有効期間か、ライセンス証書がある場合はライセンス証書に指定されている期間
が適用されます。
3.11.
お客様が本契約の契約条件のいずれかに違反した場合、権利者が保有できる法律または衡平法における
他のあらゆる救済方法を妨げることなく、お客様に通知することなく、また、ライセンス費用またはその
一部を返金することなく、本ソフトウェアを使用するライセンスを打ち切る権利を保有するものとしま
す。
3.12.
お客様は、日本語版にのみ有効なアクティベーションコードと共に本ソフトウェアを取得したことに同
意するものとします。このアクティベーションコードを使用して、日本国内でのみ本ソフトウェアをアク
ティベートできます。
3.13.
条項 A の第 3.12 条に従い、特定の通信事業者が運営するサービスなどで本ソフトウェアを取得した場
合、当該ソフトウェアの使用は、サービスなどを提供する通信事業者が指定する期間および環境に限定さ
れます。
3.14.
権利者は、お客様に使用される本ソフトウェアのコピーの合法性について確認する手段を使用し、本ソフ
トウェアの使用が合法的であることを認証する権利を保有します。
本ソフトウェアは、本ソフトウェアの使用が合法的であることを確認するために必要な情報を権利者宛
に転送する場合があります。
前述の確認が妥当な期間内に完了できない場合は、本ソフトウェアの機能が制限される場合があります。
4.
位置情報、カメラ、GPS 機能を使用するソフトウェア機能、および端末上のデータ送信または Web ポー
タル（該当する場合）との接続を実施する機能
4.1.
お客様は、本ソフトウェアを従来の用途で使用し、地域の法令に反しないことに同意するものとします。
4.2.
アカウントの登録手続き中に提供されたお客様のメールアドレスおよびその他のデータは、権利者の信
頼済みサードパーティのサービスプロバイダーに転送され、処理されることがあります。サードパーティ
のサービスプロバイダーは、お客様のお住まいの地域より個人データ保護のレベルが低い国でデータを
処理することがあります。
4.3.
お客様は、権利者および代理店の両方またはいずれかの Web リソースを採用することによって、お客様
のアカウントを使用して行われるいかなる操作にも責任を負う必要があります。お客様は、お客様のアカ
ウントが許可なく使用された場合も、権利者が責任を負わないことに同意するものとします。
5.
仮想プライベートネットワーク（VPN）の機能の使用（該当する場合）
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この第 5 条の規定は、本ソフトウェアに「仮想プライベートネットワーク」の機能が含まれる場合に適
用されます。この機能が利用できるかどうかについては、ユーザーガイドをご確認ください。
5.1.
仮想プライベートネットワーク（以下、
「VPN」といいます）機能を使用する際には常に、知的財産、個人
データ、インターネット上の自動公衆送信などの分野を含む、またこれに限定されない国際法、国内法、
地域のすべての法令および法律に拘束されるものとします。さらに、次に示す場合を含む、またこれに限
定されない場合において VPN 機能の使用が禁止されます：
• いかなる行為であれ、VPN サーバーが設置されている、または VPN 機能が利用される国において適用
される法律、国際または国内の法律または法令に反する場合
• いかなる手段であれ、未成年者に危害を加える、または危害を加えようとする目的がある場合
• 悪意のあるコンピュータープログラム、または類似する技術的に有害で悪意のあるプログラムコード
を故意に導入する目的で VPN を悪用する場合
• リバースエンジニアリング、デコンパイル、逆アセンブル、変更、インタープリテーション、その他の
いかなる手段であれ、 VPN 機能のソースコードを検出しようとする行為、および VPN 機能の派生的な
動作を誘発させようとする場合
• 不正アクセス、サードパーティへの損害や妨害、VPN 機能または VPN サービスを妨害する場合。この
ような不正行為は警察当局に報告し、これらの機関にお客様に関する情報を開示することで協力します。
不正行為が確認された場合は、VPN 機能を使用する権利および VPN サービスを即座に停止します。
• いかなるコンテンツであれ、違法、有害、脅迫的、虐待、ハラスメント、拷問、中傷、低俗、卑猥、誹
謗、他人のプライバシーの侵害、ヘイト、人種差別、民族差別などの性質を持つ緊張状態を煽動または誘
発する指向性がある、またはその可能性があるものを、アップロード、投稿、メール送信、その他の方法
で発信する場合
• 身分証明が適用法令で必要とされる際に、いかなる人物または団体であれ、なりすましたり、またはそ
の関係者であることを詐称したりする場合
• VPN システム経由で送信されるいかなるコンテンツであれ、その作成元を偽装する目的で、識別子を
改造または改竄する場合
• いかなる団体であれ、その特許、商標、企業秘密、著作権、その他の知的財産を侵害するコンテンツを、
アップロード、投稿、メール送信、その他の方法で発信する場合
• 未承諾または未承認広告、ジャンクメール、スパム、チェーンレター、無限連鎖講など販売促進材料を
アップロード、投稿、メール送信、その他の方法で発信する場合
• VPN システム、VPN サーバーまたは VPN ネットワークを妨害したり混乱させたり、VPN システムに接
続しているネットワークの要件や手順、ポリシーや規則に違反したりする場合
• 本人の同意なく個人情報を収集したり保存したりする場合
• 非合法な活動を推奨するような情報を宣伝および提供したり、集団または個人を問わず物理的に危害
を加えたり負傷させたりすることを推奨したり、動物虐待を推奨したりする場合
5.2.
VPN 機能は、AnchorFree Inc. （以下「VPN プロバイダー」といいます）（https://www.pango.co）とい
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うサードパーティの事業者の通信環境を使用して提供されます。VPN 機能がユーザーガイドに記載され
ている手段によって接続を確立または維持するたびに、お客様は VPN プロバイダーの通信環境へアクセ
スし、または VPN プロバイダーの通信環境を使用していることになります。
権利者は、お客様のサードパーティのサービスの使用に関して責任を負わないものとします。このような
サードパーティのサービスの提供に際して、個別のライセンス使用許諾契約または同等の契約が適用さ
れます。お客様は、VPN プロバイダーの通信環境を含むサードパーティの通信環境にアクセスしてその
通信環境を使用する際に、お客様がアクセスまたは使用することを選択したサードパーティの通信環境
の提供元が定める規定に同意する必要があります。
5.3.
権利者は、お客様がお使いの回線事業者または携帯電話事業者の問題に起因する、サードパーティのサー
ビスへのアクセスの遅延、障害および拒否に関して責任を負わないものとします。
6.
テクニカルサポート
6.1.
テクニカルサポートは、権利者のサポートサービス規約に従って提供されます（体験期間中の本ソフトウ
ェアはテクニカルサポートの対象外です）
。
テクニカルサポートサービスおよびその規約に関しては、support.kaspersky.co.jp を参照してくださ
い。
6.2.
権利者および代理店の両方またはいずれかの Web リソース上に保管されたお客様の情報は、お客様から
のテクニカルサポートへのお問い合わせ時の照会にのみ利用されることがあります。
7.
サードパーティのオンラインサービスの機能の使用について（該当する場合）
7.1.
本ソフトウェアの機能を、サードパーティの FTP サーバーやオンラインデータ保管サービスを使用した
データ保管および/またはバックアップと関連付けて使用している場合、そのリソース上にあるデータの
セキュリティ（機密性、整合性、アクセシビリティ）に関して権利者が責任を負わないことにご注意くだ
さい。その情報へのアクセスおよび保護に関してはかかるサービスの利用規約に準拠します。
FTP サーバーやオンラインサービスを使用する前に、お客様自身でこれらのサービスの安全方針をご確
認ください。
8.
情報および広告の受信
8.1.
お客様は、保護レベルを向上させるため、権利者および代理店の両方またはいずれかより本ソフトウェア
経由で情報を受信することを認知し、承諾し、これに同意するものとします。
9.
独自のセキュリティ機能の使用
9.1.
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セキュリティ機能を使用する場合、お客様は、セキュリティ向上に推奨される項目の生成に必要な情報を
自動的に提供することに同意することとします。これらの項目は、本ソフトウェアがユーザーアカウント
を使用して接続する Web ポータルで表示されます。推奨される項目に関する情報は、テクニカルサポー
トがお客様からの要求を処理する際にのみ、使用される可能性があります。
10.
制限事項
10.1.
お客様は、放棄不可能な権利を適用法で許可された場合を除き、本ソフトウェアのエミュレート、複製、
貸与、レンタル、リース、販売、変更、逆コンパイル、逆アセンブルまたはリバースエンジニアリングを
行ったり、本ソフトウェアまたはその一部の派生物を作成したりすることはできません。また、前述の制
限事項が適用法により明示的に禁止された場合を除き、ソフトウェアの一部を可読可能な形式に変換す
ること、ライセンスされたソフトウェアまたはそのサブセットを第三者に譲渡すること、またはそのよう
な行為を第三者に許可することはできません。本ソフトウェアのバイナリコードおよびソースコードの
いずれについても、独占所有物である本プログラムアルゴリズムの再作成に使用すること、またはそのた
めにリバースエンジニアリングすることはできません。本書に明示されていないすべての権利は権利者
およびその供給元の両方またはいずれかが保有するものとします。前述のような本ソフトウェアの不正
使用を行うと、本契約および本契約により許諾されるライセンスが即時に自動解除されるものとします。
さらに、お客様に対して刑事訴追および民事訴訟がなされる場合があります。
10.2.
お客様は、本契約の条項 A の第 2.5 条で規定する場合を除き、本ソフトウェアを使用する権利を第三
者に譲渡することはできません。
10.3.
アクティベーションコードは権利者の秘密情報とみなされ、お客様は本契約の条項 A の第 2.5 条で規
定する条件の下でアクティベーションコードを第三者に譲渡できる場合を除き、これを第三者に提供ま
たはアクセス可能にしないものとし、アクティベーションコードを保護するために妥当な注意を払うも
のとします。お客様は、本ソフトウェアの使用期間中に、アクティベーションコードの秘密維持に関して
責任を負うこととします。
10.4.
お客様は、ユーザーガイドに記載される脅威の検知、ブロック、処理に使用されるデータまたはソフトウ
ェアの作成に本ソフトウェアを使用しないものとします。
10.5.
本ソフトウェアの知的所有権を侵害した場合、法に従って、民事責任、行政法上の責任、刑事責任が発生
します。
10.6.
お客様は、本ソフトウェアが欧州連合（EU）圏内でのインストールおよび使用を意図したものでないこと
に同意したものとします。
11.
限定保証と免責条項

カシモ WiMAX コンテンツ利用規約 -70-

11.1.
権利者は、本契約に別段の記載がない限り、かつお客様が本ソフトウェアに関してサポート対象のバージ
ョンを使用し、最新のアップデートをインストールしていることを条件として、本ソフトウェアがユーザ
ーガイドに従って実質的に機能することを保証します。対応中バージョンのリストは
support.kaspersky.co.jp で確認できます。
11.2.
お客様は、本ソフトウェアが、本ソフトウェアおよびその機能の改良、パッチおよび改変ならびに本ソフ
トウェアの新バージョンの自動ダウンロードおよびインストールを行う自動アップデート設定が有効に
なっている状態で提供されることに同意するものとします。
11.3.
お客様は、本ソフトウェアが、本ソフトウェアの基本的な機能に必要な Web ブラウザー用拡張機能を必
要に応じて自動的にダウンロードすることに同意するものとします。
11.4.
お客様は、エラーのないソフトウェアは存在しないことを認知し、承諾し、これに同意し、お客様にとっ
て適切な頻度と信頼性に基づき、端末内のファイルおよび OS の設定のバックアップをとるようアドバ
イスを受けたことを認めるものとします。
11.5.
お客様がユーザーガイドまたは本契約の条件に違反している場合、権利者は、本ソフトウェアの正常動作
を保証しません。
11.6.
お客様が本契約の条項 A の第 2.6 条に指定のアップデートを定期的にダウンロードしていない場合は、
権利者は、本ソフトウェアの正常動作を保証しません。
11.7.
本契約の条項 A の第 3 条に指定されている期間が経過している場合は、権利者は、本ソフトウェアが、
ユーザーガイドに規定の仕様および説明に従って機能することを保証しないものとします。
11.8.
お客様は、本ソフトウェアは権利者の標準設定が既定で適用された状態で提供され、お客様独自の要件を
満たすために本ソフトウェアの設定を変更する場合はお客様ご自身の責任において実施することを認め
るものとします。
11.9.
お客様は、本ソフトウェアがその動作のために必要な処理を実行することを認め、これに同意するものと
します。
11.10.
本ソフトウェアは「現状有姿」で提供され、権利者は、その使用または性能に関し言質を与えず、保証を
行いません。適用法により、除外または限定が行えない範囲の保証、条件、言質、契約条件を除き、権利
者およびその代理店は、第三者の権利を侵害していないこと、商品性、十分な品質、完全性、特定目的へ
の合致性を含むが、それに限らない事柄に関し、一切の保証、条件設定、言質、契約条件設定（明示的ま
たは黙示的を問わず、また、法令、普通法、習慣、利用その他にかかわらず）を行いません。お客様は意
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図した結果を得るために本ソフトウェアを選択したこと、また、そのインストール方法、使用方法、およ
び得られた結果について、その性能に関し、すべての責任とリスクを負うこととします。前項の規定を制
限することなく、権利者は、本ソフトウェアにはエラーがないことや、障害その他の故障がないこと、ま
たは、権利者に開示されているか否かにかかわらず、お客様の要件の一部またはすべてを満たしているか
どうかについて、一切の保証を行わず、言質を与えないものとします。
12.
免責事項
12.1.
適用法により許可される最大範囲において、権利者または代理店は、いかなる場合でも、特別的、偶発的、
懲罰的、間接的または結果的ないかなる損害（利益、秘密情報またはその他の情報の損失、ビジネスの中
断、プライバシーの喪失、データまたはプログラムの破損、損害および損失、法的義務、誠実義務または
合理的な注意義務の違反、過失、経済的損失およびその他金銭的な損失またはその他の損失による損害を
含むがこれに限定されない）の可能性について通知されていたとしても、その損害の責任を負いません。
ここで損害とは、本ソフトウェアの使用もしくは使用不能またはサポートもしくはその他サービス、情
報、ソフトウェアおよびソフトウェアを通じた関連コンテンツの提供もしくは提供不能に直接起因する
もしくは何らかの形で関連して発生する損害、ソフトウェアの使用に起因するその他の損害、本契約のい
ずれかの条項に従ってもしくは関連して発生するその他の損害、契約違反もしくは不法行為（過失、虚偽
表示、厳格責任の義務または債務を含む）
、法的義務の違反または権利者もしくは代理店の保証の不履行
に起因する損害を指します。
お客様は、権利者および代理店の両方またはいずれかが責任を負う場合でも、権利者および代理店の両方
またはいずれかの当該責任は本ソフトウェアの価格に制限されることに同意するものとします。いかな
る場合であっても、権利者および代理店の両方またはいずれかの当該責任は、本ソフトウェアの入手時に
お客様が権利者および代理店の両方またはいずれか（場合に応じて）に支払った金額を上限とします。
本契約は、死亡または身体障害に対するいかなる請求も除外または制限するものではありません。さらに
また、本契約の免責事項、除外事項または制限事項が適用法により除外または制限不可能な場合、そのよ
うな免責事項、除外事項、または制限事項のみお客様に適用されず、その他の免責事項、除外事項、およ
び制限事項は、引き続きお客様に適用されるものとします。
13.
GNU およびその他のサードパーティライセンス
13.1.
本ソフトウェアは、GNU 一般公衆利用許諾書（GPL）または同様のフリーソフトライセンスに基づきお客
様にライセンスされている（またはサブライセンスされている）ソフトウェアプログラムを含む場合があ
ります。これらのプログラムは、お客様に対し、一定のプログラムまたはその一部をコピー、変更、再配
信することをその他の権利と共に許可し、またソースコードへのアクセスを許可しています（オープンソ
ースソフトウェア）
。バイナリ形式の実行ファイルで配信されるかかるソフトウェアに関し、そのライセ
ンスで指示がある場合、ソースコードをそれらのソフトウェアを使用するお客様が利用できるようにし
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なくてはならず、この場合、ソースコードは本ソフトウェアに付属しているか source@kaspersky.com ま
でリクエストを送付し入手することが可能です。オープンソースソフトウェアライセンスが権利者に対
し、オープンソースソフトウェアプログラムを使用、コピー、変更する権利を提供するよう要求し、かか
る権利が、本契約で認められている権利よりも許諾範囲が広い場合、かかる権利は、本書における権利お
よび制限に対し優先するものとします。
14.
知的財産権
14.1.
本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに含まれる著作物、システム、アイデア、操作方法、文書、および
その他の情報は、権利者またはその供給元の独占所有物である知的財産および重要な企業秘密の両方ま
たはいずれかであって、また、権利者および該当する場合その供給元は、刑法および民法によって、また、
ロシア連邦、EU、アメリカ合衆国およびその他の国の著作権、企業秘密、商標、特許法および国際条約に
よって保護されることにお客様は同意するものとします。本契約は、お客様に対し、権利者やその供給元
の商標や商号（
「本商標」
）を含む、知的財産権への権利を与えるものではありません。お客様は、商標に
関する認められた慣習に従って、本ソフトウェアが生成した印刷物を商標所有者の名前などにより特定
する場合に限り、本商標を使用できます。このような形で本商標を使用することにより、本商標の所有権
がお客様に与えられるものではありません。権利者およびその供給元は、本ソフトウェアに関連するすべ
ての権利、権限、および利益を所有し継続してこれを保有します。これには、権利者が行ったかまたは第
三者が行ったかにかかわらず、本ソフトウェアへのエラー修正、拡張機能、アップデート、またはその他
の修正が含まれ、また、すべての著作権、特許、企業秘密権、商標権、その他の知的財産権が含まれます。
お客様による本ソフトウェアの所有、インストール、使用は、お客様に対して本ソフトウェアの知的財産
権の所有権を移譲するものではなく、お客様は、本契約に明示的に規定されたものを除き、本ソフトウェ
アに対するいかなる権利も取得しないものとします。本契約に基づいて作成された本ソフトウェアのす
べてのコピーには、本ソフトウェアに表示されるものと同じ著作権表示を行わなくてはなりません。本契
約は、本ソフトウェアに対する本書に記載される以外の知的所有権をお客様に付与するものではなく、本
契約に基づき付与されるライセンスは、本契約の条件に従った限定的使用権のみを提供するものである
ことをお客様は認めるものとします。権利者は、本契約において明示的に付与された権利以外のすべての
権利を保有するものとします。
14.2.
お客様は、いかなる形でも本ソフトウェアを修正または改竄しないことに同意し、本ソフトウェアのコピ
ー上の、著作権表示その他独占所有権表示を削除または変更することもできません。
15.
準拠法
15.1.
条項 A の第 15.2 条および第 15.3 条に定める場合を除き、本契約は、お客様が本ソフトウェアを取得
した以下に定める国または地域の法律により管轄および解釈され、法の抵触に関する原則の適用は受け
ません：
a.
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ロシア。お客様が本ソフトウェアをロシアで取得された場合、ロシア連邦の法律が適用されます。
b.
アメリカ合衆国、プエルトリコ、アメリカ領サモア、グアム、アメリカ領ヴァージン諸島。お客様が本ソ
フトウェアをアメリカ合衆国、プエルトリコ、アメリカ領サモア、グアム、アメリカ領ヴァージン諸島で
取得された場合、アメリカ合衆国のマサチューセッツ州の法律が適用されます。ただし、消費者保護、不
正競争防止、または類似の州の法律に関する請求については、お客様が居住する州の法律が適用されま
す。法に認められる最大限の範囲内において、権利者およびお客様は陪審裁判の権利を放棄することに明
示的に合意するものとします。
c.
カナダ。お客様が本ソフトウェアをカナダで取得された場合、オンタリオ州の法律が適用されます。
d.
メキシコ。お客様が本ソフトウェアをメキシコで取得された場合、メキシコ合衆国の法律が適用されま
す。
e.
欧州連合（EU）
。お客様が本ソフトウェアを EU 加盟国で取得された場合、イングランド法が適用されま
す。
f.
オーストラリア。お客様が本ソフトウェアをオーストラリアで取得された場合、ライセンスを取得された
州または特別地域の法律が適用されます。
g.
香港特別行政区およびマカオ特別行政区。お客様が本ソフトウェアを香港特別行政区またはマカオ特別
行政区で取得された場合、香港特別行政区の法律が適用されます。
h.
中華民国。お客様が本ソフトウェアを中華民国で取得された場合、中華民国の法律が適用されます。
i.
日本。お客様が本ソフトウェアを日本で取得された場合、日本国の法律が適用されます。
j.
その他の国または地域。お客様が本ソフトウェアを上記以外の国で取得することを選択した場合、購入の
行為が発生した国の実体法が適用されます。
15.2.
前条の定めにかかわらず、本契約が適用または解釈される国または地域において、当該の国または地域の
強制的な法律または公序良俗が、本契約に定める法律の適用を禁止する場合、当該の強制的な法律または
公序良俗によって要求される範囲内において、当該の国または地域の法律が代わりに適用されるものと
します。同様に、お客様が個人の場合、お客様が居住する国において、その国の法律の下でお客様が実行
しなければならない可能性のある行為の強制的な権利は、条項 A の第 15.1 条の条項によって影響を受
けません。
15.3.
本契約は国際物品売買契約に関する国際連合条約に準拠せず、当該条約の適用を明示的に除外します。
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15.4.
本ソフトウェアに関連して問題が発生した際に、お客様は権利者またはその代理店にのみ直接連絡する
義務を負うものとします。
16.
訴訟期間
16.1.
本契約のどちらかの当事者に対し起こされる、本契約に基づく取り引きに由来する訴訟は、その形式を問
わず、訴訟の原因が発生、または発生したことが発見されてから一年（1 年）以上経過した後には起訴さ
れないものとします。ただし、知的所有権の侵害訴訟は、適用可能な法定期間の最大限まで起訴できるも
のとします。
17.
完全合意条項、分離条項、権利不放棄
17.1.
本契約は、お客様と権利者との間の完全なる合意であり、口頭または書面による、本ソフトウェアまたは
本契約の主題に関する、それ以前の取り決め、提案、通信内容、広告に優先するものとします。お客様は
本契約を読み、理解し、その条件に拘束されることに同意するものとします。裁判管轄権のある裁判所に
よって、本契約の条項の一部または全部が、何らかの理由で、効力を欠いている、無効である、または執
行不能であるとされた場合も、合法かつ執行可能になるようにかかる条項を狭く解釈することで、この理
由により契約全体が無効とはならず、本契約の残りの部分は、できる限りその元の意味を維持しながら、
法および衡平法で許される最大限まで、完全なる効力を持続するものとします。本書の条項または条件の
権利放棄は、書面により、お客様と権利者の権限を与えられた代表者の両方の署名によらない限り、有効
ではないものとし、本契約の条項違反に対する異議申し立ての権利放棄は、以前、現在（同時進行）
、お
よび将来の権利放棄を構成しないものとします。本契約の条項または権利の厳守について、その不履行を
権利者が指摘しなかったことは、かかる条項または権利の権利放棄として解釈されないものとします。
18.
集団訴訟（クラスアクション）の放棄および調停
18.1.
お客様がアメリカ合衆国にお住まいの場合、この 第 18 条が適用されます。お客様と権利者の間または
お客様と権利者に関連するサードパーティの間で、権利者の製品やサービスまたは本契約の内容に関す
る争議や苦情または議論が発生した際、両者間で適切な期間で解決に至らなかった場合に、お客様および
相手当事者は、連邦仲裁法（Federal Arbitration Act、「FAA」）に基づいて米国仲裁協会（American
Arbitration Association、
「AAA」
）において、個別の仲裁に同意したこととし、法廷で裁判官や陪審員の
前で訴訟を起こすことがないものとします。集団訴訟、集団調停、民間代理人の訴訟、すべての当事者に
よる事前の同意を得ることなく個別の訴訟を合わせた訴えを起こすこと、または誰かが代理をして訴訟
手続きを実行することなどを含む、またこれに限定されない全ての訴訟を起こすことは許可されません。
本契約に同意することで、お客様は前述の集団訴訟または多数当事者訴訟を起こしたり、訴訟に参加した
りしないことに同意したものとし、最終的にお客様向けに救済措置の裁定が下された場合は、本条項に記
載されている通りお客様個別に適用されるものとします。両当事者の間で個別の仲裁手続きが発生した

カシモ WiMAX コンテンツ利用規約 -75-

場合、中立仲裁人が決定し、その決定は FAA に基づく制限された控訴権以外は最終決定となります。本
契約および AAA の規定の間に矛盾がある場合は、本契約が優先するものとします。
18.2.
権利者の知的財産権、その行使や効力等に対するあらゆる争議や苦情または議論が発生した場合、もしく
は権利者の製品またはサービスの不正な使用に起因するあらゆる形態での苦情（盗難や著作権侵害など
を含むがこれに限定されない）が発生した場合は、本条の内容が適用されないものとします。
19.
権利者の連絡先
本契約に関する質問がある場合や、何らかの理由で権利者に連絡する場合は、以下に記載する権利者の顧
客サービス部門まで連絡してください。
AO Kaspersky Lab, Bldg. 3, 39A, Leningradskoe Shosse,
Moscow, 125212
ロシア連邦
メールアドレス：info@kaspersky.com
Web サイト：www.kaspersky.com
条項 B. データ処理に関する条件
情報提供（該当する場合）
情報保護の強化、および本ソフトウェアおよびサービスの性能向上のために、お客様は次の統計的、管理
的性質を持つ情報を自動的に権利者に提供すること、またサードパーティのサービスプロバイダーに提
供する場合があることに同意するものとします：インストールされたプログラム、ライセンスデータ、検
知した脅威と感染に関する情報、処理されたオブジェクトのハッシュ値、端末自体とそれに接続されたデ
バイスに関する技術的情報、端末のオンライン活動に関する情報。詳細な情報については、
help.kaspersky.com を参照してください。
新しい脅威とその発生源の検知性能を向上させ、お客様のセキュリティ保護レベルおよび本ソフトウェ
アの性能を向上させるため、お客様は 「Kaspersky Security Network に関する声明」に指定される情報
を権利者宛てに自動的に提供することに同意するものとします。
また、お客様は、本ソフトウェアの設定画面からいつでも Kaspersky Security Network サービスの有
効化、無効化を切り替えることもできます。
お客様は、権利者がその単独かつ排他的裁量において、権利者が収集した情報をセキュリティリスクの傾
向の追跡および関連レポートの公開のために採用できることを認め、これに同意するものとします。
前述情報を Kaspersky Security Network サービスに対して提供させないようにするには、Kaspersky
Security Network サービスを有効にしないでください。すでに有効になっている場合は Kaspersky
Security Network サービスを無効にしてください。
権利者は、法定要件および権利者の該当する規定に従って、収集した情報を保護します。データは安全な
通信で転送されます。
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■Android 版
お客様への法律上の重要なお知らせ：本ソフトウェアのご使用を開始される前に、以下の契約書を注意深
くお読みください。
本契約を締結するにあたり、お客様は成人である必要があります。お客様が未成年である場合は、お客様
の保護者または法的後見人が本契約を確認し、合意する必要があります。お客様の保護者または法的後見
人は、お客様の代わりに本契約に合意し、本契約の条項に基づく、お客様のすべての義務に関する責任を
負うものとします。
お客様がライセンス契約ウィンドウの［同意する］ボタンをクリック、または対応する記号を入力した時
点で、お客様ご自身が成人であることを証明して、お客様ご自身もしくはお子様の代理として本契約に合
意し、この契約条件に拘束されることに同意したことになります。当該行為はお客様の署名を示すもので
あり、お客様は本契約に拘束され、その当事者となることに同意し、また、本契約書が署名入り契約文書
と同様の執行力を持つことに同意するものとします。本契約の諸条件に同意されない、またはお客様が未
成年である場合は、本ソフトウェアのインストール作業を中断し、本ソフトウェアをインストールしない
でください。
ライセンス契約ウィンドウの［同意する］ボタンをクリックするか、または対応する記号を入力すると、
本契約の契約条件に従って本ソフトウェアを使用する権利を得られます。
本ソフトウェアに書面形式のライセンス契約書またはライセンス証書が付属する場合は、そのライセン
ス契約書またはライセンス証書に定義されているソフトウェア使用条件が、本契約よりも優先します。
条項 A. 一般条件
1
定義
1.1.
本ソフトウェアとは、アップデートおよびその関連資料を含む、権利者が製造するソフトウェアを意味し
ます。
1.2.
本ソフトウェアの無料版とは、権利者によってエンドユーザーに対して無料で提供される本ソフトウェ
アの機能モードを意味します。
1.3.
本ソフトウェアの有料版とは、有効期間中の有償ライセンスまたは以下の条項 2.1 に指定される体験期
間のアクティベーションが完了し、無料版に対する拡張機能が利用可能になった本ソフトウェアの機能
モードを意味します。
1.4.
権利者（独占的であるか否かを問わず、本ソフトウェアに関するすべての権利の所有者）は、ロシア連邦
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法に基づいて設立された企業、AO Kaspersky Lab を意味します。
1.5.
端末とは、本ソフトウェアをインストールまたは使用するハードウェアを意味し、パソコン、ノート PC、
ワークステーション、個人用デジタル機器、スマートフォン、ハンドヘルド装置、その他、本ソフトウェ
アが対応する電子装置を含みます。
1.6.
Web ポータルとは、お客様によってインストールされた本ソフトウェアおよび許諾されたライセンスの
管理、第 4 条に記載の本ソフトウェアから取得された情報の収集および保管、ならびにテクニカルサポ
ートへの問い合わせの目的に使用され、権利者が提供する Web サービスを意味します。Web サービスと
して、ウェブ管理メニュー、マイ カスペルスキーおよびカスペルスキー スモール オフィス セキュリテ
ィ管理コンソールが使用されます。また、その他の任意の Web サービスが上記の目的に使用される場合
があります。
1.7.
エンドユーザー（お客様）とは、自身のために本ソフトウェアをインストールまたは使用する個人または
本ソフトウェアのコピーを合法的に使用する個人を意味します。また、本ソフトウェアをダウンロードま
たはインストールし、本契約に同意する人物を代表として承認した組織を意味します。本契約の目的にお
いて「組織」とは、合名会社、有限会社、企業、協会、合資会社、信託会社、合弁会社、労働組合、法人
化されていない組織、政府当局を含みますがこれらに限りません。ただし「プライベートライセンス」
（プ
ライベート版）
、
「ファミリーライセンス」
（ファミリー版）および「プレミアライセンス」
（プレミア版）
では法人での利用はできません。プライベートライセンス、ファミリーライセンス、プレミアライセンス
のそれぞれの利用範囲は第 2.5 条を参照してください。
1.8.
代理店とは、権利者との契約およびライセンスに基づき本ソフトウェアを販売する法人または個人を意
味します。
1.9.
アップデートとは、すべてのアップグレード、機能改修、パッチ適用、機能拡張、バグ修正、変更、コピ
ー、追加、メンテナンスパックの適用などを意味します。
1.10.
ユーザーガイドとは、ユーザーガイド、管理者用ガイド、リファレンスブックおよび関連する説明資料ま
たはその他の資料を意味します。
1.11.
猶予期間とは、有料版のソフトウェアの有効期間の終了時から開始する限定された期間のことを意味し
ます。この期間中は、本ソフトウェアで使用可能な機能は変更されません。
1.12.
ユーザーアカウントとは、Web ポータルに登録する際にお客様が提供した情報を使用して作成された、
Web ポータルの個人セクションを意味します。お客様がユーザーアカウントを使用して Web ポータルに
アクセスすると、第 1.6 条に記載される操作を実行することができます。
2
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ライセンスの付与
2.1.
権利者は、本ソフトウェアがインストールされたお客様の端末を、ユーザーガイドに記載される脅威か
ら、ユーザーガイドに記載されるすべての技術要件に従って、かつ本契約の諸条件に従って保護するため
に、指定された数の端末に本ソフトウェアを（「使用」するために）保存、読み込み、インストール、実
行、表示する非独占的使用許諾（
「ライセンス」
）をお客様に付与し、お客様はそのライセンスを受諾しま
す。
本ソフトウェアをテスト目的で使用する場合、権利者はお客様がユーザーガイドに記載されるすべての
技術要件、および本契約に記載される利用規約に従う条件のもと、本ソフトウェアのテストを目的にし
て、本ソフトウェアを（
「使用」するために）保存、読み込み、インストール、実行、表示する非独占的
使用許諾（
「ライセンス」
）を付与し、お客様はそのライセンスを受諾します。
体験期間（該当する場合）
。本ソフトウェアの有料版に体験期間が設けられている場合は、最初にインス
トールした日より 1 回の体験期間に限り、評価目的のみに本ソフトウェアの有料版の機能を使用できる
こととします。ただし、該当体験期間の利用目的は評価に限り、体験期間終了後の使用は厳しく禁止しま
す。
複数の環境で使用するソフトウェア、多言語ソフトウェア、デュアルメディアで使用するソフトウェア、
複数コピー、バンドル版。お客様が、本ソフトウェアの異なるバージョンもしくは異なる言語版を使用す
る場合でも、または複数のメディアで本ソフトウェアを受領した場合でも、または本ソフトウェアの複数
のコピーを受領した場合でも、または他のソフトウェアにバンドルされた本ソフトウェアを受領した場
合でも、本ソフトウェアのすべてのバージョンをインストールすることが許可される端末の合計台数は、
権利者から取得したライセンス上の端末数に一致するものとします。ライセンス条件で別段の規定がな
い限り、取得されたライセンス数に応じて、第 2.2 および 2.3 条で規定する台数の端末にインストー
ルし、使用する権利が与えられます。
2.2.
本ソフトウェアを物理的媒体で取得した場合、お客様は本ソフトウェアのパッケージに指定、または追加
の契約書に指定された台数の端末を保護するために本ソフトウェアの有料版を使用する権利を保有しま
す。
2.3.
本ソフトウェアをインターネット経由で取得した場合、お客様は本ソフトウェアのライセンス取得時に
指定、または追加の契約書に指定された台数の端末を保護するために、本ソフトウェアの有料版を使用す
る権利を保有します。
2.4.
お客様は、バックアップ目的でのみ、また合法的に所有する本ソフトウェアのコピーが紛失、破損、また
は使用不可能になったために差し替える場合に限り本ソフトウェアのバックアップコピーを作成する権
利を保有します。このバックアップコピーは、他の用途に用いてはならず、本ソフトウェアを使用する権
利を失った場合や、お客様が本ソフトウェアを使用している国または地域で施行されている法令による
以外の理由で、お客様のライセンスが期限切れまたは打ち切りとなった場合は、破棄しなくてはなりませ
ん。お客様が、本ソフトウェアがインストールされた端末を譲渡または売却する場合は、ライセンスの譲
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渡にかかわる第 2.5 条の該当条件が適用されない限り、本契約に基づきお客様がインストールした本ソ
フトウェアのすべてがあらかじめインストール先の端末から削除されていることを確認してください。
2.5.
お客様が本契約書における「プライベートライセンス」、
「ファミリーライセンス」または「プレミアライ
センス」をご使用になる場合は、お客様自身（プライベートライセンスの場合）、またはお客様の世帯（フ
ァミリーライセンスまたはプレミアライセンスの場合）が所有し、かつ利用する端末にのみ、ライセンス
を適用できるものとします。
2.6.
本ソフトウェアの使用に際して、お客様がご自身のユーザーアカウントを使用して、本ソフトウェアと
Web ポータルを接続することが必要になる場合があります。
2.7.
お客様は、本ソフトウェアのインストール実施日を初日とし、権利者または代理店より次のサービスを受
ける権利を与えられます：
#NAME?
- 第 8.7 条の規定に従って提供されるインターネット経由のテクニカルサポートおよび電話によるテ
クニカルサポート。
#NAME?
3
アクティベーションおよびライセンス有効期間
3.1.
お客様がご自身の端末に変更を加えた場合、または端末にインストールされた他の製造元のソフトウェ
アの変更を行った場合、本ソフトウェアの有料版の再アクティベーションが必要となる場合があります。
また、再アクティベーションの回数には権利者が制限を設ける場合があります。権利者は、ライセンスの
有効性およびお客様の端末上でインストールまたは使用される本ソフトウェアのコピーの正当性につい
て確認する手段および検証手順を実行する権利を保有します。
3.2.
本ソフトウェアが物理的媒体によって取得された場合、本契約に同意すると、パッケージに指定、または
追加の契約書に指定された期間中、本ソフトウェアの有料版を使用できます。
3.3.
本ソフトウェアがインターネット経由で受領または取得された場合、本契約に同意すると、取得の過程で
指定、または追加の契約書に指定された期間中、本ソフトウェアの有料版を使用できます。
3.4.
本ソフトウェアの有料版の体験期間は、第 7.7 条の規定が適用されるものとし、本ソフトウェアの初回
アクティベーション時点より、1 回の評価期間（30 日）に限定されます。権利者が期間を変更した場合
は、お客様にその旨が通知されます。
3.5.
本ソフトウェアの有料版を使用するお客様のライセンスは第 3.2 条または第 3.3 条（場合に応じて）
に記載の期間に限定されます。残存期間はユーザーガイドに記載の方法で確認できます。
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3.6.
本ソフトウェアの有料版の有効期間終了後、猶予期間中は本ソフトウェアの有料版の機能を利用できる
場合があります。猶予期間の残存期間については、ユーザーガイドに記載の方法で確認できます。第 3.4
条に記載された体験期間中に、猶予期間は付与されません。
3.7.
第 3.6 条に記載の方法で利用した本ソフトの有料版の有効期間の終了後、もしくは猶予期間の終了後
（ある場合）
、有料版の機能は無料版の機能に限定されます。
3.8.
1 台以上の端末に適用可能なライセンスを取得した場合、本ソフトウェアの有料版を使用するためのラ
イセンスは、1 台目の端末でアクティベーションを実施した日を起算とする有効期間に限定されます。
3.9.
権利者が保有できる法律または衡平法における他のあらゆる救済方法を妨げることなく、お客様が本契
約の契約条件のいずれかに違反した場合、権利者は、お客様に通知することなく、また、ライセンス費用
またはその一部を返金することなく、本ソフトウェアを使用するライセンスを打ち切る権利を保有する
ものとします。
3.10.
お客様は、本ソフトウェアの使用、また本ソフトウェアの使用により得られたレポートその他の情報の使
用にあたって、プライバシー法、著作権法、輸出管理法、わいせつ物取締法を含むがこれらに限らない適
用されるすべての国際法、国内法、州法、地域および地方の法律および規制を順守することに同意するも
のとします。
3.11.
本契約に別段の具体的規定がない限り、お客様は本契約に基づき与えられた権利または本契約に基づく
義務を移転または譲渡できません。
3.12.
お客様は、本ソフトウェアの日本語版にのみ有効なアクティベーションコードを取得することに同意す
るものとします。このアクティベーションコードを使用して、日本国内でのみ本ソフトウェアをアクティ
ベートできます。
3.13.
特定の通信事業者が運営するサービスなどで本ソフトウェアを取得した場合、当該ソフトウェアの使用
は、本ソフトウェアの取得時に指定された通信事業者としての操作に限定されます。
3.14.
本ソフトウェアの無料版の使用期間は、権利者によって制限されません。
4
Web ポータルとの通信および Web ポータルへの情報提供
4.1.
端末の紛失または盗難の場合、お客様は、Web ポータルを使用して、ユーザーガイドに記載の適切な設定
により、本ソフトウェアから端末の位置を追跡する情報を取得したり、端末のカメラ（利用可能な場合）
による写真を受信したり、端末および端末上の情報の両方またはいずれかへのアクセスをロック（または
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ロック解除）したりできます。Web ポータルへのアクセスに際しては、お客様のユーザーアカウントを使
用する必要があります。
4.2.
お客様は、第三者による端末の不正利用を阻止する目的に限って、第 4.1 条に記載の行為がお客様によ
って実行されることを認知し、これに同意するものとします。
4.3.
第 4.1 条に記載の情報、ならびにお客様の Web ポータルのユーザーアカウントを登録する過程でお客
様から提供されたメールアドレスおよびその他の情報は、転送された後に、権利者の信頼する第三者のサ
ービスプロバイダーによって処理されます。この第三者のプロバイダーによるデータの処理は、お客様が
居住する国の情報保護規定より制限の弱い情報保護規定を定める国で実施される場合があります。
4.4.
お客様は、お客様のユーザーアカウントに関する秘密情報の保全に責任を負うものとします。
4.5.
お客様は、お客様のユーザーアカウントによって Web ポータルで実行されたいかなる行為にも責任を負
うものとします。お客様は、お客様のユーザーアカウントの不正使用に関して権利者が責任を負わないこ
とを認知し、これに同意するものとします。
4.6.
権利者は、地域によって Web ポータルの使用を義務付けている場合があります。端末への本ソフトウェ
アのインストール中に、居住する国とは違う地域を選択することが可能です。選択した地域で Web ポー
タルの使用が任意の場合、本ソフトウェアの設定を変更することで、第 4.1 条および第 4.3 条に記載
されているお客様のデータの処理を無効にできます。
4.7.
お客様は、お客様のインターネットプロバイダーまたはモバイルプロバイダーが提供するサービス品質
に起因するいかなる遅延や障害にも、権利者が責任を負わないことを認知し、これに同意するものとしま
す。
5
テクニカルサポート
5.1.
本契約の第 2.7 条に記載のテクニカルサポートは、本ソフトウェアの最新アップデートがインストール
されている場合に、本ソフトウェアを使用中のお客様に対して、権利者のサポートサービス規約および本
契約の第 7.7 条に従って提供されます。
テクニカルサポートサービスおよびその規約に関しては、 support.kaspersky.co.jp を参照してくださ
い。
6
機密維持
6.1.
お客様は、特定の設計および個々のプログラムの構成、アクティベーションコードを含む本ソフトウェア
とユーザーガイドが、権利者の所有物かつ機密情報であることに同意するものとします。権利者の書面に
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よる事前同意なく、これらの情報をいかなる形式でも第三者に開示、提供または利用できる形にしてはな
りません。お客様はこのような機密情報を保護するために適切なセキュリティ手法を実装するものとし
ます。また、前述の規定に限らず、お客様は本ソフトウェアおよびユーザーガイドまたはそれらの一部で
もインターネットを通じて転送させないものとします。
7
参考情報と広告の受信
7.1.
お客様は、端末の保護レベルを向上する目的で、権利者および代理店の両方またはいずれかから、本ソフ
トウェア経由で、参考情報および広告を受信することを認知し、承諾し、これに同意するものとします。
8
制限事項
8.1.
お客様は、放棄不可能な権利を適用法で許可された場合を除き、本ソフトウェアのエミュレート、複製、
貸与、レンタル、リース、販売、変更、逆コンパイル、逆アセンブルまたはリバースエンジニアリングを
行ったり、本ソフトウェアまたはその一部の派生物を作成したりすることはできません。また、前述の制
限事項が適用法により明示的に禁止された場合を除き、本ソフトウェアの一部を可読可能な形式に変換
すること、ライセンスされた本ソフトウェアまたはそのサブセットを第三者に譲渡すること、またはその
ような行為を第三者に許可することはできません。本ソフトウェアのバイナリコードおよびソースコー
ドのいずれについても、独占所有物である本プログラムアルゴリズムの再作成に使用すること、またはそ
のためにリバースエンジニアリングすることはできません。本書に明示されていないすべての権利は権
利者またはその供給元のどちらかが保有するものとし、不正な本ソフトウェアの使用は、本契約および本
契約により許諾されるライセンスの即時自動解除および刑事上民事上の訴追がなされる場合があります。
8.2.
お客様は、本契約の第 2.5 条で規定する場合を除き、本ソフトウェアを使用する権利を第三者に譲渡す
ることはできません。
8.3.
アクティベーションコードは権利者の秘密情報とみなされ、お客様は本契約の第 2.5 条で規定する条件
の下でアクティベーションコードを第三者に譲渡できる場合を除き、これを第三者に提供または、アクセ
ス可能にしないものとし、アクティベーションコードを保護するために妥当な注意を払うものとします。
アクティベーションコードはライセンスの有効期限に到達するまで安全な場所で保管してください。
8.4.
お客様は、本ソフトウェアを第三者に貸与、レンタル、リースしてはなりません。
8.5.
お客様は、ユーザーガイドに記載される脅威の検知、ブロック、処理に使用されるデータまたはソフトウ
ェアの作成に本ソフトウェアを使用しないものとします。
8.6.
お客様が本契約の契約条件に違反した場合、権利者は、お客様に返金することなく、本ソフトウェアの稼
働をブロックする権利を保有することとします。
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8.7.
お客様が本ソフトウェアの無料版をご利用の場合や、有料版の体験期間中である場合、本契約の第 5 条
によるテクニカルサポートを受ける権利を保有しません。
8.8.
お客様は、秘密情報の追跡および取得を含む、第三者に対する不正行為の実行目的で本ソフトウェアを使
用してはなりません。
8.9.
本ソフトウェアの知的所有権を侵害した場合、法に従って、民事責任、行政法上の責任、刑事責任が発生
します。
8.10.
お客様は、本ソフトウェアが欧州連合（EU）圏内でのインストールおよび使用を意図したものでないこと
に同意したものとします。
9
限定保証と免責条項
9.1.
権利者は、本ソフトウェアが、ユーザーガイドに規定の仕様および説明に従って実質的に機能することを
保証します。ただし、
（w）権利者が明示的に保証責任を否認しているお客様の端末の欠陥および関連する
権利侵害、
（x）誤用から生じる不調、欠陥、エラー。乱用、事故（アクシデント）、不履行。不適切なイ
ンストールおよび操作またはメンテナンス。盗難、破壊行為、不可抗力、テロ、停電または電力サージ、
不慮の事故。改造および許可されていない変更。権利者以外による修理または権利者の合理的な管理の範
囲外である第三者もしくはお客様の行為もしくは原因、
（y）最初に生じてから合理的な期間内にお客様が
権利者に通知しなかった欠陥、
（z）お客様の端末にインストールされているハードウェアまたはソフトウ
ェアコンポーネントとの互換性の欠如、の場合にはかかる限定的保証は適用されないものとします。
9.2.
お客様は、エラーのないソフトウェアは存在しないことを認知し、承諾し、これに同意し、お客様にとっ
て適切な頻度と信頼性に基づき、端末内のファイルおよび OS の設定のバックアップをとるようアドバ
イスを受けたことを認めるものとします。
9.3.
お客様は、お客様が承認したデータ削除に関して権利者が責任を負わないことを認知し、承諾し、これに
同意するものとします。ここでいうデータは、個人情報または秘密情報を含みます。
9.4.
お客様がユーザーガイドまたは本契約の条件に違反している場合、権利者は、本ソフトウェアの正常動作
を保証しません。
9.5.
お客様が本契約の第 2.7 条に指定のアップデートを定期的にダウンロードしていない場合は、権利者は、
本ソフトウェアの正常動作を保証しません。
9.6.
本契約の第 3.2 条または第 3.3 条に指定されている期間の経過後、または、何らかの理由で本ソフト
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ウェアを使用するライセンスが終了している場合は、権利者は、本ソフトウェアが、ユーザーガイドに規
定の仕様および説明に従って実質的に機能することを保証しないものとします。
9.7.
お客様は、本ソフトウェアは権利者の標準設定が既定で適用された状態で提供され、お客様独自の要件を
満たすために本ソフトウェアの設定を変更する場合はお客様ご自身の責任において実施することを認め
るものとします。
9.8.
お客様は、本ソフトウェアのテスト用バージョンを使用する場合、本ソフトウェアが既定と異なる特別な
設定で提供されることに同意するものとします。
9.9.
本ソフトウェアは「現状有姿」で提供され、権利者は、その使用または性能に関し言質を与えず、保証を
行いません。適用法により、除外または限定が行えない範囲の保証、条件、言質、契約条件を除き、権利
者およびその代理店は、第三者の権利を侵害していないこと、商品性、十分な品質、完全性、特定目的へ
の合致性を含むが、それに限らない事柄に関し、一切の保証、条件設定、言質、契約条件設定（明示的ま
たは黙示的を問わず、また、法令、普通法、習慣、利用その他にかかわらず）を行いません。お客様は意
図した結果を得るために本ソフトウェアを選択したこと、また、そのインストール方法、使用方法、およ
び得られた結果について、その性能に関し、すべての責任とリスクを負うこととします。前項の規定を制
限することなく、権利者は、本ソフトウェアにはエラーがないことや、障害その他の故障がないこと、ま
たは、権利者に開示されているか否かにかかわらず、お客様の要件の一部またはすべてを満たしているか
どうかについて、一切の保証を行わず、言質を与えないものとします。
10
免責事項
10.1.
適用法により許可される最大範囲において、権利者または代理店は、いかなる場合でも、特別的、偶発的、
懲罰的、間接的または結果的ないかなる損害（利益、秘密情報またはその他の情報の損失、ビジネスの中
断、プライバシーの喪失、データまたはプログラムの破損、損害および損失、法的義務、誠実義務または
合理的な注意義務の違反、過失、経済的損失およびその他金銭的な損失またはその他の損失による損害を
含むがこれに限定されない）の可能性について通知されていたとしても、その損害の責任を負いません。
ここで損害とは、本ソフトウェアの使用もしくは使用不能またはサポートもしくはその他サービス、情
報、ソフトウェアおよびソフトウェアを通じた関連コンテンツの提供もしくは提供不能に直接起因する
もしくは何らかの形で関連して発生する損害、ソフトウェアの使用に起因するその他の損害、本契約のい
ずれかの条項に従ってもしくは関連して発生するその他の損害、契約違反もしくは不法行為（過失、虚偽
表示、厳格責任の義務または債務を含む）
、法的義務の違反または権利者もしくは代理店の保証の不履行
に起因する損害を指します。
お客様は、権利者および代理店の両方またはいずれかが責任を負う場合でも、権利者および代理店の両方
またはいずれかの当該責任は本ソフトウェアの価格に制限されることに同意するものとします。いかな
る場合であっても、権利者および代理店の両方またはいずれかの当該責任は、本ソフトウェアの入手時に
お客様が権利者および代理店の両方またはいずれか（場合に応じて）に支払った金額を上限とします。
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本契約は、死亡または身体障害に対するいかなる請求も除外または制限するものではありません。さらに
また、本契約の免責事項、除外事項または制限事項が適用法により除外または制限不可能な場合、そのよ
うな免責事項、除外事項、または制限事項のみお客様に適用されず、その他の免責事項、除外事項、およ
び制限事項は、引き続きお客様に適用されるものとします。
11
GNU およびその他のサードパーティライセンス
11.1.
本ソフトウェアは、GNU 一般公衆利用許諾書（GPL）または同様のフリーソフトライセンスに基づきお客
様にライセンスされている（またはサブライセンスされている）ソフトウェアプログラムを含む場合があ
ります。これらのプログラムは、お客様に対し、一定のプログラムまたはその一部をコピー、変更、再配
信することをその他の権利と共に許可し、またソースコードへのアクセスを許可しています（オープンソ
ースソフトウェア）
。バイナリ形式の実行ファイルで配信されるかかるソフトウェアに関し、そのライセ
ンスで指示がある場合、ソースコードをそれらのソフトウェアを使用するお客様が利用できるようにし
なくてはならず、この場合、ソースコードは source@kaspersky.com までリクエストを送付し入手する
か、またはソースコードは本ソフトウェアに付属しています。オープンソースソフトウェアライセンスが
権利者に対し、オープンソースソフトウェアプログラムを使用、コピー、変更する権利を提供するよう要
求し、かかる権利が、本契約で認められている権利よりも許諾範囲が広い場合、かかる権利は、本書にお
ける権利および制限に対し優先するものとします。
12
知的財産権
12.1.
本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに含まれる著作物、システム、アイデア、操作方法、文書、および
その他の情報は、権利者またはその供給元の独占所有物である知的財産および重要な企業秘密の両方ま
たはいずれかであって、また、権利者および該当する場合その供給元は、刑法および民法によって、また、
ロシア連邦、EU、合衆国およびその他の国の著作権、企業秘密、商標、特許法ならびに国際条約によって
保護されることにお客様は同意するものとします。本契約は、お客様に対し、権利者やその供給元の商標
や商号（
「本商標」
）を含む、知的財産権への権利を与えるものではありません。お客様は、商標に関する
認められた慣習に従って、本ソフトウェアが生成した印刷物を商標所有者の名前などにより特定する場
合に限り、本商標を使用できます。このような形で本商標を使用することにより、本商標の所有権がお客
様に与えられるものではありません。権利者およびその供給元は、本ソフトウェアに関連するすべての権
利、権限、および利益を所有し継続してこれを保有します。これには、権利者が行ったかまたは第三者が
行ったかにかかわらず、本ソフトウェアへのエラー修正、拡張機能、アップデート、またはその他の修正
が含まれ、また、すべての著作権、特許、企業秘密権、商標権、その他の知的財産権が含まれます。お客
様による本ソフトウェアの所有、インストール、使用は、お客様に対して本ソフトウェアの知的財産権の
所有権を移譲するものではなく、お客様は、本契約に明示的に規定されたものを除き、本ソフトウェアに
対するいかなる権利も取得しないものとします。本契約に基づいて作成された本ソフトウェアのすべて
のコピーには、本ソフトウェアに表示されるものと同じ著作権表示を行わなくてはなりません。本契約
は、本ソフトウェアに対する本書に記載される以外の知的所有権をお客様に付与するものではなく、本書
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で詳しく定義する本契約に基づき付与されるライセンスは、本契約の条件に従った限定的使用権のみを
提供するものであることをお客様は認めるものとします。権利者は、本契約において明示的に付与された
権利以外のすべての権利を保有するものとします。
12.2.
お客様は、本ソフトウェアのソースコードおよびアクティベーションコードが権利者の独占所有物であ
り、権利者の秘密情報に該当することを認めるものとします。お客様は、変更、改変、翻案、リバースエ
ンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルなど本ソフトウェアのソースコードの解読を試みるいかな
る行為も行わないことに同意するものとします。
12.3.
お客様は、いかなる形でも本ソフトウェアを修正または改ざんしないことに同意し、本ソフトウェアのコ
ピー上の、著作権表示その他独占所有権表示を削除または変更することもできません。
13
準拠法
13.1.
第 13.2 条および第 13.3 条に定める場合を除き、本契約は、お客様が本ソフトウェアを取得した以下
に定める国または地域の法律により管轄および解釈され、法の抵触に関する原則の適用は受けません：
a.
ロシア。お客様が本ソフトウェアをロシアで取得された場合、ロシア連邦の法律が適用されます。
b.
アメリカ合衆国、プエルトリコ、アメリカ領サモア、グアム、アメリカ領ヴァージン諸島。お客様が本ソ
フトウェアをアメリカ合衆国、プエルトリコ、アメリカ領サモア、グアム、アメリカ領ヴァージン諸島で
取得された場合、アメリカ合衆国のマサチューセッツ州の法律が適用されます。ただし、消費者保護、不
正競争防止、または類似の州の法律に関する請求については、お客様が居住する州の法律が適用されま
す。法に認められる最大限の範囲内において、権利者およびお客様は陪審裁判の権利を放棄することに明
示的に合意するものとします。
c.
カナダ。お客様が本ソフトウェアをカナダで取得された場合、オンタリオ州の法律が適用されます。
d.
メキシコ。お客様が本ソフトウェアをメキシコで取得された場合、メキシコ合衆国の法律が適用されま
す。
e.
欧州連合（EU）
。お客様が本ソフトウェアを EU 加盟国で取得された場合、ドイツ法が適用されます。
f.
オーストラリア。お客様が本ソフトウェアをオーストラリアで取得された場合、ライセンスを取得された
州または特別地域の法律が適用されます。
g.
香港特別行政区およびマカオ特別行政区。お客様が本ソフトウェアを香港特別行政区またはマカオ特別
行政区で取得された場合、香港特別行政区の法律が適用されます。
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h.
中華民国。お客様が本ソフトウェアを中華民国で取得された場合、中華民国の法律が適用されます。
i.
日本。お客様が本ソフトウェアを日本で取得された場合、日本国の法律が適用されます。
j.
その他の国または地域。お客様が本ソフトウェアを上記以外の国で取得された場合、購入の行為が発生し
た国の実体法が適用されます。
13.2.
前条の定めにかかわらず、本契約が適用または解釈される国または地域において、当該の国または地域の
強制的な法律または公序良俗が、本契約に定める法律の適用を禁止する場合、当該の強制的な法律または
公序良俗によって要求される範囲内において、当該の国または地域の法律が代わりに適用されるものと
します。同様に、お客様が個人の場合、お客様が居住する国において、その国の法律の下でお客様が実行
しなければならない可能性のある行為の強制的な権利は、第 13.1 条の条項によって影響を受けません。
13.3.
本契約は国際物品売買契約に関する国際連合条約に準拠せず、当該条約の適用を明示的に除外します。
13.4.
本ソフトウェアに関連して問題が発生した際に、お客様は権利者またはその代理店にのみ直接連絡する
義務を負うものとします。
14
訴訟期間
14.1.
本契約のどちらかの当事者に対し起こされる、本契約に基づく取り引きに由来する訴訟は、その形式を問
わず、訴訟の原因が発生または、発生したことが発見されてから一（1）年以上経過した後には起訴され
ないものとします。ただし、知的所有権の侵害訴訟は、該当する法定期間の最大限まで起訴できるものと
します。
15
完全合意条項、分離条項、権利不放棄
15.1.
本契約は、お客様と権利者との間の完全なる合意であり、口頭または書面による、本ソフトウェアまたは
本契約の主題に関する、それ以前の取り決め、提案、通信内容、広告に優先するものとします。お客様は
本契約を読み、理解し、その条件に拘束されることに同意するものとします。裁判管轄権のある法廷によ
って、何らかの理由により本契約のある条項は、一部または全部が効力がなく、無効である、または執行
不可能であるとされた場合も、かかる条項を狭く解釈して、合法かつ執行可能にされるものとし、また、
これにより契約全体が無効とはならず、本契約の残りの部分は、できる限りその元の意味を維持しなが
ら、法および衡平法で許される最大限まで、完全なる効力を持続するものとします。本書の条項または条
件の権利放棄は、書面により、お客様と権利者の権限を与えられた代表者の両方の署名によらない限り、
有効ではないものとし、本契約の条項違反に対する異議申し立ての権利放棄は、以前、現在（同時進行）、
および将来の権利放棄を構成しないものとします。本契約の条項または権利の厳守について、その不履行
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を権利者が指摘しなかったことは、かかる条項または権利の権利放棄として解釈されないものとします。
16
集団訴訟（クラスアクション）の放棄および調停
16.1.
お客様がアメリカ合衆国にお住まいの場合、この 第 16 条が適用されます。お客様と権利者の間または
お客様と権利者に関連するサードパーティの間で、権利者の製品やサービスまたは本契約の内容に関す
る争議や苦情または議論が発生した際、両者間で適切な期間で解決に至らなかった場合に、お客様および
相手当事者は、連邦仲裁法（Federal Arbitration Act、「FAA」）に基づいて米国仲裁協会（American
Arbitration Association、
「AAA」
）において、個別の仲裁に同意したこととし、法廷で裁判官や陪審員の
前で訴訟を起こすことがないものとします。集団訴訟、集団調停、民間代理人の訴訟、すべての当事者に
よる事前の同意を得ることなく個別の訴訟を合わせた訴えを起こすこと、または誰かが代理をして訴訟
手続きを実行することなどを含む、またこれに限定されない全ての訴訟を起こすことは許可されません。
本契約に同意することで、お客様は前述の集団訴訟または多数当事者訴訟を起こしたり、訴訟に参加した
りしないことに同意したものとし、最終的にお客様向けに救済措置の裁定が下された場合は、本条項に記
載されている通りお客様個別に適用されるものとします。両当事者の間で個別の仲裁手続きが発生した
場合、中立仲裁人が決定し、その決定は FAA に基づく制限された控訴権以外は最終決定となります。本
契約および AAA の規定の間に矛盾がある場合は、本契約が優先するものとします。
16.2.
権利者の知的財産権、その行使や効力等に対するあらゆる争議や苦情または議論が発生した場合、もしく
は権利者の製品またはサービスのあらゆる形態での不正な使用に起因する苦情（盗難や著作権侵害など
を含むがこれに限定されない）が発生した場合は、本条の内容が適用されないものとします。
17
権利者の連絡先
本契約に関する質問がある場合や、何らかの理由で権利者に連絡する場合は、以下に記載する権利者の顧
客サービス部門まで連絡してください。
AO Kaspersky Lab
39A/3 Leningradskoe Shosse, Moscow, 125212
ロシア連邦
メールアドレス：info@kaspersky.com
Web サイト：www.kaspersky.com
条項 B. データ処理に関する条件
情報提供
情報保護の強化、および本ソフトウェアおよびサービスの性能向上のために、お客様は次の統計的、管理
的性質を持つ情報を自動的に権利者に提供すること、またサードパーティのサービスプロバイダーに提
供する場合があることに同意するものとします：インストールされたプログラム、ライセンスデータ、検
知した脅威と感染に関する情報、処理されたオブジェクトのハッシュ値、端末自体とそれに接続されたデ
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バイスに関する技術的情報、端末のオンライン活動に関する情報。詳細な情報については、
help.kaspersky.com を参照してください。
新しい脅威とその発生源の検知性能を向上させ、お客様のセキュリティ保護レベルおよび本ソフトウェ
アの性能を向上させるため、お客様は 「Kaspersky Security Network に関する声明」に指定される情報
を権利者宛てに自動的に提供することに同意するものとします。
また、お客様は、本ソフトウェアの設定画面からいつでも Kaspersky Security Network サービスの有
効化、無効化を切り替えることもできます。
お客様は、権利者がその単独かつ排他的裁量において、権利者が収集した情報をセキュリティリスクの傾
向の追跡および関連レポートの公開のために採用できることを認め、これに同意するものとします。
前述情報を Kaspersky Security Network サービスに対して提供させないようにするには、Kaspersky
Security Network サービスを有効にしないでください。すでに有効になっている場合は Kaspersky
Security Network サービスを無効にしてください。
権利者は、法定要件および権利者の該当する規定に従って、収集した情報を保護します。
権利者は、個人を特定する情報が含まれない集計された統計データの一部として当該情報を使用します。
この集計された統計データは、元の情報から自動的に作成され、個人情報や機密情報を含みません。受信
した元の情報は蓄積された後消去されます（1 年に 1 回）
。一般的な統計データは無期限で保管されま
す。
(C) 2019 AO Kaspersky Lab. All Rights Reserved. 本ソフトウェアおよび付属文書には、著作権が設
定され、著作権法および国際著作権条約、ならびにその他の知的所有権関連の法律および条約により保護
されています。
■iOS 版
使用許諾契約書

お客様への法律上の重要なお知らせ：本ソフトウェアのご使用を開始される前に、以下の契約書を注意深
くお読みください。
本契約を締結するにあたり、お客様は成人である必要があります。お客様が未成年である場合は、お客様
の保護者または法的後見人が本契約を確認し、合意する必要があります。それに際して、お客様の保護者
または法的後見人は、お客様の代わりに本契約に合意し、本契約の条項に基づく、お客様のすべての義務
に関する責任を負うものとします。
お客様が本ソフトウェアを実行、または本契約の記述が含まれるウィンドウで同意を示すボタンをクリ
ック、または対応する記号を入力した時点で、お客様が成人であることを証明して、お客様ご自身もしく
はお子様の代理として本契約に合意し、本契約の条項に基づく、お客様のすべての義務に関する責任を負
うものとしたこととなります。
また、お客様が本ソフトウェアを実行、または本契約の記述が含まれるウィンドウで同意を示すボタンを
クリック、または対応する記号を入力した時点で、本契約の条項に無条件で同意し、本契約の契約条件に
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従って本ソフトウェアを使用する権利を得たことになります。本契約の諸条件に同意されない、またはお
客様が未成年である場合は、本ソフトウェアのインストール作業を中断し、本ソフトウェアを削除してく
ださい。
ソフトウェアに書面形式のライセンス契約書か同様の文書、またはライセンス証書が付属する場合は、こ
れらの文書に定義されている本ソフトウェアの使用条件が、本契約よりも優先します。
条項 A. 一般条件
1.定義
1.1.本ソフトウェアとは、本契約と共に提供されるソフトウェアおよびその関連資料を意味します。
1.2.本ソフトウェアの標準版とは、無料版のソフトウェアを意味します。
1.3.本ソフトウェアの拡張版とは、Kaspersky Security Center（"KSC"）に接続した場合にのみ使用でき
るバージョンのソフトウェアを意味します。
1.4.権利者（独占的であるか否かを問わず、本ソフトウェアに関するすべての権利の所有者）は、ロシア
連邦法に基づいて設立された企業、AO Kaspersky Lab を意味します。
1.5.端末とは、本ソフトウェアをインストールまたは使用するハードウェアを意味し、パソコン、ノート
PC、ワークステーション、個人用デジタル機器、スマートフォン、ハンドヘルド装置、その他、本ソフト
ウェアが対応する電子装置を含みます。
1.6.エンドユーザー（お客様）とは、自身のために本ソフトウェアをインストールする個人または、本ソ
フトウェアのコピーを合法的に使用する個人を意味します。また、個人が雇用者など組織を代表して本ソ
フトウェアをダウンロードまたはインストールした場合、
「お客様」とは、本ソフトウェアをその利益の
ためにダウンロードまたはインストールした法人も意味するものとし、ここにかかる法人は、個人に対し
その法人を代表して本契約に同意することを承認したものとみなします。本契約の目的において「法人」
とは、合名会社、有限会社、企業、協会、合資会社、合弁会社、労働組合、法人化されていない組織、政
府当局を含みますがこれらに限りません。
1.7.代理店とは、権利者との契約およびライセンスに基づき本ソフトウェアを販売する法人または個人
を意味します。
1.8.
ユーザーガイドとは、ユーザーガイド、管理者用ガイド、リファレンスブックおよび関連する説明資料ま
たはその他の資料を意味します。
2.ライセンスの付与
2.1.権利者は、ユーザーガイドまたはテクニカルサポートの Web サイトに記載される機能の範囲内で、
本契約の条件に従って、本ソフトウェアを（「使用」するために）保存、読み込み、実行、表示する、期
間に制限のない非独占的使用許諾（
「ライセンス」
）をお客様に無償で付与し、お客様はそのライセンスを
受諾します。
試用期間（該当する場合）
。お客様は、本ソフトウェアの拡張版に試用期間が設けられている場合は、最
初にインストールした日より 1 回の試用期間に限り、評価目的のみに本ソフトウェアの拡張版の機能を
使用できることとします。ただし、当該試用期間の本ソフトウェアの拡張版の利用目的は評価に限り、試
用期間終了後の使用は厳しく禁止します。
2.2.お客様は、本ソフトウェアのインストール日を初日とし、権利者が公開する情報およびリソースへア
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クセスする権利を与えられます。
3.アクティベーションおよびライセンス有効期間
3.1.第 2.1 条で指定されている評価の目的でアクティベートされた本ソフトウェアの拡張版の試用期
間は、ユーザーガイドに記載されている方法で参照できます。
3.2.本ソフトウェアがインストールされた端末を KSC に接続して使用している場合、拡張版の機能を使
用できる有効期間は KSC に適用されたライセンスの有効期間に制限されます。この期間を確認する方法
についてはユーザーガイドを参照してください。
3.3.第 3.1 条および第 3.2 条に指定される有効期間の終了後は、本ソフトウェアの拡張版の機能は制
限され、標準版として機能します。
3.4.権利者が保有できる法律上または衡平法における他のあらゆる救済方法を妨げることなく、お客様
が本契約の契約条件のいずれかに違反した場合、権利者は、お客様に通知することなく、また、ライセン
ス費用またはその一部を返金することなく、ライセンスを打ち切る権利を有するものとします。
3.5.本ソフトウェアの標準版の使用期間は、権利者によって制限されていません。
4.位置情報、GPS 機能を使用するソフトウェア機能、および端末上のデータ送信または KSC との接続を
実施する機能
4.1.端末を紛失または盗難された場合、端末が KSC に接続されていて、本ソフトウェアの稼働中に端末
の位置情報を取得する機能が KSC から受け取った設定の適用によって有効になっている場合で、かつお
客様が個人情報の処理に明示的に同意されている場合は、お客様は KSC およびユーザーガイドに記載さ
れている適切なパラメータを使用することによって、本ソフトウェアが使用される端末の位置を追跡す
るための情報を端末から受け取ることができます。お客様は本ソフトウェアを本来の目的に沿って使用
し、地域の法律に違反しないことに同意するものとします。
5.テクニカルサポート
5.1.地域ごとに異なるテクニカルサポートが、サポートサービス規約に従って提供されます。テクニカル
サポートサービス、地域ごとの制限およびその規約に関しては、support.kaspersky.co.jp を参照してく
ださい。
6.制限事項
6.1.お客様は、秘密情報の追跡および取得を含む、第三者に対する不正行為の実行目的で本ソフトウェア
を使用してはなりません。
6.2.お客様は、放棄不可能な権利を適用法で許可された場合を除き、本ソフトウェアのエミュレート、複
製、貸与、レンタル、リース、販売、変更、逆コンパイル、逆アセンブルまたはリバースエンジニアリン
グを行ったり、本ソフトウェアまたはその一部の派生物を作成したりすることはできません。また、前述
の制限事項が適用法により明示的に禁止された場合を除き、ソフトウェアの一部を可読可能な形式に変
換すること、ライセンスされたソフトウェアまたはそのサブセットを第三者に譲渡すること、またはその
ような行為を第三者に許可することはできません。本ソフトウェアのバイナリコードおよびソースコー
ドのいずれについても、独占所有物である本プログラムアルゴリズムの再作成に使用すること、またはそ
のためにリバースエンジニアリングすることはできません。本書に明示されていないすべての権利は権
利者またはその供給元のどちらかが保有するものとし、不正な本ソフトウェアの使用は、本契約および本
契約により許諾されるライセンスの即時自動解除および刑事上民事上の訴追がなされる場合があります。
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6.3.お客様は、本ソフトウェアを使用する権利を第三者に譲渡またはサブライセンスすることはできま
せん。
6.4.お客様は、ユーザーガイドに記載の脅威を検知、ブロック、または処理する目的で使用されるデータ
またはソフトウェアの作成に際して、本ソフトウェアを使用しないものとします。
7.限定保証と免責条項
7.1.権利者は、本ソフトウェアが、ユーザーガイドに規定の仕様および説明に従って実質的に機能するこ
とを保証します。ただし、次の場合にはこの限定保証は適用されないものとします：
（w）権利者が明示的
に保証責任を否認しているお客様の端末の欠陥および関連する権利侵害。（x）誤用から生じた不調、欠
陥、エラー。乱用。事故。不履行。不適切なインストール、操作またはメンテナンス。盗難。破壊行為。
不可抗力。テロ。停電または電力サージ。不慮の事故。改造、許可されていない変更、または権利者以外
による修理。権利者の合理的な管理の範囲外である第三者またはお客様の行為または原因。
（y）最初に生
じてから合理的な期間内にお客様が権利者に通知しなかった欠陥。
（z）お客様の端末にインストールされ
ているハードウェアまたはソフトウェアコンポーネントとの互換性の欠如。
7.2.お客様は、エラーのないソフトウェアは存在しないことを認知し、承諾し、これに同意し、お客様に
とって適切な頻度と信頼性に基づき、端末のバックアップをとるようアドバイスを受けたことを認める
ものとします。
7.3.お客様は、お客様が承認したデータ削除に関して権利者が責任を負わないことを認知し、承諾し、こ
れに同意するものとします。ここでいうデータは、個人情報または秘密情報を含みます。
7.4.お客様がユーザーガイドまたは本契約の条件に違反している場合、権利者は、本ソフトウェアの正常
動作を保証しません。
7.5.お客様は、本ソフトウェアは権利者の標準設定が既定で適用された状態で提供され、お客様独自の要
件を満たすために本ソフトウェアの設定を変更する場合はお客様ご自身の責任において実施することを
認めるものとします。
7.6.本ソフトウェアは「現状有姿」で提供され、権利者は、その使用または性能に関し言質を与えず、保
証を行いません。適用法により、除外または限定が行えない範囲の保証、条件、言質、契約条件を除き、
権利者およびその代理店は、第三者の権利を侵害していないこと、商品性、十分な品質、完全性、特定目
的への合致性を含むが、それに限らない事柄に関し、一切の保証、条件設定、言質、契約条件設定（明示
的または黙示的を問わず、また、法令、普通法、習慣、利用その他にかかわらず）を行いません。お客様
は意図した結果を得るために本ソフトウェアを選択したこと、また、そのインストール方法、使用方法、
および得られた結果について、その性能に関し、すべての責任とリスクを負うこととします。前項の規定
を制限することなく、権利者は、本ソフトウェアにはエラーがないことや、障害その他の故障がないこ
と、または、権利者に開示されているか否かにかかわらず、お客様の要件の一部またはすべてを満たして
いるかどうかについて、一切の保証を行わず、言質を与えないものとします。
8.免責事項
8.1.適用法により許可される最大範囲において、権利者または代理店は、いかなる場合でも、特別的、偶
発的、懲罰的、間接的または結果的ないかなる損害（利益、機密情報またはその他の情報の損失、ビジネ
スの中断、プライバシーの喪失、データまたはプログラムの破損、損害および損失、法的義務、誠実義務
または合理的な注意義務の違反、過失、経済的損失およびその他金銭的な損失またはその他の損失による
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損害を含むがこれに限定されない）の可能性について通知されていたとしても、その損害の責任を負いま
せん。ここで損害とは、本ソフトウェアの使用もしくは使用不能またはサポートもしくはその他サービ
ス、情報、ソフトウェアおよびソフトウェアを通じた関連コンテンツの提供もしくは提供不能に直接起因
するもしくは何らかの形で関連して発生する損害、ソフトウェアの使用に起因するその他の損害、本契約
のいずれかの条項に従ってもしくは関連して発生するその他の損害、契約違反もしくは不法行為（過失、
虚偽表示、厳格責任の義務または債務を含む）、法的義務の違反または権利者もしくは代理店の保証の不
履行に起因する損害を指します。
お客様は、権利者および代理店の両方またはいずれかが責任を負う場合でも、権利者および代理店の両方
またはいずれかの当該責任は本ソフトウェアの価格に制限されることに同意するものとします。いかな
る場合であっても、権利者および代理店の両方またはいずれかの当該責任は、本ソフトウェアの入手時に
お客様が権利者および代理店の両方またはいずれか（場合に応じて）に支払った金額を上限とします。
本契約は、死亡または身体障害に対するいかなる請求も除外または制限するものではありません。さらに
また、本契約の免責事項、除外事項または制限事項が適用法により除外または制限不可能な場合、そのよ
うな免責事項、除外事項、または制限事項のみお客様に適用されず、その他の免責事項、除外事項、およ
び制限事項は、引き続きお客様に適用されるものとします。
9.GNU およびその他のサードパーティライセンス
9.1.本ソフトウェアは、GNU 一般公衆利用許諾書（GPL）または同様のフリーソフトライセンスに基づき
お客様にライセンスされている（またはサブライセンスされている）ソフトウェアプログラムを含む場合
があります。これらのプログラムは、お客様に対し、一定のプログラムまたはその一部をコピー、変更、
再配信することをその他の権利と共に許可し、またソースコードへのアクセスを許可しています（オープ
ンソースソフトウェア）
。バイナリ形式の実行ファイルで配信されるかかるソフトウェアに関し、そのラ
イセンスで指示がある場合、ソースコードをそれらのソフトウェアを使用するお客様が利用できるよう
にしなくてはならず、この場合、ソースコードは source@kaspersky.com までリクエストを送付し入手
するか、またはソースコードは本ソフトウェアに付属しています。オープンソースソフトウェアライセン
スが権利者に対し、オープンソースソフトウェアプログラムを使用、コピー、変更する権利を提供するよ
う要求し、かかる権利が、本契約で認められている権利よりも許諾範囲が広い場合、かかる権利は、本書
における権利および制限に対し優先するものとします。
10.知的財産権
10.1.本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに含まれる著作物、システム、アイデア、操作方法、文書、
およびその他の情報は、権利者またはその供給元の独占所有物である知的財産および重要な企業秘密の
両方またはいずれかであって、また、権利者および該当する場合その供給元は、刑法および民法によっ
て、また、ロシア連邦、EU、合衆国およびその他の国の著作権、企業秘密、商標、特許法ならびに国際条
約によって保護されることにお客様は同意するものとします。本契約は、お客様に対し、権利者やその供
給元の商標や商号（
「本商標」
）を含む、知的財産権への権利を与えるものではありません。お客様は、商
標に関する認められた慣習に従って、本ソフトウェアが生成した印刷物を商標所有者の名前などにより
特定する場合に限り、本商標を使用できます。このような形で本商標を使用することにより、本商標の所
有権がお客様に与えられるものではありません。権利者およびその供給元は、本ソフトウェアに関連する
すべての権利、権限、および利益を所有し継続してこれを保有します。これには、権利者が行ったかまた
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は第三者が行ったかにかかわらず、本ソフトウェアへのエラー修正、拡張機能、アップデート、またはそ
の他の修正が含まれ、また、すべての著作権、特許、企業秘密権、商標権、その他の知的財産権が含まれ
ます。お客様による本ソフトウェアの所有、インストール、使用は、お客様に対して本ソフトウェアの知
的財産権の所有権を移譲するものではなく、お客様は、本契約に明示的に規定されたものを除き、本ソフ
トウェアに対するいかなる権利も取得しないものとします。本契約に基づいて作成された本ソフトウェ
アのすべてのコピーには、本ソフトウェアに表示されるものと同じ著作権表示を行わなくてはなりませ
ん。本契約は、本ソフトウェアに対する本書に記載される以外の知的所有権をお客様に付与するものでは
なく、本書で詳しく定義する本契約に基づき付与されるライセンスは、本契約の条件に従った限定的使用
権のみを提供するものであることをお客様は認めるものとします。権利者は、本契約において明示的に付
与された権利以外のすべての権利を保有するものとします。
10.2.お客様は、いかなる形でも本ソフトウェアを修正または改竄しないことに同意し、本ソフトウェア
のコピー上の、著作権表示その他独占所有権表示を削除または変更することもできません。
11.準拠法
11.1.条項 A の第 11.2 条および第 11.3 条に定める場合を除き、本契約は、お客様が本ソフトウェア
を取得した以下に定める国または地域の法律により管轄および解釈され、法の抵触に関する原則の適用
は受けません：
a.ロシア。お客様が本ソフトウェアをロシアで取得された場合、ロシア連邦の法律が適用されます。
b.アメリカ合衆国、プエルトリコ、アメリカ領サモア、グアム、アメリカ領ヴァージン諸島。お客様が本
ソフトウェアをアメリカ合衆国、プエルトリコ、アメリカ領サモア、グアム、アメリカ領ヴァージン諸島
で取得された場合、アメリカ合衆国のマサチューセッツ州の法律が適用されます。ただし、消費者保護、
不正競争防止、または類似の州の法律に関する請求については、お客様が居住する州の法律が適用されま
す。法に認められる最大限の範囲内において、権利者およびお客様は陪審裁判の権利を放棄することに明
示的に合意するものとします。
c.カナダ。お客様が本ソフトウェアをカナダで取得された場合、オンタリオ州の法律が適用されます。
d.メキシコ。お客様が本ソフトウェアをメキシコで取得された場合、メキシコ合衆国の法律が適用されま
す。
e.欧州連合（EU）
。お客様が本ソフトウェアを EU 加盟国で取得された場合、ドイツ法が適用されます。
f.オーストラリア。お客様が本ソフトウェアをオーストラリアで取得された場合、ライセンスを取得され
た州または特別地域の法律が適用されます。
g.香港特別行政区およびマカオ特別行政区。お客様が本ソフトウェアを香港特別行政区またはマカオ特
別行政区で取得された場合、香港特別行政区の法律が適用されます。
h.中華民国。お客様が本ソフトウェアを中華民国で取得された場合、中華民国の法律が適用されます。
i.日本。お客様が本ソフトウェアを日本で取得された場合、日本国の法律が適用されます。
j.その他の国または地域。お客様が本ソフトウェアを上記以外の国で取得することを選択した場合、購入
の行為が発生した国の実体法が適用されます。
11.2.前条の定めにかかわらず、本契約が適用または解釈される国または地域において、当該の国または
地域の強制的な法律または公序良俗が、本契約に定める法律の適用を禁止する場合、当該の強制的な法律
または公序良俗によって要求される範囲内において、当該の国または地域の法律が代わりに適用される
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ものとします。同様に、お客様が個人の場合、お客様が居住する国において、その国の法律の下でお客様
が実行しなければならない可能性のある行為の強制的な権利は、条項 A の第 11.1 条の条項によって影
響を受けません。
11.3.本契約は国際物品売買契約に関する国際連合条約に準拠せず、当該条約の適用を明示的に除外しま
す。
11.4.本ソフトウェアに関連して問題が発生した際に、お客様は権利者またはその代理店にのみ直接連絡
する義務を負うものとします。
12.訴訟期間
12.1.本契約のどちらかの当事者に対し起こされる、本契約に基づく取引に由来する訴訟は、その形式を
問わず、訴訟の原因が発生、または発生したことが発見されてから一（1）年以上経過した後には起訴さ
れないものとします。ただし、知的所有権の侵害訴訟は、適用可能な法定期間の最大限まで起訴できるも
のとします。
13.完全合意条項、分離条項、権利不放棄
13.1.本契約は、お客様と権利者との間の完全なる合意であり、口頭または書面による、本ソフトウェア
または本契約の主題に関する、それ以前の取り決め、提案、通信内容、広告に優先するものとします。お
客様は本契約を読み、理解し、その条件に拘束されることに同意するものとします。裁判管轄権のある裁
判所によって、本契約の条項の一部または全部が、何らかの理由で、効力を欠いている、無効である、ま
たは執行不能であるとされた場合も、合法かつ執行可能になるようにかかる条項を狭く解釈することで、
この理由により契約全体が無効とはならず、本契約の残りの部分は、できる限りその元の意味を維持しな
がら、法および衡平法で許される最大限まで、完全なる効力を持続するものとします。本書の条項または
条件の権利放棄は、書面により、お客様と権利者の権限を与えられた代表者の両方の署名によらない限
り、有効ではないものとし、本契約の条項違反に対する異議申し立ての権利放棄は、以前、現在（同時進
行）
、および将来の権利放棄を構成しないものとします。本契約の条項または権利の厳守について、その
不履行を権利者が指摘しなかったことは、かかる条項または権利の権利放棄として解釈されないものと
します。
14.集団訴訟（クラスアクション）の放棄および調停
14.1.お客様がアメリカ合衆国にお住まいの場合、この条項 A の第 14 条が適用されます。お客様と権
利者の間またはお客様と権利者に関連するサードパーティの間で、権利者の製品やサービスまたは本契
約の内容に関する争議や苦情または議論が発生した際、両者間で適切な期間で解決に至らなかった場合
に、お客様および相手当事者は、連邦仲裁法（Federal Arbitration Act、
「FAA」
）に基づいて米国仲裁協
会（American Arbitration Association、
「AAA」）において、個別の仲裁に同意したこととし、法廷で裁
判官や陪審員の前で訴訟を起こすことがないものとします。両当事者の間で個別の仲裁手続きが発生し
た場合、中立仲裁人が決定し、その決定は FAA に基づく制限された控訴権以外は最終決定となります。
本契約および AAA の規定の間に矛盾がある場合は、本契約が優先するものとします。
14.2.集団訴訟、集団調停、民間代理人の訴訟、すべての当事者による事前の同意を得ることなく個別の
訴訟を合わせた訴えを起こすこと、または誰かが代理をして訴訟手続きを実行することなどを含む、また
これに限定されない全ての訴訟を起こすことは許可されません。本契約に同意することで、お客様は前述
の集団訴訟または多数当事者訴訟を起こしたり、訴訟に参加したりしないことに同意したものとし、最終
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的にお客様向けに救済措置の裁定が下された場合は、本条項に記載されている通りお客様個別に適用さ
れるものとします。本ソフトウェアに問題がある場合、権利者またはその代理店に直接お問い合わせいた
だけます。
14.3.権利者の知的財産権、その行使や効力等に対するあらゆる争議や苦情または議論が発生した場合、
もしくは権利者の製品またはサービスの不正な使用に起因するあらゆる形態での苦情（盗難や著作権侵
害などを含むがこれに限定されない）が発生した場合は、本条の内容が適用されないものとします。
15.権利者の連絡先
本契約に関する質問がある場合や、何らかの理由で権利者に連絡する場合は、以下に記載する権利者の顧
客サービス部門まで連絡してください。
AO Kaspersky Lab
Bldg. 3, 39A, Leningradskoe Shosse, Moscow, 125212
ロシア連邦
メールアドレス：info@kaspersky.com
Web サイト：www.kaspersky.com
条項 B. データ処理に関する条件

「データ処理に関する条件」の項の条件をお読みください。本条項では、お客様またはお客様の端末から
受け取ったデータおよび権利者がそのデータを本契約の履行に際してどのように処理するかについて説
明します。本ソフトウェアが法人または複数の個人が使用する端末で使用される場合、お客様は、本ソフ
トウェアを使用する前に、本ソフトウェアを使用するすべての個人および法人が「データ処理に関する条
件」を理解し、それらに同意するよう徹底する必要があります。

1. 権利者および代理店が本契約に基づく義務を実行するために、権利者はこの条項 B の第 1 条に記載
される情報を下記目的で受け取り処理する必要があります。このような情報は特定の国で適用される法
律においては個人情報とみなされることがあります。
* 本ソフトウェアのアクティベーションおよび本ソフトウェアの使用の合法性の検証
本ソフトウェアのアクティベーション中および使用時に適用されたライセンスの合法性を検証するため
に、権利者は本ソフトウェア、取得したライセンスおよび本ソフトウェアをインストールされた端末に関
する情報を受け取り、処理する必要があります。具体的には次のとおりです： インストールされた本ソ
フトウェアの種別、バージョンおよび言語版、インストールされた本ソフトウェアアップデートのバージ
ョン、端末の識別子および本ソフトウェアの端末へのインストールの識別子、アクティベーションコード
および使用中のライセンスのアクティベーションの一意な識別子、オペレーティングシステムの種別、バ
ージョンおよびビット数、本ソフトウェアが仮想環境にインストールされていた場合は仮想環境の名前、
情報が提供された時に有効だった本ソフトウェアの機能の識別子。
* 本ソフトウェアの主要機能の提供
ユーザーガイドに記載されている本ソフトウェアの主要な機能は、情報セキュリティにおける特定の脅
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威からお客様を保護するために提供されています。これらの主要な機能を提供するため、お客様が本ソフ
トウェアを使用する際に、権利者は、インストールされた本ソフトウェア、取得したライセンス、スキャ
ンされたオブジェクト、検知された脅威、端末、インターネット上の端末の活動に関する情報をお客様の
端末から受け取り、処理する必要があります。具体的には次のとおりです：
- Web ページの URL および IP アドレス、ポート番号、データ転送プロトコルの識別子、参照元 Web ペー
ジの URL
- インストールされた本ソフトウェアの種別、バージョンおよび言語版
- 端末の識別子、本ソフトウェアの端末へのインストールの識別子、アップデートタスクの識別子
- 閲覧したページの HTTPS 証明書に関する情報（証明書のチェックサム、証明書種別、証明書のシリア
ル番号、証明書の内容）
- 使用中のライセンスのアクティベーションの一意な識別子
- データ処理に関する説明を含む契約または声明の識別子、これら契約または声明のバージョンの識別
子、お客様が契約または声明に同意または拒否したことを示すフラグ、お客様が契約または声明に同意ま
たは拒否した時刻。

2. 権利者は個人を特定できない形式でデータを処理します。お客様はこのようなデータの一覧や処理目
的について、help.kaspersky.com で本ソフトウェアを選択して「データ提供」セクションを表示するこ
とで詳細情報を確認することができます。

3. 権利者が本契約に基づく義務を実行するために、条項 B に記載される目的で受け取り処理する必要
のある情報の提供に関して、お客様が同意しない場合は、お客様は本契約の条件に同意しないものとしま
す。この場合、本ソフトウェアのインストールおよび使用を中止してください。

4. お客様が本ソフトウェアを介して権利者にデータを提供する際に、権利者は自社のプライバシーポリ
シーに従ってそのデータを扱います。プライバシーポリシーにはとくに権利者がお客様のデータを保護
する方法、お客様のデータをどの地域に処理するのか、データの所有者としてのお客様の権利について記
載されています。プライバシーポリシーの全文は kaspersky.co.jp/Products-and-Services-PrivacyPolicy でご確認いただけます。

(C) 2018 AO Kaspersky Lab. 無断複写・転載を禁じます。本ソフトウェアおよび付属文書には、著作権
が設定され、著作権法および国際著作権条約、ならびにその他の知的所有権関連の法律および条約により
保護されています。
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別紙
本別紙は、株式会社 ME モバイル（以下、当社）が本サービス利用者に提供する「カスペルキーパスワ
ードマネージャー」に適用します。
■本サービスの詳細
１．本サービスの内容
31 「カスペルキーパスワードマネージャー」とは、本サービス利用者のパソコン（デスクトップ/ノ
ート）
、スマートフォン、タブレット等の当社が指定する端末（以下本別紙にて「対象端末」とい
います。
）を利用したアプリケーションおよびウェブ上のパスワード管理を行うソフトウェアを提
供するサービスです。なお、対象端末の OS により、本サービスの内容が異なります。詳細内容は下
記 URL の機能一覧にて確認することができます。
https://home.kaspersky.co.jp/store/kasperjp/ja_JP/pd/ThemeID.37143200/productID.5389863100

32 本サービスをご利用の際には、ソフトウェアのダウンロードおよびソフトウェアのインストールが
必要です。ソフトウェアのダウンロードについては、本サービスのホームページ等を必ずご確認く
ださい。
33 本サービスの利用可能な端末は 1 ライセンスにつき 3 台を上限とします。
34 本サービスの有効期間は、⑪で定める K 社約款の定めよらず、本規約の定めに従うものとします。
35 本サービスの利用に必要となる動作環境は下記 URL より確認ください。
（URL:https://home.kaspersky.co.jp/store/kasperjp/ja_JP/pd/ThemeID.37143200/productID.5389863
100）

36 本サービス利用者の環境下に存在する全てのセキュリティ上の問題が検出されること、全ての全て
の個人情報連携を検知・解除できること、または全ての不正アクセスを検知・遮断することを保証
するものではなく、その他本サービス利用者の全ての要求を満たすことを保証するものではありま
せん。
37 本サービスは予告なく内容を変更することがあります。
38 本サービスのご利用およびそれに関連して生じた本サービス利用者または第三者の損害に対して、
当社はいかなる責任も負わず、また一切の補償・賠償も行いません。
39 本サービスは株式会社 Kaspersky Labs Japan（以下「K 社」といいます。
）の「カスペルスキーパ
スワードマネージャー」を利用しております。当社は、K 社より許諾を受けて、本サービスを本サ
ービス利用者に提供しております。
40 本サービス利用者に生じた一切の不具合等に関しましては、当社は一切の責任を負いません。
41 ご利用にあたっては、K 社が対象端末の OS ごとに制定する後述の「カスペルスキーパスワードマネ
ージャー 使用許諾契約書」
（以下「K 社約款」といいます。
）が追加約款として適用されます。な
お、当社は本サービスの提供に必要となる情報を K 社に対して提供し同社と共同利用いたします。
２．【料金（月額、税込）
】
550 円

３．問い合わせ
申込・契約内容変更・請求について：カシモ受付センター
E-mail:info@ka-shimo.com
サービス内容・使用方法について：カスペルスキー サポート
Website: https://www.kaspersky.co.jp/
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＜カスペルスキーパスワードマネージャー 使用許諾契約書＞

■Windows 版
カスペルスキー パスワードマネージャー for Windows 使用許諾契約書
Kaspersky Lab 使用許諾契約書（
「使用許諾契約書」）
お客様への法律上の重要なお知らせ：本ソフトウェアのご使用を開始される前に、以下の契約書を注意深
くお読みください。
本契約を締結するにあたり、お客様は成人である必要があります。お客様が未成年である場合は、お客様
の保護者または法的後見人が本契約を確認し、合意する必要があります。お客様の保護者または法的後見
人は、お客様の代わりに本契約に合意し、本契約の条項に基づく、お客様のすべての義務に関する責任を
負うものとします。
お客様が本ソフトウェアを実行、または本契約の記述が含まれる画面で同意を示すボタンをクリック、ま
たは対応する記号を入力した時点で、お客様ご自身が成人であることを証明して、お客様ご自身もしくは
お子様の代理として本契約に合意し、本契約の条項に基づく、お客様のすべての義務に関する責任を負う
ものとしたこととなります。
また、お客様が本ソフトウェアを実行、または本契約の記述が含まれる画面で同意を示すボタンをクリッ
ク、または対応する記号を入力した時点で、本契約の条項に無条件で同意し、本契約の契約条件に従って
本ソフトウェアを使用する権利を得たことになります。
本契約の諸条件に同意されない、またはお客様が未成年である場合は、本ソフトウェアのインストール作
業を中断し、本ソフトウェアを削除してください。
本ソフトウェアに書面形式のライセンス契約書か同様の文書、またはライセンス証書が付属する場合は、
これらの文書に定義されている本ソフトウェアの使用条件が、本契約よりも優先します。
条項 A. 一般条件
1. 定義
1.1. 本ソフトウェアとは、無料版、有料版ならびにアップデートおよびその関連資料を含む、権利者が
製造するソフトウェアを意味します。
1.2. 権利者（独占的であるか否かを問わず、本ソフトウェアに関するすべての権利の所有者）は、ロシ
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ア連邦法に基づいて設立された企業、AO Kaspersky Lab を意味します。
1.3. 端末とは、本ソフトウェアに対応され、本ソフトウェアをインストールまたは使用するオペレーテ
ィングシステム、仮想マシンまたはハードウェアを意味します。
1.4. 本ソフトウェアの無料版とは、権利者によってエンドユーザーに対して無料で提供される本ソフト
ウェアの機能モードを意味します。
1.5. 本ソフトウェアの有料版とは、有効期間中の有償ライセンスまたは体験ライセンス（該当する場合）
によるアクティベーションが完了し、無料版に対する拡張機能が利用可能になった本ソフトウェアの機
能モードを意味します。
1.6. エンドユーザー（お客様）とは、自身のために本ソフトウェアをインストールまたは使用する個人
または本ソフトウェアのコピーを合法的に使用する個人を意味します。また、本ソフトウェアをダウンロ
ードまたはインストールし、本契約に同意する人物を代表として承認した組織を意味します。本契約の目
的において「組織」とは、合名会社、有限会社、企業、協会、合資会社、信託会社、合弁会社、労働組合、
法人化されていない組織、政府当局を含みますがこれらに限りません。
1.7. 代理店とは、権利者との契約およびライセンスに基づき本ソフトウェアを販売する法人または個人
を意味します。
1.8. アップデートとは、本ソフトウェアの定義データベースおよび本ソフトウェアの改善、パッチ適用、
拡張機能、変更を意味します。
1.9. 拡張機能とは、権利者によって提供される、新しくライセンスを取得するか既存のものを拡張して
本ソフトウェアと一緒に、または独立して使用できる、本ソフトウェアの機能を拡張するための追加のソ
フトウェアコンポーネントまたはサービスを意味します。拡張機能は、具体的な拡張機能によって無償ま
たは有償で提供されています。これらの拡張機能に関して、取得する前に詳細を確認することができま
す。
1.10. ユーザーガイドとは、ユーザーガイド、管理者用ガイド、リファレンスブックおよび関連する説明
資料またはその他の資料を意味します。
1.11. ライセンス証書とは、ライセンスに関する情報と同様に、アクティベーションコードに加えてエ
ンドユーザーに提供される文書を意味します。ライセンス証書は購入方法により提供されない場合があ
ります。
1.12. Web ポータルとは、インストールされた本ソフトウェアおよび取得したライセンスを管理する目
的で権利者が提供する Web リソースを意味します。
1.13. ユーザーアカウントとは、Web ポータルに登録する際にエンドユーザーが提供した情報を使用し
て作成された、Web ポータルの個人セクションを意味します。ユーザーアカウントを使用して Web ポー
タルにアクセスすると、条項 A の第 1.12 条に記載される操作を実行することができます。
2. ライセンスの付与
2.1. お客様は、ユーザーガイドまたは権利者のテクニカルサポートの Web サイトに記載される機能の
範囲内で、ユーザーガイドに記載されるすべての技術要件、また本契約に記載される制限および利用規約
に従う条件のもと、本ソフトウェアを使用する非独占的使用許諾ライセンスを付与されます。
（該当する場合）本ソフトウェアをテスト目的で使用する場合、権利者はお客様がユーザーガイドに記載
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される技術要件、また本契約に記載されるすべての制限および利用規約に従う条件のもと、本ソフトウェ
アをテストするための非独占的使用許諾ライセンスを付与します。
体験期間（該当する場合）
。本ソフトウェアの有料版を評価する目的で使用している場合、初めて本ソフ
トウェアの有料版を使用した日を起算とする評価期間内に限り、本ソフトウェアの有料版の機能を評価
する目的でのみ使用できることとします。ただし、当該体験期間の利用目的は評価に限り、体験期間終了
後の使用は禁止します。
複数の環境で使用するソフトウェア、多言語ソフトウェア、デュアルメディアで使用するソフトウェア、
複数コピー、バンドル版。お客様が、本ソフトウェアの異なるバージョンもしくは異なる言語版を使用す
る場合でも、複数のメディアで本ソフトウェアを受領した場合でも、本ソフトウェアの複数のコピーを受
領した場合でも、または他のソフトウェアにバンドルされた本ソフトウェアを受領した場合でも、本ソフ
トウェアのすべてのバージョンをインストールすることが許可される端末の合計台数は、権利者から取
得したライセンス上の端末数に一致するものとします。ライセンス条件で別段の規定がない限り、取得さ
れたライセンス数に応じて、条項 A の第 2.2 および 2.3 条で規定する端末数およびユーザーアカウン
ト数の両方またはいずれかとしてのインストールと使用の権利が与えられます。
2.2. 本ソフトウェアをオンラインで取得した場合、お客様は本ソフトウェアのライセンス取得時に指定
された台数の端末数およびユーザーアカウント数の両方またはいずれかとして本ソフトウェアの有料版
を使用する権利を保有します。
2.3. 本ソフトウェアを物理的媒体で取得した場合、お客様は本ソフトウェアのパッケージ、または同梱
の文書に指定された台数の端末およびユーザーアカウント数の両方またはいずれかとして本ソフトウェ
アの有料版を使用する権利を保有します。
2.4. お客様は、バックアップ目的でのみ、また合法的に所有する本ソフトウェアのコピーが紛失、破損、
または使用不可能になったために差し替える場合に限り本ソフトウェアのバックアップコピーを作成す
る権利を保有します。このバックアップコピーは、他の用途に用いてはならず、条項 A の第 3.12 条で
指定されている理由を含むその他の理由で本ソフトウェアを使用する権利を失った場合や、お客様が本
ソフトウェアを使用している国または地域で施行されている法令による以外の理由で、お客様のライセ
ンスが期限切れまたは打ち切りとなった場合は、破棄しなくてはなりません。お客様が、本ソフトウェア
がインストールされた端末を譲渡または売却する場合は、ライセンスの譲渡にかかわる条項 A の第 2.5
条の該当条件が適用されない限り、本契約に基づきお客様がインストールした本ソフトウェアのすべて
があらかじめインストール先の端末から削除されていることを確認してください。
2.5. お客様は、権利者がお客様に許諾したライセンスの範囲内に限り、また、受贈者が本契約のすべて
の条項に拘束されることに同意し、受贈者が、権利者から許諾されたライセンスのすべてをお客様から引
き継ぐ場合にのみ、本ソフトウェアを使用する非独占的使用許諾を第三者へ譲渡できます。権利者からお
客様に付与された本ソフトウェアを使用するための権利を、お客様が完全に譲渡した場合、お客様は、バ
ックアップコピーを含むすべてのソフトウェアのコピーを破棄しなければなりません。お客様が譲渡さ
れたライセンスの受贈者の場合は、本契約のすべての条項を順守することに同意しなければなりません。
本契約のすべての条項に拘束されることにご同意いただけない場合は、本ソフトウェアをインストール
または使用してはいけません。お客様が受贈者の場合は、さらに、本ソフトウェアを権利者から最初に購
入したエンドユーザーが所持していた以上の権利や条件を保有しないということに同意するものとしま
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す。
2.6. 本ソフトウェアのアクティベーション後、パッケージに記載された期間（本ソフトウェアを物理的
媒体で入手した場合）または取得時に指定された期間（本ソフトウェアをオンラインで入手した場合）に
わたって、お客様は権利者またはその代理店から自動アップデートおよび本ソフトウェアの最新版を受
け取ることができます。また条項 A の第 4 条に記載されるテクニカルサポートを受けることができま
す。
2.7. 本ソフトウェアを使用する際に、お客様のユーザーアカウントを使用して Web ポータルと本ソフ
トウェアを接続することが必要となる場合があります。お客様は、権利者および供給元の両方またはいず
れかの Web リソースを採用することによって、お客様のユーザーアカウントを使用して行われるいかな
る操作にも責任を負う必要があります。お客様は、お客様のユーザーアカウントが許可なく使用された場
合も、権利者が責任を負わないことに同意するものとします。
3. アクティベーションおよびライセンス有効期間
3.1. 本ソフトウェアの無料版の使用期間は、権利者によって制限されないものとします。
3.2. お客様がご自身の端末に変更を加えた場合、または端末にインストールされた他の製造元のソフト
ウェアの変更を行った場合、本ソフトウェアの再アクティベーションが必要となる場合があります。ま
た、再アクティベーションの回数には権利者が制限を設ける場合があります。
3.3. 本ソフトウェアが物理的媒体によって取得された場合、本契約に同意すると、パッケージに指定さ
れた期間中、本ソフトウェアの有料版を使用できます。
3.4. 本ソフトウェアがインターネット経由で受領または取得された場合、本契約に同意すると、取得の
過程で指定された期間中、本ソフトウェアの有料版を使用できます。
3.5. お客様が本ソフトウェアを代理店から受け取った場合は、本ソフトウェアの有料版の使用期間は、
お客様と代理店の間で合意される場合があります。
3.6. ライセンス証書がある場合は、本ソフトウェアの有料版の使用期間はライセンス証書に指定されて
います。
3.7. 自動更新されるライセンスで本ソフトウェアを使用される場合は、本ソフトウェアの有料版の使用
期間は当該ライセンスの発行手続きを行う際に指定されています。
3.8. お客様が権利者から本ソフトウェアのテスト用バージョンを受け取った場合の使用期間は、権利者
の Web サイトの関連項目に明記されているか、ユーザーガイドに記載される方法で確認することができ
ます。
3.9. 条項 A の第 2.1 条に従って評価の目的でアクティベートされた本ソフトウェアの有料版の体験
期間は、ユーザーガイドに記載されている方法で参照できます。
3.10. 本ソフトウェアの有料版のライセンスの有効期限終了後は、ユーザーガイドに記載されるとおり
に本ソフトウェアの有料版の機能は本ソフトウェアの無料版の機能に制限されるものとします。
3.11. 2 台以上の端末に適用が可能なライセンスを購入した場合は、1 台目の端末でアクティベーショ
ンを実施した日を起算とする有効期間か、ライセンス証書がある場合はライセンス証書に指定されてい
る期間が適用されます。
3.12. お客様が本契約の契約条件のいずれかに違反した場合、権利者が保有できる法律または衡平法に
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おける他のあらゆる救済方法を妨げることなく、お客様に通知することなく、また、ライセンス費用また
はその一部を返金することなく、本ソフトウェアを使用するライセンスを打ち切る権利を保有するもの
とします。
3.13. お客様は、日本語版にのみ有効なアクティベーションコードと共に本ソフトウェアを取得したこ
とに同意するものとします。このアクティベーションコードを使用して、日本国内でのみ本ソフトウェア
をアクティベートできます。
3.14. 特定の通信事業者が運営するサービスなどで本ソフトウェアを取得した場合、当該ソフトウェア
の使用は、サービスなどを提供する通信事業者が指定する期間および環境に限定されます。
3.15. 権利者は、お客様に使用される本ソフトウェアのコピーの合法性について確認する手段を使用し、
本ソフトウェアの使用が合法的であることを認証する権利を保有します。前述の確認が特定の期間内に
完了できない場合は、本ソフトウェアの機能が制限される場合があります。
3.16. 本ソフトウェアの有料版がカスペルスキーセキュリティとのバンドルもしくはカスペルスキー
スモール オフィス セキュリティの一部として稼働する際には、カスペルスキーセキュリティまたはカ
スペルスキー スモール オフィス セキュリティに適用可能なアクティベーションコードがお客様のユ
ーザーアカウントに使用されます。
4. テクニカルサポート
4.1. テクニカルサポートは、権利者のサポートサービス規約に従って提供されます（体験期間中の本ソ
フトウェアの有料版および本ソフトウェアの無料版はテクニカルサポートの対象外です）
。
テクニカルサポートサービスおよびその規約に関しては、support.kaspersky.co.jp を参照してくださ
い。
5. 情報および広告の受信
5.1. お客様は、情報の保護レベルを向上させるため、権利者および代理店の両方またはいずれかより本
ソフトウェア経由で情報を受信することを認知し、承諾し、これに同意するものとします。
6. 機密保持
6.1. 本ソフトウェアのテスト用バージョンを使用する場合、お客様は、特定の設計および個々のプログ
ラムの構成、アクティベーションコードを含む本ソフトウェアとユーザーガイドが、権利者の所有物かつ
機密情報であることに同意するものとします。権利者の書面による同意なく、これらの情報をいかなる形
式でも第三者に開示、提供または利用できる形にしてはなりません。お客様はこのような機密情報を保護
するために適切なセキュリティ手法を実装するものとします。また、上記の一般性を制限することなく、
お客様は本ソフトウェアおよびユーザーガイドまたはそれらの一部でもインターネットを通じて転送さ
せないものとします。
7. 制限事項
7.1. お客様は、放棄不可能な権利を適用法で許可された場合を除き、本ソフトウェアのエミュレート、
複製、貸与、レンタル、リース、販売、変更、逆コンパイル、逆アセンブルまたはリバースエンジニアリ
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ングを行ったり、本ソフトウェアまたはその一部の派生物を作成したりすることはできません。また、前
述の制限事項が適用法により明示的に禁止された場合を除き、ソフトウェアの一部を可読可能な形式に
変換すること、ライセンスされたソフトウェアまたはそのサブセットを第三者に譲渡すること、またはそ
のような行為を第三者に許可することはできません。本ソフトウェアのバイナリコードおよびソースコ
ードのいずれについても、独占所有物である本プログラムアルゴリズムの再作成に使用すること、または
そのためにリバースエンジニアリングすることはできません。本書に明示されていないすべての権利は
権利者およびその供給元の両方またはいずれかが保有するものとします。前述のような本ソフトウェア
の不正使用を行うと、本契約および本契約により許諾されるライセンスが即時に自動解除されるものと
します。さらに、お客様に対して刑事訴追および民事訴訟がなされる場合があります。
7.2. お客様は、本契約の条項 A の第 2.5 条で規定する場合を除き、本ソフトウェアを使用する権利を
第三者に譲渡することはできません。
7.3. アクティベーションコードは権利者の秘密情報とみなされ、お客様は本契約の条項 A の第 2.5 条
で規定する条件の下でアクティベーションコードを第三者に譲渡できる場合を除き、これを第三者に提
供またはアクセス可能にしないものとし、アクティベーションコードを保護するために妥当な注意を払
うものとします。お客様は、本ソフトウェアの使用期間中に、アクティベーションコードの秘密維持に関
して責任を負うこととします。
7.4. 取得したライセンスは全体として付与されており、商用目的などでサードパーティに配布する目的
で分配することはできません。
7.5. お客様は、ユーザーガイドに記載される脅威の検知、ブロック、処理に使用されるデータまたはソ
フトウェアの作成に本ソフトウェアを使用しないものとします。
8. 限定保証と免責条項
8.1. 本契約に別段の記載がない限り、かつお客様が本ソフトウェアに関して最新のアップデートをイン
ストールしていることを条件として、本ソフトウェアはユーザーガイドに記載されるとおり機能します。
8.2. お客様は、本ソフトウェアが、本ソフトウェアおよびその機能の改良、パッチおよび改変ならびに
本ソフトウェアの新バージョンの自動ダウンロードおよびインストールを行う自動アップデート設定が
有効になっている状態で提供されることに同意するものとします。
8.3. お客様は、本ソフトウェアが、本ソフトウェアの基本的な機能に必要な Web ブラウザー用拡張機
能を自動的にダウンロードすることに同意するものとします。
8.4. お客様は、エラーのないソフトウェアは存在しないことを認知し、承諾し、これに同意し、お客様
にとって適切な頻度と信頼性に基づき、端末内のファイルおよび OS の設定のバックアップをとるよう
アドバイスを受けたことを認めるものとします。
8.5. お客様がユーザーガイドまたは本契約の条件に違反している場合、権利者は、本ソフトウェアの正
常動作を保証しません。
8.6. お客様が本契約の条項 A の第 2.6 条に指定のアップデートを定期的にダウンロードしていない
場合は、権利者は、本ソフトウェアの正常動作を保証しません。
8.7. 本契約の条項 A の第 3 条に指定されている期間が経過している場合は、権利者は、本ソフトウェ
アが、ユーザーガイドに規定の仕様および説明に従って機能することを保証しないものとします。
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8.8. 本ソフトウェアに、設備の仕様又は権利者またはその関連会社によって提供されていないソフトウ
ェアに起因する不具合が発生した場合は、権利者は本ソフトウェアの正常な動作を保証しません。
8.9. 本ソフトウェアの一部の機能は、本契約またはユーザーガイドに指定されるとおり、サードパーテ
ィの通信環境へのアクセスおよび使用によって提供されます。これらのサードパーティの通信環境に関
して権利者は責任を負いません。お客様は、お客様がサードパーティの通信環境を使用することによって
発生した損失や損害について、権利者がいかなる責任も負わないことに同意するものとします。
8.10. お客様は、本ソフトウェアは権利者の標準設定が既定で適用された状態で提供され、お客様独自
の要件を満たすために本ソフトウェアの設定を変更する場合はお客様ご自身の責任において実施するこ
とを認めるものとします。
8.11. お客様は、本ソフトウェアがその動作のために必要な処理を実行することを認め、これに同意す
るものとします。
8.12. （該当する場合）お客様は、本ソフトウェアのテスト用バージョンを使用する場合、本ソフトウェ
アが既定と異なる特別な設定で提供されることに同意するものとします。
8.13. 本ソフトウェアは「現状有姿」で提供され、権利者は、その使用または性能に関し言質を与えず、
保証を行いません。適用法により、除外または限定が行えない範囲の保証、条件、言質、契約条件を除き、
権利者およびその代理店は、第三者の権利を侵害していないこと、商品性、十分な品質、完全性、特定目
的への合致性を含むが、それに限らない事柄に関し、一切の保証、条件設定、言質、契約条件設定（明示
的または黙示的を問わず、また、法令、普通法、習慣、利用その他にかかわらず）を行いません。お客様
は意図した結果を得るために本ソフトウェアを選択したこと、また、そのインストール方法、使用方法、
および得られた結果について、その性能に関し、すべての責任とリスクを負うこととします。前項の規定
を制限することなく、権利者は、本ソフトウェアにはエラーがないことや、障害その他の故障がないこ
と、または、権利者に開示されているか否かにかかわらず、お客様の要件の一部またはすべてを満たして
いるかどうかについて、一切の保証を行わず、言質を与えないものとします。
9. 免責事項
9.1. 適用法により許可される最大範囲において、権利者または代理店は、いかなる場合でも、特別的、
偶発的、懲罰的、間接的または結果的ないかなる損害（利益、秘密情報またはその他の情報の損失、ビジ
ネスの中断、プライバシーの喪失、データまたはプログラムの破損、損害および損失、法的義務、誠実義
務または合理的な注意義務の違反、過失、経済的損失およびその他金銭的な損失またはその他の損失によ
る損害を含むがこれに限定されない）の可能性について通知されていたとしても、その損害の責任を負い
ません。ここで損害とは、本ソフトウェアの使用もしくは使用不能またはサポートもしくはその他サービ
ス、情報、ソフトウェアおよびソフトウェアを通じた関連コンテンツの提供もしくは提供不能に直接起因
するもしくは何らかの形で関連して発生する損害、ソフトウェアの使用に起因するその他の損害、本契約
のいずれかの条項に従ってもしくは関連して発生するその他の損害、契約違反もしくは不法行為（過失、
虚偽表示、厳格責任の義務または債務を含む）、法的義務の違反または権利者もしくは代理店の保証の不
履行に起因する損害を指します。
お客様は、権利者および代理店の両方またはいずれかが責任を負う場合でも、権利者および代理店の両方
またはいずれかの当該責任は本ソフトウェアの価格に制限されることに同意するものとします。いかな
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る場合であっても、権利者および代理店の両方またはいずれかの当該責任は、本ソフトウェアの入手時に
お客様が権利者および代理店の両方またはいずれか（場合に応じて）に支払った金額を上限とします。
本契約は、死亡または身体障害に対するいかなる請求も除外または制限するものではありません。さらに
また、本契約の免責事項、除外事項または制限事項が適用法により除外または制限不可能な場合、そのよ
うな免責事項、除外事項、または制限事項のみお客様に適用されず、その他の免責事項、除外事項、およ
び制限事項は、引き続きお客様に適用されるものとします。
10. GNU およびその他のサードパーティライセンス
10.1. 本ソフトウェアは、GNU 一般公衆利用許諾書（GPL）または同様のフリーソフトライセンスに基づ
きお客様にライセンスされている（またはサブライセンスされている）ソフトウェアプログラムを含む場
合があります。これらのプログラムは、お客様に対し、一定のプログラムまたはその一部をコピー、変更、
再配信することをその他の権利と共に許可し、またソースコードへのアクセスを許可しています（オープ
ンソースソフトウェア）
。バイナリ形式の実行ファイルで配信されるかかるソフトウェアに関し、そのラ
イセンスで指示がある場合、ソースコードをそれらのソフトウェアを使用するお客様が利用できるよう
にしなくてはならず、この場合、ソースコードは本ソフトウェアに付属しているか
source@kaspersky.com までリクエストを送付し入手することが可能です。オープンソースソフトウェア
ライセンスが権利者に対し、オープンソースソフトウェアプログラムを使用、コピー、変更する権利を提
供するよう要求し、かかる権利が、本契約で認められている権利よりも許諾範囲が広い場合、かかる権利
は、本書における権利および制限に対し優先するものとします。
11. 知的財産権
11.1. 本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに含まれる著作物、システム、アイデア、操作方法、文書、
およびその他の情報は、権利者またはその供給元の独占所有物である知的財産および重要な企業秘密の
両方またはいずれかであって、また、権利者および該当する場合その供給元は、刑法および民法によっ
て、また、ロシア連邦、EU、アメリカ合衆国およびその他の国の著作権、企業秘密、商標、特許法および
国際条約によって保護されることにお客様は同意するものとします。
本契約は、お客様に対し、権利者やその供給元の商標や商号（「本商標」）を含む、知的財産権への権利を
与えるものではありません。お客様は、商標に関する認められた慣習に従って、本ソフトウェアが生成し
た印刷物を商標所有者の名前などにより特定する場合に限り、本商標を使用できます。このような形で本
商標を使用することにより、本商標の所有権がお客様に与えられるものではありません。
権利者およびその供給元は、本ソフトウェアに関連するすべての権利、権限、および利益を所有し継続し
てこれを保有します。これには、権利者が行ったかまたは第三者が行ったかにかかわらず、本ソフトウェ
アへのエラー修正、拡張機能、アップデート、またはその他の修正が含まれ、また、すべての著作権、特
許、企業秘密権、商標権、その他の知的財産権が含まれます。
お客様による本ソフトウェアの所有、インストール、使用は、お客様に対して本ソフトウェアの知的財産
権の所有権を移譲するものではなく、お客様は、本契約に明示的に規定されたものを除き、本ソフトウェ
アに対するいかなる権利も取得しないものとします。本契約に基づいて作成された本ソフトウェアのす
べてのコピーには、本ソフトウェアに表示されるものと同じ著作権表示を行わなくてはなりません。本契
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約は、本ソフトウェアに対する本書に記載される以外の知的所有権をお客様に付与するものではなく、本
契約に基づき付与されるライセンスは、本契約の条件に従った限定的使用権のみを提供するものである
ことをお客様は認めるものとします。権利者は、本契約において明示的に付与された権利以外のすべての
権利を保有するものとします。
11.2. お客様は、いかなる形でも本ソフトウェアを修正または改竄しないことに同意し、本ソフトウェ
アのコピー上の、著作権表示その他独占所有権表示を削除または変更することもできません。
11.3. 本ソフトウェアの知的所有権を侵害した場合、法に従って、民事責任、行政法上の責任、刑事責任
が発生します。
12. 準拠法
12.1. 条項 A の第 12.2 条および第 12.3 条に定める場合を除き、本契約は、お客様が本ソフトウェア
を取得した以下に定める国または地域の法律により管轄および解釈され、法の抵触に関する原則の適用
は受けません：
a. ロシア。お客様が本ソフトウェアをロシアで取得された場合、ロシア連邦の法律が適用されます。
b. アメリカ合衆国、プエルトリコ、アメリカ領サモア、グアム、アメリカ領ヴァージン諸島。お客様が
本ソフトウェアをアメリカ合衆国、プエルトリコ、アメリカ領サモア、グアム、アメリカ領ヴァージン諸
島で取得された場合、アメリカ合衆国のマサチューセッツ州の法律が適用されます。ただし、消費者保
護、不正競争防止、または類似の州の法律に関する請求については、お客様が居住する州の法律が適用さ
れます。法に認められる最大限の範囲内において、権利者およびお客様は陪審裁判の権利を放棄すること
に明示的に合意するものとします。
c. カナダ。お客様が本ソフトウェアをカナダで取得された場合、オンタリオ州の法律が適用されます。
d. メキシコ。お客様が本ソフトウェアをメキシコで取得された場合、メキシコ合衆国の法律が適用され
ます。
e. 欧州連合（EU）
。お客様が本ソフトウェアを EU 加盟国で取得された場合、ドイツ法が適用されます。
f. オーストラリア。お客様が本ソフトウェアをオーストラリアで取得された場合、ライセンスを取得さ
れた州または特別地域の法律が適用されます。
g. 香港特別行政区およびマカオ特別行政区。お客様が本ソフトウェアを香港特別行政区またはマカオ特
別行政区で取得された場合、香港特別行政区の法律が適用されます。
h. 中華民国。お客様が本ソフトウェアを中華民国で取得された場合、中華民国の法律が適用されます。
i. 日本。お客様が本ソフトウェアを日本で取得された場合、日本国の法律が適用されます。
j. その他の国または地域。お客様が本ソフトウェアを上記以外の国で取得することを選択した場合、購
入の行為が発生した国の実体法が適用されます。
12.2. 前条の定めにかかわらず、本契約が適用または解釈される国または地域において、当該の国また
は地域の強制的な法律または公序良俗が、本契約に定める法律の適用を禁止する場合、当該の強制的な法
律または公序良俗によって要求される範囲内において、当該の国または地域の法律が代わりに適用され
るものとします。同様に、お客様が個人の場合、お客様が居住する国において、その国の法律の下でお客
様が実行しなければならない可能性のある行為の強制的な権利は、条項 A の第 12.1 条の条項によって
影響を受けません。
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12.3. 本契約は国際物品売買契約に関する国際連合条約に準拠せず、当該条約の適用を明示的に除外し
ます。
12.4. 本ソフトウェアに関連して問題が発生した際に、お客様は権利者またはその代理店にのみ直接連
絡する義務を負うものとします。
13. 訴訟期間
13.1. 本契約のどちらかの当事者に対し起こされる、本契約に基づく取引に由来する訴訟は、その形式
を問わず、訴訟の原因が発生、または発生したことが発見されてから一（1）年以上経過した後には起訴
されないものとします。ただし、知的所有権の侵害訴訟は、適用可能な法定期間の最大限まで起訴できる
ものとします。
14. 完全合意条項、分離条項、権利不放棄
14.1. 本契約は、お客様と権利者との間の完全なる合意であり、口頭または書面による、本ソフトウェア
または本契約の主題に関する、それ以前の取り決め、提案、通信内容、広告に優先するものとします。お
客様は本契約を読み、理解し、その条件に拘束されることに同意するものとします。裁判管轄権のある裁
判所によって、本契約の条項の一部または全部が、何らかの理由で、効力を欠いている、無効である、ま
たは執行不能であるとされた場合も、合法かつ執行可能になるようにかかる条項を狭く解釈することで、
この理由により契約全体が無効とはならず、本契約の残りの部分は、できる限りその元の意味を維持しな
がら、法および衡平法で許される最大限まで、完全なる効力を持続するものとします。本書の条項または
条件の権利放棄は、書面により、お客様と権利者の権限を与えられた代表者の両方の署名によらない限
り、有効ではないものとし、本契約の条項違反に対する異議申し立ての権利放棄は、以前、現在（同時進
行）
、および将来の権利放棄を構成しないものとします。本契約の条項または権利の厳守について、その
不履行を権利者が指摘しなかったことは、かかる条項または権利の権利放棄として解釈されないものと
します。
15. 集団訴訟（クラスアクション）の放棄および調停
15.1. お客様がアメリカ合衆国にお住まいの場合、この条項 A の第 15 条が適用されます。お客様と権
利者の間またはお客様と権利者に関連するサードパーティの間で、権利者の製品やサービスまたは本契
約の内容に関する争議や苦情または議論が発生した際、両者間で適切な期間で解決に至らなかった場合
に、お客様および相手当事者は、連邦仲裁法（Federal Arbitration Act、
「FAA」
）に基づいて米国仲裁協
会（American Arbitration Association、
「AAA」）において、個別の仲裁に同意したこととし、法廷で裁
判官や陪審員の前で訴訟を起こすことがないものとします。両当事者の間で個別の仲裁手続きが発生し
た場合、中立仲裁人が決定し、その決定は FAA に基づく制限された控訴権以外は最終決定となります。
本契約および AAA の規定の間に矛盾がある場合は、本契約が優先するものとします。
15.2. 集団訴訟、集団調停、民間代理人の訴訟、すべての当事者による事前の同意を得ることなく個別の
訴訟を合わせた訴えを起こすこと、または誰かが代理をして訴訟手続きを実行することなどを含む、また
これに限定されない全ての訴訟を起こすことは許可されません。本契約に同意することで、お客様は前述
の集団訴訟または多数当事者訴訟を起こしたり、訴訟に参加したりしないことに同意したものとし、最終
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的にお客様向けに救済措置の裁定が下された場合は、本条項に記載されている通りお客様個別に適用さ
れるものとします。本ソフトウェアに問題がある場合、権利者またはその代理店に直接お問い合わせいた
だけます。
15.3. 権利者の知的財産権、その行使や効力等に対するあらゆる争議や苦情または議論が発生した場合、
もしくは権利者の製品またはサービスの不正な使用に起因するあらゆる形態での苦情（盗難や著作権侵
害などを含むがこれに限定されない）が発生した場合は、本条の内容が適用されないものとします。
16. 権利者の連絡先
本契約に関する質問がある場合や、何らかの理由で権利者に連絡する場合は、以下に記載する権利者の顧
客サービス部門まで連絡してください。
AO Kaspersky Lab
Bldg. 3, 39A, Leningradskoe Shosse, Moscow, 125212
ロシア連邦
メールアドレス：info@kaspersky.com
Web サイト：www.kaspersky.com
条項 B. データ処理に関する条件
「データ処理に関する条件」の項の条件をお読みください。本条項では、お客様またはお客様の端末から
受け取ったデータおよび権利者がそのデータを本契約の履行に際してどのように処理するかについて説
明します。本ソフトウェアが法人または複数の個人が使用する端末で使用される場合、お客様は、本ソフ
トウェアを使用する前に、本ソフトウェアを使用するすべての個人および法人が「データ処理に関する条
件」を理解し、それらに同意するよう徹底する必要があります。
1. 権利者および代理店が本契約に基づく義務を実行するために、権利者はこの条項 B の第 1 条に記載
される情報を下記目的で受け取り処理する必要があります。このような情報は特定の国で適用される法
律においては個人情報とみなされることがあります。
・本ソフトウェアの主要機能の提供
ユーザーガイドに記載されている本ソフトウェアの主要な機能は、お客様の認証情報（ログイン ID とパ
スワード）
、お客様のクレジットカードに関する情報、住所、メモ、ドキュメントのファイルおよびその
他の重要な情報を端末の使用中に安全に保管するために提供されています。これらの主要な機能を提供
するため、お客様が本ソフトウェアを使用する際に、権利者は次の情報をお客様の端末から受け取り、処
理する必要があります。
本ソフトウェアの使用中にお客様が法的文書に同意したかどうかを示すフラグ、本ソフトウェアの使用
中にお客様が使用許諾契約書に同意した日時、本ソフトウェアの使用中にお客様が同意した法的文書の
種別、本ソフトウェアの使用中にお客様が同意した法的文書のバージョン、インストールされている本ソ
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フトウェアのバージョン、端末の識別子、本ソフトウェアの言語、IP アドレス、ライセンスの識別子、
リンク名、お客様の端末にインストールわれているオペレーティングシステムのバージョン、権利者のシ
ステムにおけるお客様の固有識別子、本ソフトウェアの識別子、本ソフトウェアのリブランディングの識
別子、本ソフトウェアのアップデートを開始したタスクの識別子、アクセスされた Web サービスのアド
レス（URL、IP）
・本ソフトウェアのパフォーマンスを向上させるために、Kaspersky Security Network （以下「KSN」と
いいます）の使用に関して次の情報が転送されます：
- KSN の識別子
- 本ソフトウェアの識別子
- 本ソフトウェアの詳細バージョン
- お客様の端末の匿名化された IP アドレス
- KSN へのリクエストの実行品質を示す指標
- KSN 用パケットの処理品質を示す指標
- 統計情報の送信を開始した日時
- 統計情報の送信を終了した日時
2. 権利者は、個人を特定できない形式でデータを処理します。このようなデータの一覧と処理目的につ
いては、help.kaspersky.com/jp で本ソフトウェアを選択し、
「データ処理」のセクションを参照してく
ださい。
3. 権利者が本契約に基づく義務を実行するために、条項 B に記載される目的で受け取り処理する必要
のある情報の提供に関して、お客様が同意しない場合は、お客様は本契約の条件に同意しないものとしま
す。この場合、本ソフトウェアのインストールおよび使用を中止してください。
4. お客様が本ソフトウェアを介して権利者にデータを提供する際に、権利者は自社のプライバシーポリ
シーに従ってそのデータを扱います。プライバシーポリシーにはとくに権利者がお客様のデータを保護
する方法、お客様のデータをどの地域に処理するのか、データの所有者としてのお客様の権利について記
載されています。プライバシーポリシーの全文は kaspersky.co.jp/products-and-services-privacypolicy でご確認いただけます。
(c) 2018 AO Kaspersky Lab.

■Android 版
カスペルスキー パスワードマネージャー for Android 使用許諾契約書
お客様への法律上の重要なお知らせ：本ソフトウェアのご使用を開始される前に、以下の契約書を注意深
くお読みください。

カシモ WiMAX コンテンツ利用規約 -111-

本契約を締結するにあたり、お客様は成人である必要があります。お客様が未成年である場合は、お客様
の保護者または法的後見人が本契約を確認し、合意する必要があります。お客様の保護者または法的後見
人は、お客様の代わりに本契約に合意し、本契約の条項に基づく、お客様のすべての義務に関する責任を
負うものとします。
お客様が本ソフトウェアを実行、または本契約の記述が含まれる画面で同意を示すボタンをクリック、ま
たは対応する記号を入力した時点で、お客様ご自身が成人であることを証明して、お客様ご自身もしくは
お子様の代理として本契約に合意し、本契約の条項に基づく、お客様のすべての義務に関する責任を負う
ものとしたこととなります。また、お客様が本ソフトウェアを実行、または本契約の記述が含まれる画面
で同意を示すボタンをクリック、または対応する記号を入力した時点で、本契約の条項に無条件で同意
し、本契約の契約条件に従って本ソフトウェアを使用する権利を得たことになります。本契約の諸条件に
同意されない、またはお客様が未成年である場合は、本ソフトウェアのインストール作業を中断し、本ソ
フトウェアを削除してください。
本ソフトウェアに書面形式のライセンス契約書か同様の文書、またはライセンス証書が付属する場合は、
これらの文書に定義されている本ソフトウェアの使用条件が、本契約よりも優先します。
条項 A. 一般条件
1. 定義
1.1 本ソフトウェアとは、無料版、有料版ならびにアップデートおよびその関連資料を含む、権利者が製
造するソフトウェアを意味します。
1.2 権利者（独占的であるか否かを問わず、本ソフトウェアに関するすべての権利の所有者）は、ロシア
連邦法に基づいて設立された企業、AO Kaspersky Lab を意味します。
1.3 端末とは、本ソフトウェアに対応され、本ソフトウェアをインストールまたは使用するオペレーテ
ィングシステム、仮想マシンまたはハードウェアを意味します。
1.4 本ソフトウェアの無料版とは、権利者によってエンドユーザーに対して無料で提供される本ソフト
ウェアの機能モードを意味します。
1.5 本ソフトウェアの有料版とは、有効期間中の有償ライセンスまたは体験ライセンス（該当する場合）
によるアクティベーションが完了し、無料版に対する拡張機能が利用可能になった本ソフトウェアの機
能モードを意味します。
1.6 エンドユーザー（お客様）とは、自身のために本ソフトウェアをインストールまたは使用する個人ま
たは本ソフトウェアのコピーを合法的に使用する個人を意味します。また、本ソフトウェアをダウンロー
ドまたはインストールし、本契約に同意する人物を代表として承認した組織を意味します。本契約の目的
において「組織」とは、合名会社、有限会社、企業、協会、合資会社、信託会社、合弁会社、労働組合、
法人化されていない組織、政府当局を含みますがこれらに限りません。
1.7 代理店とは、権利者との契約およびライセンスに基づき本ソフトウェアを販売する法人または個人
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を意味します。
1.8 アップデートとは、本ソフトウェアの定義データベースおよび本ソフトウェアの改善、パッチ適用、
拡張機能、変更を意味します。
1.9 拡張機能とは、権利者によって提供される、新しくライセンスを取得するか既存のものを拡張して
本ソフトウェアと一緒に、または独立して使用できる、本ソフトウェアの機能を拡張するための追加のソ
フトウェアコンポーネントまたはサービスを意味します。拡張機能は、具体的な拡張機能によって無償ま
たは有償で提供されています。これらの拡張機能に関して、取得する前に詳細を確認することができま
す。
1.10 ユーザーガイドとは、ユーザーガイド、管理者用ガイド、リファレンスブックおよび関連する説明
資料またはその他の資料を意味します。
1.11 ライセンス証書とは、ライセンスに関する情報と同様に、アクティベーションコードに加えてエン
ドユーザーに提供される文書を意味します。ライセンス証書は購入方法により提供されない場合があり
ます。
1.12 Web ポータルとは、インストールされた本ソフトウェアおよび取得したライセンスを管理する目的
で権利者が提供する Web リソースを意味します。
1.13 ユーザーアカウントとは、Web ポータルに登録する際にエンドユーザーが提供した情報を使用して
作成された、Web ポータルの個人セクションを意味します。ユーザーアカウントを使用して Web ポータ
ルにアクセスすると、条項 A の第 1.12 条に記載される操作を実行することができます。
2. ライセンスの付与
2.1 お客様は、ユーザーガイドまたは権利者のテクニカルサポートの Web サイトに記載される機能の範
囲内で、ユーザーガイドに記載されるすべての技術要件、また本契約に記載される制限および利用規約に
従う条件のもと、本ソフトウェアを使用する非独占的使用許諾ライセンスを付与されます。
（該当する場合）本ソフトウェアをテスト目的で使用する場合、権利者はお客様がユーザーガイドに記載
される技術要件、また本契約に記載されるすべての制限および利用規約に従う条件のもと、本ソフトウェ
アをテストするための非独占的使用許諾ライセンスを付与します。
体験期間（該当する場合）
。本ソフトウェアに、有料版の機能を評価するために有料版を使用する体験期
間が設けられている場合は、最初に本ソフトウェアの有料版をインストールした日を起算とする評価期
間内に限り、本ソフトウェアの有料版の機能を使用できることとします。ただし、当該体験期間の利用目
的は評価に限り、体験期間終了後の使用は禁止します。
複数の環境で使用するソフトウェア、多言語ソフトウェア、デュアルメディアで使用するソフトウェア、
複数コピー、バンドル版。お客様が、本ソフトウェアの異なるバージョンもしくは異なる言語版を使用す
る場合でも、複数のメディアで本ソフトウェアを受領した場合でも、本ソフトウェアの複数のコピーを受
領した場合でも、または他のソフトウェアにバンドルされた本ソフトウェアを受領した場合でも、本ソフ
トウェアのすべてのバージョンをインストールすることが許可される端末の合計台数は、権利者から取
得したライセンス上の端末数に一致するものとします。ライセンス条件で別段の規定がない限り、取得さ
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れたライセンス数に応じて、条項 A の第 2.2 および 2.3 条で規定する端末数およびユーザーアカウン
ト数の両方またはいずれかとしてのインストールと使用の権利が与えられます。
2.2 本ソフトウェアを物理的媒体で取得した場合、お客様は本ソフトウェアのパッケージ、または同梱
の文書に指定された台数の端末およびユーザーアカウント数の両方またはいずれかとして本ソフトウェ
アを使用する権利を保有します。
2.3 本ソフトウェアをオンラインで取得した場合、お客様は本ソフトウェアのライセンス取得時に指定
された台数の端末数およびユーザーアカウント数の両方またはいずれかとして本ソフトウェアを使用す
る権利を保有します。
2.4 お客様は、バックアップ目的でのみ、また合法的に所有する本ソフトウェアのコピーが紛失、破損、
または使用不可能になったために差し替える場合に限り本ソフトウェアのバックアップコピーを作成す
る権利を保有します。このバックアップコピーは、他の用途に用いてはならず、条項 A の第 3.12 条で
指定されている理由を含むその他の理由で本ソフトウェアを使用する権利を失った場合や、お客様が本
ソフトウェアを使用している国または地域で施行されている法令による以外の理由で、お客様のライセ
ンスが期限切れまたは打ち切りとなった場合は、破棄しなくてはなりません。お客様が、本ソフトウェア
がインストールされた端末を譲渡または売却する場合は、ライセンスの譲渡にかかわる条項 A の第 2.5
条の該当条件が適用されない限り、本契約に基づきお客様がインストールした本ソフトウェアのすべて
があらかじめインストール先の端末から削除されていることを確認してください。
2.5 お客様は、権利者がお客様に許諾したライセンスの範囲内に限り、また、受贈者が本契約のすべての
条項に拘束されることに同意し、受贈者が、権利者から許諾されたライセンスのすべてをお客様から引き
継ぐ場合にのみ、本ソフトウェアを使用する非独占的使用許諾を第三者へ譲渡できます。権利者からお客
様に付与された本ソフトウェアを使用するための権利を、お客様が完全に譲渡した場合、お客様は、バッ
クアップコピーを含むすべてのソフトウェアのコピーを破棄しなければなりません。お客様が譲渡され
たライセンスの受贈者の場合は、本契約のすべての条項を順守することに同意しなければなりません。本
契約のすべての条項に拘束されることにご同意いただけない場合は、本ソフトウェアをインストールま
たは使用してはいけません。お客様が受贈者の場合は、さらに、本ソフトウェアを権利者から最初に購入
したエンドユーザーが所持していた以上の権利や条件を保有しないということに同意するものとします。
2.6 本ソフトウェアのアクティベーション後、パッケージに記載された期間（本ソフトウェアを物理的
媒体で入手した場合）または取得時に指定された期間（本ソフトウェアをオンラインで入手した場合）に
わたって、お客様は権利者またはその代理店から自動アップデートおよび本ソフトウェアの最新版を受
け取ることができます。また条項 A の第 4 条に記載されるテクニカルサポートを受けることができま
す。
2.7 本ソフトウェアを使用する際に、お客様のユーザーアカウントを使用して Web ポータルと本ソフト
ウェアを接続することが必要となる場合があります。お客様は、権利者および供給元の両方またはいずれ
かの Web リソースを採用することによって、お客様のユーザーアカウントを使用して行われるいかなる
操作にも責任を負う必要があります。お客様は、お客様のユーザーアカウントが許可なく使用された場合
も、権利者が責任を負わないことに同意するものとします。
3. アクティベーションおよびライセンス有効期間
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3.1 本ソフトウェアの無料版の使用期間は、権利者によって制限されないものとします。
3.2 お客様がご自身の端末に変更を加えた場合、または端末にインストールされた他の製造元のソフト
ウェアの変更を行った場合、本ソフトウェアの再アクティベーションが必要となる場合があります。ま
た、再アクティベーションの回数には権利者が制限を設ける場合があります。
3.3 本ソフトウェアが物理的媒体によって取得された場合、本契約に同意すると、パッケージに記載さ
れた期間中、本ソフトウェアを使用できます。
3.4 本ソフトウェアがインターネット経由で受領または取得された場合、本契約に同意すると、取得の
過程で指定された期間中、本ソフトウェアを使用できます。
3.5 お客様が本ソフトウェアを代理店から受け取った場合は、本ソフトウェアの使用期間は、お客様と
代理店の間で合意される場合があります。
3.6 ライセンス証書がある場合は、本ソフトウェアの使用期間はライセンス証書に指定されています。
3.7 自動更新されるライセンスで本ソフトウェアを使用される場合は、本ソフトウェアの使用期間は当
該ライセンスの発行手続きを行う際に指定されています。
3.8 お客様が権利者から本ソフトウェアのテスト用バージョンを受け取った場合の使用期間は、権利者
の Web サイトの関連項目に明記されているか、ユーザーガイドに記載される方法で確認することができ
ます。
3.9 条項 A の第 2.1 条に従って評価の目的でアクティベートされた本ソフトウェアの有料版の体験期
間は、ユーザーガイドに記載されている方法で参照できます。
3.10 本ソフトウェアの有料版のライセンスの有効期間終了後は、ユーザーガイドに記載されるとおりに
本ソフトウェアの有料版の機能は本ソフトウェアの無料版の機能に制限されるものとします。
3.11 2 台以上の端末に適用が可能なライセンスを購入した場合は、1 台目の端末でアクティベーション
を実施した日を起算とする有効期間か、ライセンス証書がある場合はライセンス証書に指定されている
期間が適用されます。
3.12 お客様が本契約の契約条件のいずれかに違反した場合、権利者が保有できる法律または衡平法にお
ける他のあらゆる救済方法を妨げることなく、お客様に通知することなく、また、ライセンス費用または
その一部を返金することなく、本ソフトウェアを使用するライセンスを打ち切る権利を保有するものと
します。
3.13 お客様は、日本語版にのみ有効なアクティベーションコードと共に本ソフトウェアを取得したこと
に同意するものとします。このアクティベーションコードを使用して、日本国内でのみ本ソフトウェアを
アクティベートできます。
3.14 特定の通信事業者が運営するサービスなどで本ソフトウェアを取得した場合、当該ソフトウェアの
使用は、サービスなどを提供する通信事業者が指定する期間および環境に限定されます。
3.15 権利者は、お客様に使用される本ソフトウェアのコピーの合法性について確認する手段を使用し、
本ソフトウェアの使用が合法的であることを認証する権利を保有します。前述の確認が特定の期間内に
完了できない場合は、本ソフトウェアの機能が制限される場合があります。
3.16 本ソフトウェアの有料版がカスペルスキーセキュリティとのバンドルもしくはカスペルスキー ス
モール オフィス セキュリティの一部として稼働する際には、カスペルスキーセキュリティまたはカス
ペルスキー スモール オフィス セキュリティに適用可能なアクティベーションコードがお客様のユー
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ザーアカウントに使用されます。
4. テクニカルサポート
4.1 テクニカルサポートは、権利者のサポートサービス規約に従って提供されます（体験期間中の本ソ
フトウェアの有料版および本ソフトウェアの無料版はテクニカルサポートの対象外です）
。
テクニカルサポートサービスおよびその規約に関しては、support.kaspersky.co.jp を参照してくださ
い。
5. 情報および広告の受信
5.1 お客様は、情報の保護レベルを向上させるため、権利者および代理店の両方またはいずれかより本
ソフトウェア経由で情報を受信することを認知し、承諾し、これに同意するものとします。
6. 機密保持
6.1. 本ソフトウェアのテスト用バージョンを使用する場合、お客様は、特定の設計および個々のプログ
ラムの構成、アクティベーションコードを含む本ソフトウェアとユーザーガイドが、権利者の所有物かつ
機密情報であることに同意するものとします。権利者の書面による同意なく、これらの情報をいかなる形
式でも第三者に開示、提供または利用できる形にしてはなりません。お客様はこのような機密情報を保護
するために適切なセキュリティ手法を実装するものとします。また、上記の一般性を制限することなく、
お客様は本ソフトウェアおよびユーザーガイドまたはそれらの一部でもインターネットを通じて転送さ
せないものとします。
7. 制限事項
7.1 お客様は、放棄不可能な権利を適用法で許可された場合を除き、本ソフトウェアのエミュレート、複
製、貸与、レンタル、リース、販売、変更、逆コンパイル、逆アセンブルまたはリバースエンジニアリン
グを行ったり、本ソフトウェアまたはその一部の派生物を作成したりすることはできません。また、前述
の制限事項が適用法により明示的に禁止された場合を除き、ソフトウェアの一部を可読可能な形式に変
換すること、ライセンスされたソフトウェアまたはそのサブセットを第三者に譲渡すること、またはその
ような行為を第三者に許可することはできません。本ソフトウェアのバイナリコードおよびソースコー
ドのいずれについても、独占所有物である本プログラムアルゴリズムの再作成に使用すること、またはそ
のためにリバースエンジニアリングすることはできません。本書に明示されていないすべての権利は権
利者およびその供給元の両方またはいずれかが保有するものとします。前述のような本ソフトウェアの
不正使用を行うと、本契約および本契約により許諾されるライセンスが即時に自動解除されるものとし
ます。さらに、お客様に対して刑事訴追および民事訴訟がなされる場合があります。
7.2 お客様は、本契約の条項 A の第 2.5 条で規定する場合を除き、本ソフトウェアを使用する権利を
第三者に譲渡することはできません。
7.3 アクティベーションコードは権利者の秘密情報とみなされ、お客様は本契約の条項 A の第 2.5 条
で規定する条件の下でアクティベーションコードを第三者に譲渡できる場合を除き、これを第三者に提
供またはアクセス可能にしないものとし、アクティベーションコードを保護するために妥当な注意を払
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うものとします。お客様は、本ソフトウェアの使用期間中に、アクティベーションコードの秘密維持に関
して責任を負うこととします。
7.4 取得したライセンスは全体として付与されており、商用目的などでサードパーティに配布する目的
で分配することはできません。
7.5 お客様は、ユーザーガイドに記載される脅威の検知、ブロック、処理に使用されるデータまたはソフ
トウェアの作成に本ソフトウェアを使用しないものとします。
8. 限定保証と免責条項
8.1 本契約に別段の記載がない限り、かつお客様が本ソフトウェアに関して最新のアップデートをイン
ストールしていることを条件として、本ソフトウェアはユーザーガイドに記載されるとおり機能します。
8.2 お客様は、本ソフトウェアが、本ソフトウェアおよびその機能の改良、パッチおよび改変ならびに本
ソフトウェアの新バージョンの自動ダウンロードおよびインストールを行う自動アップデート設定が有
効になっている状態で提供されることに同意するものとします。
8.3 お客様は、本ソフトウェアが、本ソフトウェアの基本的な機能に必要な Web ブラウザー用拡張機能
を自動的にダウンロードすることに同意するものとします。
8.4 お客様は、エラーのないソフトウェアは存在しないことを認知し、承諾し、これに同意し、お客様に
とって適切な頻度と信頼性に基づき、端末内のファイルおよび OS の設定のバックアップをとるようア
ドバイスを受けたことを認めるものとします。
8.5 お客様がユーザーガイドまたは本契約の条件に違反している場合、権利者は、本ソフトウェアの正
常動作を保証しません。
8.6 お客様が本契約の条項 A の第 2.6 条に指定のアップデートを定期的にダウンロードしていない場
合は、権利者は、本ソフトウェアの正常動作を保証しません。
8.7 本契約の条項 A の第 3 条に指定されている期間が経過している場合は、権利者は、本ソフトウェ
アが、ユーザーガイドに規定の仕様および説明に従って機能することを保証しないものとします。
8.8 本ソフトウェアに、設備の仕様又は権利者またはその関連会社によって提供されていないソフトウ
ェアに起因する不具合が発生した場合は、権利者は本ソフトウェアの正常な動作を保証しません。
8.9 本ソフトウェアの一部の機能は、本契約またはユーザーガイドに指定されるとおり、サードパーテ
ィの通信環境へのアクセスおよび使用によって提供されます。これらのサードパーティの通信環境に関
して権利者は責任を負いません。お客様は、お客様がサードパーティの通信環境を使用することによって
発生した損失や損害について、権利者がいかなる責任も負わないことに同意するものとします。
8.10 お客様は、本ソフトウェアは権利者の標準設定が既定で適用された状態で提供され、お客様独自の
要件を満たすために本ソフトウェアの設定を変更する場合はお客様ご自身の責任において実施すること
を認めるものとします。
8.11 お客様は、本ソフトウェアがその動作のために必要な処理を実行することを認め、これに同意する
ものとします。
8.12 （該当する場合）お客様は、本ソフトウェアのテスト用バージョンを使用する場合、本ソフトウェ
アが既定と異なる特別な設定で提供されることに同意するものとします。
8.13 本ソフトウェアは「現状有姿」で提供され、権利者は、その使用または性能に関し言質を与えず、
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保証を行いません。適用法により、除外または限定が行えない範囲の保証、条件、言質、契約条件を除き、
権利者およびその代理店は、第三者の権利を侵害していないこと、商品性、十分な品質、完全性、特定目
的への合致性を含むが、それに限らない事柄に関し、一切の保証、条件設定、言質、契約条件設定（明示
的または黙示的を問わず、また、法令、普通法、習慣、利用その他にかかわらず）を行いません。お客様
は意図した結果を得るために本ソフトウェアを選択したこと、また、そのインストール方法、使用方法、
および得られた結果について、その性能に関し、すべての責任とリスクを負うこととします。前項の規定
を制限することなく、権利者は、本ソフトウェアにはエラーがないことや、障害その他の故障がないこ
と、または、権利者に開示されているか否かにかかわらず、お客様の要件の一部またはすべてを満たして
いるかどうかについて、一切の保証を行わず、言質を与えないものとします。
9. 免責事項
9.1 適用法により許可される最大範囲において、権利者または代理店は、いかなる場合でも、特別的、偶
発的、懲罰的、間接的または結果的ないかなる損害（利益、秘密情報またはその他の情報の損失、ビジネ
スの中断、プライバシーの喪失、データまたはプログラムの破損、損害および損失、法的義務、誠実義務
または合理的な注意義務の違反、過失、経済的損失およびその他金銭的な損失またはその他の損失による
損害を含むがこれに限定されない）の可能性について通知されていたとしても、その損害の責任を負いま
せん。ここで損害とは、本ソフトウェアの使用もしくは使用不能またはサポートもしくはその他サービ
ス、情報、ソフトウェアおよびソフトウェアを通じた関連コンテンツの提供もしくは提供不能に直接起因
するもしくは何らかの形で関連して発生する損害、ソフトウェアの使用に起因するその他の損害、本契約
のいずれかの条項に従ってもしくは関連して発生するその他の損害、契約違反もしくは不法行為（過失、
虚偽表示、厳格責任の義務または債務を含む）、法的義務の違反または権利者もしくは代理店の保証の不
履行に起因する損害を指します。
お客様は、権利者および代理店の両方またはいずれかが責任を負う場合でも、権利者および代理店の両方
またはいずれかの当該責任は本ソフトウェアの価格に制限されることに同意するものとします。いかな
る場合であっても、権利者および代理店の両方またはいずれかの当該責任は、本ソフトウェアの入手時に
お客様が権利者および代理店の両方またはいずれか（場合に応じて）に支払った金額を上限とします。
本契約は、死亡または身体障害に対するいかなる請求も除外または制限するものではありません。さらに
また、本契約の免責事項、除外事項または制限事項が適用法により除外または制限不可能な場合、そのよ
うな免責事項、除外事項、または制限事項のみお客様に適用されず、その他の免責事項、除外事項、およ
び制限事項は、引き続きお客様に適用されるものとします。
10. GNU およびその他のサードパーティライセンス
10.1 本ソフトウェアは、GNU 一般公衆利用許諾書（GPL）または同様のフリーソフトライセンスに基づき
お客様にライセンスされている（またはサブライセンスされている）ソフトウェアプログラムを含む場合
があります。これらのプログラムは、お客様に対し、一定のプログラムまたはその一部をコピー、変更、
再配信することをその他の権利と共に許可し、またソースコードへのアクセスを許可しています（オープ
ンソースソフトウェア）
。バイナリ形式の実行ファイルで配信されるかかるソフトウェアに関し、そのラ
イセンスで指示がある場合、ソースコードをそれらのソフトウェアを使用するお客様が利用できるよう
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にしなくてはならず、この場合、ソースコードは本ソフトウェアに付属しているか
source@kaspersky.com までリクエストを送付し入手することが可能です。オープンソースソフトウェア
ライセンスが権利者に対し、オープンソースソフトウェアプログラムを使用、コピー、変更する権利を提
供するよう要求し、かかる権利が、本契約で認められている権利よりも許諾範囲が広い場合、かかる権利
は、本書における権利および制限に対し優先するものとします。
11. 知的財産権
11.1 本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに含まれる著作物、システム、アイデア、操作方法、文書、
およびその他の情報は、権利者またはその供給元の独占所有物である知的財産および重要な企業秘密の
両方またはいずれかであって、また、権利者および該当する場合その供給元は、刑法および民法によっ
て、また、ロシア連邦、EU、アメリカ合衆国およびその他の国の著作権、企業秘密、商標、特許法および
国際条約によって保護されることにお客様は同意するものとします。本契約は、お客様に対し、権利者や
その供給元の商標や商号（
「本商標」
）を含む、知的財産権への権利を与えるものではありません。お客様
は、商標に関する認められた慣習に従って、本ソフトウェアが生成した印刷物を商標所有者の名前などに
より特定する場合に限り、本商標を使用できます。このような形で本商標を使用することにより、本商標
の所有権がお客様に与えられるものではありません。権利者およびその供給元は、本ソフトウェアに関連
するすべての権利、権限、および利益を所有し継続してこれを保有します。これには、権利者が行ったか
または第三者が行ったかにかかわらず、本ソフトウェアへのエラー修正、拡張機能、アップデート、また
はその他の修正が含まれ、また、すべての著作権、特許、企業秘密権、商標権、その他の知的財産権が含
まれます。お客様による本ソフトウェアの所有、インストール、使用は、お客様に対して本ソフトウェア
の知的財産権の所有権を移譲するものではなく、お客様は、本契約に明示的に規定されたものを除き、本
ソフトウェアに対するいかなる権利も取得しないものとします。本契約に基づいて作成された本ソフト
ウェアのすべてのコピーには、本ソフトウェアに表示されるものと同じ著作権表示を行わなくてはなり
ません。本契約は、本ソフトウェアに対する本書に記載される以外の知的所有権をお客様に付与するもの
ではなく、本契約に基づき付与されるライセンスは、本契約の条件に従った限定的使用権のみを提供する
ものであることをお客様は認めるものとします。権利者は、本契約において明示的に付与された権利以外
のすべての権利を保有するものとします。
11.2 お客様は、いかなる形でも本ソフトウェアを修正または改竄しないことに同意し、本ソフトウェア
のコピー上の、著作権表示その他独占所有権表示を削除または変更することもできません。
11.3 本ソフトウェアの知的所有権を侵害した場合、法に従って、民事責任、行政法上の責任、刑事責任
が発生します。
12. 準拠法
12.1 条項 A の第 12.2 条および第 12.3 条に定める場合を除き、本契約は、お客様が本ソフトウェア
を取得した以下に定める国または地域の法律により管轄および解釈され、法の抵触に関する原則の適用
は受けません：
a. ロシア。お客様が本ソフトウェアをロシアで取得された場合、ロシア連邦の法律が適用されます。
b. アメリカ合衆国、プエルトリコ、アメリカ領サモア、グアム、アメリカ領ヴァージン諸島。お客様が
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本ソフトウェアをアメリカ合衆国、プエルトリコ、アメリカ領サモア、グアム、アメリカ領ヴァージン諸
島で取得された場合、アメリカ合衆国のマサチューセッツ州の法律が適用されます。ただし、消費者保
護、不正競争防止、または類似の州の法律に関する請求については、お客様が居住する州の法律が適用さ
れます。法に認められる最大限の範囲内において、権利者およびお客様は陪審裁判の権利を放棄すること
に明示的に合意するものとします。
c. カナダ。お客様が本ソフトウェアをカナダで取得された場合、オンタリオ州の法律が適用されます。
d. メキシコ。お客様が本ソフトウェアをメキシコで取得された場合、メキシコ合衆国の法律が適用され
ます。
e. 欧州連合（EU）
。お客様が本ソフトウェアを EU 加盟国で取得された場合、ドイツ法が適用されます。
f. オーストラリア。お客様が本ソフトウェアをオーストラリアで取得された場合、ライセンスを取得さ
れた州または特別地域の法律が適用されます。
g. 香港特別行政区およびマカオ特別行政区。お客様が本ソフトウェアを香港特別行政区またはマカオ特
別行政区で取得された場合、香港特別行政区の法律が適用されます。
h. 中華民国。お客様が本ソフトウェアを中華民国で取得された場合、中華民国の法律が適用されます。
i. 日本。お客様が本ソフトウェアを日本で取得された場合、日本国の法律が適用されます。
j. その他の国または地域。お客様が本ソフトウェアを上記以外の国で取得することを選択した場合、購
入の行為が発生した国の実体法が適用されます。
12.2 前条の定めにかかわらず、本契約が適用または解釈される国または地域において、当該の国または
地域の強制的な法律または公序良俗が、本契約に定める法律の適用を禁止する場合、当該の強制的な法律
または公序良俗によって要求される範囲内において、当該の国または地域の法律が代わりに適用される
ものとします。同様に、お客様が個人の場合、お客様が居住する国において、その国の法律の下でお客様
が実行しなければならない可能性のある行為の強制的な権利は、条項 A の第 12.1 条の条項によって影
響を受けません。
12.3 本契約は国際物品売買契約に関する国際連合条約に準拠せず、当該条約の適用を明示的に除外しま
す。
12.4 本ソフトウェアに関連して問題が発生した際に、お客様は権利者またはその代理店にのみ直接連絡
する義務を負うものとします。
13. 訴訟期間
13.1 本契約のどちらかの当事者に対し起こされる、本契約に基づく取引に由来する訴訟は、その形式を
問わず、訴訟の原因が発生、または発生したことが発見されてから一（1）年以上経過した後には起訴さ
れないものとします。ただし、知的所有権の侵害訴訟は、適用可能な法定期間の最大限まで起訴できるも
のとします。
14. 完全合意条項、分離条項、権利不放棄
14.1 本契約は、お客様と権利者との間の完全なる合意であり、口頭または書面による、本ソフトウェア
または本契約の主題に関する、それ以前の取り決め、提案、通信内容、広告に優先するものとします。お
客様は本契約を読み、理解し、その条件に拘束されることに同意するものとします。裁判管轄権のある裁
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判所によって、本契約の条項の一部または全部が、何らかの理由で、効力を欠いている、無効である、ま
たは執行不能であるとされた場合も、合法かつ執行可能になるようにかかる条項を狭く解釈することで、
この理由により契約全体が無効とはならず、本契約の残りの部分は、できる限りその元の意味を維持しな
がら、法および衡平法で許される最大限まで、完全なる効力を持続するものとします。本書の条項または
条件の権利放棄は、書面により、お客様と権利者の権限を与えられた代表者の両方の署名によらない限
り、有効ではないものとし、本契約の条項違反に対する異議申し立ての権利放棄は、以前、現在（同時進
行）
、および将来の権利放棄を構成しないものとします。本契約の条項または権利の厳守について、その
不履行を権利者が指摘しなかったことは、かかる条項または権利の権利放棄として解釈されないものと
します。
15. 集団訴訟（クラスアクション）の放棄および調停
15.1 お客様がアメリカ合衆国にお住まいの場合、この条項 A の第 15 条が適用されます。お客様と権
利者の間またはお客様と権利者に関連するサードパーティの間で、権利者の製品やサービスまたは本契
約の内容に関する争議や苦情または議論が発生した際、両者間で適切な期間で解決に至らなかった場合
に、お客様および相手当事者は、連邦仲裁法（Federal Arbitration Act、
「FAA」
）に基づいて米国仲裁協
会（American Arbitration Association、
「AAA」）において、個別の仲裁に同意したこととし、法廷で裁
判官や陪審員の前で訴訟を起こすことがないものとします。両当事者の間で個別の仲裁手続きが発生し
た場合、中立仲裁人が決定し、その決定は FAA に基づく制限された控訴権以外は最終決定となります。
本契約および AAA の規定の間に矛盾がある場合は、本契約が優先するものとします。
15.2 集団訴訟、集団調停、民間代理人の訴訟、すべての当事者による事前の同意を得ることなく個別の
訴訟を合わせた訴えを起こすこと、または誰かが代理をして訴訟手続きを実行することなどを含む、また
これに限定されない全ての訴訟を起こすことは許可されません。本契約に同意することで、お客様は前述
の集団訴訟または多数当事者訴訟を起こしたり、訴訟に参加したりしないことに同意したものとし、最終
的にお客様向けに救済措置の裁定が下された場合は、本条項に記載されている通りお客様個別に適用さ
れるものとします。本ソフトウェアに問題がある場合、権利者またはその代理店に直接お問い合わせいた
だけます。
15.3 権利者の知的財産権、その行使や効力等に対するあらゆる争議や苦情または議論が発生した場合、
もしくは権利者の製品またはサービスの不正な使用に起因するあらゆる形態での苦情（盗難や著作権侵
害などを含むがこれに限定されない）が発生した場合は、本条の内容が適用されないものとします。
16. 権利者の連絡先
本契約に関する質問がある場合や、何らかの理由で権利者に連絡する場合は、以下に記載する権利者の顧
客サービス部門まで連絡してください。
AO Kaspersky Lab
Bldg. 3, 39A, Leningradskoe Shosse, Moscow, 125212
ロシア連邦
メールアドレス：info@kaspersky.com
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Web サイト：www.kaspersky.com
条項 B. データ処理に関する条件
「データ処理に関する条件」の項の条件をお読みください。本条項では、お客様またはお客様の端末から
受け取ったデータおよび権利者がそのデータを本契約の履行に際してどのように処理するかについて説
明します。本ソフトウェアが法人または複数の個人が使用する端末で使用される場合、お客様は、本ソフ
トウェアを使用する前に、本ソフトウェアを使用するすべての個人および法人が「データ処理に関する条
件」を理解し、それらに同意するよう徹底する必要があります。
1. 権利者および代理店が本契約に基づく義務を実行するために、権利者はこの条項 B の第 1 条に記載
される情報を下記目的で受け取り処理する必要があります。このような情報は特定の国で適用される法
律においては個人情報とみなされることがあります。
・本ソフトウェアの主要機能の提供
ユーザーガイドに記載されている本ソフトウェアの主要な機能は、お客様の認証情報（ログイン ID とパ
スワード）
、お客様のクレジットカードに関する情報、住所、メモ、ドキュメントのファイルおよびその
他の重要な情報を端末の使用中に安全に保管するために提供されています。これらの主要な機能を提供
するため、お客様が本ソフトウェアを使用する際に、権利者は次の情報をお客様の端末から受け取り、処
理する必要があります。
・本ソフトウェアの識別子
・本ソフトウェアの詳細バージョン
・本ソフトウェアの一意なインストール識別子
・アップデートセッションの識別子
2. サードパーティの事業者によるデータ処理。本ソフトウェアの一部の機能は、本契約の規定に従って、
サードパーティの通信環境の使用を介して提供されます。本契約に基づく義務を実行するために、サード
パーティの事業者はこの条項 B の第 2 条に記載される情報を下記目的で受け取り処理する必要があり
ます。このような情報は特定の国で適用される法律においては個人情報とみなされることがあります。
・サードパーティの事業者が本ソフトウェアから直接受け取る情報
本ソフトウェアが中断することなく動作するように、サードパーティの事業者は、お客様が取得したライ
センス、本ソフトウェアをインストールした端末に関する次の情報を受け取り、処理する必要がありま
す。
・本ソフトウェアの異常終了（クラッシュ）に関する情報：一意なイベント識別子、本ソフトウェアのイ
ンストール日時およびイベントの発生日時、エラーメッセージの文章、イベント発生時の画面の向き、本
ソフトウェアがバックグラウンドで動作していた状態を示すフラグ、バッテリーのレベル、バッテリーの
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放電速度。異常終了の信号が発生した場合は、その名前と数値コード
・端末にインストールした本ソフトウェアに関する情報：本ソフトウェアのパッケージ識別子および本
ソフトウェアの詳細バージョン、実行中のすべてのスレッドの各フレームに対する現行の命令ポインタ
・本ソフトウェアに読み込まれた個々のバイナリモジュールに関する情報：モジュール名、UUID、サイズ
（バイト数）
、RAM 内のモジュールの 64 ビットアドレス
・端末に関する情報：オペレーティングシステムの名前およびバージョン、機種、CPU 設計、RAM の合計
容量と現在の使用量、ディスクの合計容量と現在の使用量、端末がルート化されている状態を示すフラグ
・
（実行中に取得可能な場合）命令ポインタを含む関数名またはメソッド名、レジスタの値、端末の近接
センサーの有効状況を示すフラグ
・オペレーティングシステムの名前とバージョン
・Android の端末識別子（Android ID）および Android の広告識別子（Advertising ID）
お客様がサードパーティの通信環境を使用しているときに処理される情報に関して、権利者は責任を負
いません。お客様は、本ソフトウェアによるサードパーティの通信環境へのアクセスまたは使用の前に、
サードパーティの事業者のプライバシーポリシーに記載されているデータ処理に関する規則および手順
を確認する義務を負うものとします。サードパーティの事業者は自社のプライバシーポリシーに基づい
て情報を処理します。プライバシーポリシーの全文は https://try.crashlytics.com/terms/ でご確認
いただけます。
3. 権利者は、個人を特定できない形式でデータを処理します。このようなデータの一覧と処理目的につ
いては、help.kaspersky.com/jp で本ソフトウェアを選択し、
「データ提供」のセクションを参照してく
ださい。
4. 権利者が本契約に基づく義務を実行するために、条項 B に記載される目的で受け取り処理する必要
のある情報の提供に関して、お客様が同意しない場合は、お客様は本契約の条件に同意しないものとしま
す。この場合、本ソフトウェアのインストールおよび使用を中止してください。
5. お客様が本ソフトウェアを介して権利者にデータを提供する際に、権利者は自社のプライバシーポリ
シーに従ってそのデータを扱います。プライバシーポリシーにはとくに権利者がお客様のデータを保護
する方法、お客様のデータをどの地域に処理するのか、データの所有者としてのお客様の権利について記
載されています。プライバシーポリシーの全文は kaspersky.co.jp/products-and-services-privacypolicy でご確認いただけます。
(C) 2019 AO Kaspersky Lab. All Rights Reserved. 本ソフトウェアおよび付属文書には、著作権が設
定され、著作権法および国際著作権条約、ならびにその他の知的所有権関連の法律および条約により保護
されています。

カシモ WiMAX コンテンツ利用規約 -123-

■iOS 版
カスペルスキー パスワードマネージャー for iOS 使用許諾契約書
KASPERSKY LAB 使用許諾契約書 （
「契約」
）
お客様への法律上の重要なお知らせ：本ソフトウェアのご使用を開始される前に、以下の契約書を注意深
くお読みください。
本契約を締結するにあたり、お客様は成人である必要があります。お客様が未成年である場合は、お客様
の保護者または法的後見人が本契約を確認し、合意する必要があります。お客様の保護者または法的後見
人は、お客様の代わりに本契約に合意し、本契約の条項に基づく、お客様のすべての義務に関する責任を
負うものとします。
お客様が本ソフトウェアを実行、または本契約の記述が含まれる画面で同意を示すボタンをクリック、ま
たは対応する記号を入力した時点で、お客様ご自身が成人であることを証明して、お客様ご自身もしくは
お子様の代理として本契約に合意し、本契約の条項に基づく、お客様のすべての義務に関する責任を負う
ものとしたこととなります。
また、お客様が本ソフトウェアを実行、または本契約の記述が含まれる画面で同意を示すボタンをクリッ
ク、または対応する記号を入力した時点で、本契約の条項に無条件で同意し、本契約の契約条件に従って
本ソフトウェアを使用する権利を得たことになります。
本契約の諸条件に同意されない、またはお客様が未成年である場合は、本ソフトウェアのインストール作
業を中断し、本ソフトウェアを削除してください。
本ソフトウェアに書面形式のライセンス契約書か同様の文書、またはライセンス証書が付属する場合は、
これらの文書に定義されている本ソフトウェアの使用条件が、本契約よりも優先します。
条項 A. 一般条件
1.定義
1.1.本ソフトウェアとは、無料版、有料版ならびにアップデートおよびその関連資料を含む、権利者が製
造するソフトウェアを意味します。 1.2.権利者（独占的であるか否かを問わず、本ソフトウェアに関す
るすべての権利の所有者）は、ロシア連邦法に基づいて設立された企業、AO Kaspersky Lab を意味しま
す。 1.3.端末とは、本ソフトウェアに対応され、本ソフトウェアをインストールまたは使用するオペレ
ーティングシステム、仮想マシンまたはハードウェアを意味します。 1.4.本ソフトウェアの無料版とは、
権利者によってエンドユーザーに対して無料で提供される本ソフトウェアの機能モードを意味します。
1.5.本ソフトウェアの有料版とは、有効期間中の有償ライセンスまたは体験ライセンス（該当する場合）
によるアクティベーションが完了し、無料版に対する拡張機能が利用可能になった本ソフトウェアの機
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能モードを意味します。 1.6.エンドユーザー（お客様）とは、自身のために本ソフトウェアをインスト
ールまたは使用する個人または本ソフトウェアのコピーを合法的に使用する個人を意味します。また、本
ソフトウェアをダウンロードまたはインストールし、本契約に同意する人物を代表として承認した組織
を意味します。本契約の目的において「組織」とは、合名会社、有限会社、企業、協会、合資会社、信託
会社、合弁会社、労働組合、法人化されていない組織、政府当局を含みますがこれらに限りません。 1.7.
代理店とは、権利者との契約およびライセンスに基づき本ソフトウェアを販売する法人または個人を意
味します。 1.8.アップデートとは、本ソフトウェアの定義データベースおよび本ソフトウェアの改善、
パッチ適用、拡張機能、変更を意味します。 1.9.拡張機能とは、権利者によって提供される、新しくラ
イセンスを取得するか既存のものを拡張して本ソフトウェアと一緒に、または独立して使用できる、本ソ
フトウェアの機能を拡張するための追加のソフトウェアコンポーネントまたはサービスを意味します。
拡張機能は、具体的な拡張機能によって無償または有償で提供されています。これらの拡張機能に関し
て、取得する前に詳細を確認することができます。 1.10.ユーザーガイドとは、ユーザーガイド、管理者
用ガイド、リファレンスブックおよび関連する説明資料またはその他の資料を意味します。 1.11.ライ
センス証書とは、ライセンスに関する情報と同様に、アクティベーションコードに加えてエンドユーザー
に提供される文書を意味します。ライセンス証書は購入方法により提供されない場合があります。
1.12.Web ポータルとは、インストールされた本ソフトウェアおよび取得したライセンスを管理する目的
で権利者が提供する Web リソースを意味します。 1.13.ユーザーアカウントとは、Web ポータルに登録
する際にエンドユーザーが提供した情報を使用して作成された、Web ポータルの個人セクションを意味
します。ユーザーアカウントを使用して Web ポータルにアクセスすると、条項 A の第 1.12 条に記載
される操作を実行することができます。
2.ライセンスの付与
2.1.お客様は、ユーザーガイドまたは権利者のテクニカルサポートの Web サイトに記載される機能の範
囲内で、ユーザーガイドに記載されるすべての技術要件、また本契約に記載される制限および利用規約に
従う条件のもと、本ソフトウェアを使用する非独占的使用許諾ライセンスを付与されます。
（該当する場合）本ソフトウェアをテスト目的で使用する場合、権利者はお客様がユーザーガイドに記載
される技術要件、また本契約に記載されるすべての制限および利用規約に従う条件のもと、本ソフトウェ
アをテストするための非独占的使用許諾ライセンスを付与します。
体験期間（該当する場合）
。本ソフトウェアに、有料版の機能を評価するために有料版を使用する体験期
間が設けられている場合は、最初に本ソフトウェアの有料版をインストールした日を起算とする評価期
間内に限り、本ソフトウェアの有料版の機能を使用できることとします。ただし、当該体験期間の利用目
的は評価に限り、体験期間終了後の使用は禁止します。
複数の環境で使用するソフトウェア、多言語ソフトウェア、デュアルメディアで使用するソフトウェア、
複数コピー、バンドル版。お客様が、本ソフトウェアの異なるバージョンもしくは異なる言語版を使用す
る場合でも、複数のメディアで本ソフトウェアを受領した場合でも、本ソフトウェアの複数のコピーを受
領した場合でも、または他のソフトウェアにバンドルされた本ソフトウェアを受領した場合でも、本ソフ
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トウェアのすべてのバージョンをインストールすることが許可される端末の合計台数は、権利者から取
得したライセンス上の端末数に一致するものとします。ライセンス条件で別段の規定がない限り、取得さ
れたライセンス数に応じて、条項 A の第 2.2 および 2.3 条で規定する端末数およびユーザーアカウン
ト数の両方またはいずれかとしてのインストールと使用の権利が与えられます。
2.2.本ソフトウェアを物理的媒体で取得した場合、お客様は本ソフトウェアのパッケージ、または同梱の
文書に指定された台数の端末およびユーザーアカウント数の両方またはいずれかとして本ソフトウェア
を使用する権利を保有します。
2.3.本ソフトウェアをオンラインで取得した場合、お客様は本ソフトウェアのライセンス取得時に指定
された台数の端末数およびユーザーアカウント数の両方またはいずれかとして本ソフトウェアを使用す
る権利を保有します。
2.4.お客様は、バックアップ目的でのみ、また合法的に所有する本ソフトウェアのコピーが紛失、破損、
または使用不可能になったために差し替える場合に限り本ソフトウェアのバックアップコピーを作成す
る権利を保有します。このバックアップコピーは、他の用途に用いてはならず、条項 A の第 3.12 条で
指定されている理由を含むその他の理由で本ソフトウェアを使用する権利を失った場合や、お客様が本
ソフトウェアを使用している国または地域で施行されている法令による以外の理由で、お客様のライセ
ンスが期限切れまたは打ち切りとなった場合は、破棄しなくてはなりません。お客様が、本ソフトウェア
がインストールされた端末を譲渡または売却する場合は、ライセンスの譲渡にかかわる条項 A の第 2.5
条の該当条件が適用されない限り、本契約に基づきお客様がインストールした本ソフトウェアのすべて
があらかじめインストール先の端末から削除されていることを確認してください。
2.5.お客様は、権利者がお客様に許諾したライセンスの範囲内に限り、また、受贈者が本契約のすべての
条項に拘束されることに同意し、受贈者が、権利者から許諾されたライセンスのすべてをお客様から引き
継ぐ場合にのみ、本ソフトウェアを使用する非独占的使用許諾を第三者へ譲渡できます。権利者からお客
様に付与された本ソフトウェアを使用するための権利を、お客様が完全に譲渡した場合、お客様は、バッ
クアップコピーを含むすべてのソフトウェアのコピーを破棄しなければなりません。お客様が譲渡され
たライセンスの受贈者の場合は、本契約のすべての条項を順守することに同意しなければなりません。本
契約のすべての条項に拘束されることにご同意いただけない場合は、本ソフトウェアをインストールま
たは使用してはいけません。お客様が受贈者の場合は、さらに、本ソフトウェアを権利者から最初に購入
したエンドユーザーが所持していた以上の権利や条件を保有しないということに同意するものとします。
2.6.本ソフトウェアのアクティベーション後、パッケージに記載された期間（本ソフトウェアを物理的媒
体で入手した場合）または取得時に指定された期間（本ソフトウェアをオンラインで入手した場合）にわ
たって、お客様は権利者またはその代理店から自動アップデートおよび本ソフトウェアの最新版を受け
取ることができます。また条項 A の第 4 条に記載されるテクニカルサポートを受けることができます。
2.7.本ソフトウェアを使用する際に、お客様のユーザーアカウントを使用して Web ポータルと本ソフト
ウェアを接続することが必要となる場合があります。お客様は、権利者および供給元の両方またはいずれ
かの Web リソースを採用することによって、お客様のユーザーアカウントを使用して行われるいかなる
操作にも責任を負う必要があります。お客様は、お客様のユーザーアカウントが許可なく使用された場合
も、権利者が責任を負わないことに同意するものとします。
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3.アクティベーションおよびライセンス有効期間
3.1.本ソフトウェアの無料版の使用期間は、権利者によって制限されないものとします。
3.2.お客様がご自身の端末に変更を加えた場合、または端末にインストールされた他の製造元のソフト
ウェアの変更を行った場合、本ソフトウェアの再アクティベーションが必要となる場合があります。ま
た、再アクティベーションの回数には権利者が制限を設ける場合があります。
3.3.本ソフトウェアが物理的媒体によって取得された場合、本契約に同意すると、パッケージに記載され
た期間中、本ソフトウェアを使用できます。
3.4.本ソフトウェアがインターネット経由で受領または取得された場合、本契約に同意すると、取得の過
程で指定された期間中、本ソフトウェアを使用できます。
3.5.お客様が本ソフトウェアを代理店から受け取った場合は、本ソフトウェアの使用期間は、お客様と代
理店の間で合意される場合があります。
3.6.ライセンス証書がある場合は、本ソフトウェアの使用期間はライセンス証書に指定されています。
3.7.自動更新されるライセンスで本ソフトウェアを使用される場合は、本ソフトウェアの使用期間は当
該ライセンスの発行手続きを行う際に指定されています。
3.8.お客様が権利者から本ソフトウェアのテスト用バージョンを受け取った場合の使用期間は、権利者
の Web サイトの関連項目に明記されているか、ユーザーガイドに記載される方法で確認することができ
ます。
3.9.条項 A の第 2.1 条に従って評価の目的でアクティベートされた本ソフトウェアの有料版の体験期
間は、ユーザーガイドに記載されている方法で参照できます。
3.10.本ソフトウェアの有料版のライセンスの有効期間終了後は、ユーザーガイドに記載されるとおりに
本ソフトウェアの有料版の機能は本ソフトウェアの無料版の機能に制限されるものとします。
3.11.2 台以上の端末に適用が可能なライセンスを購入した場合は、1 台目の端末でアクティベーション
を実施した日を起算とする有効期間か、ライセンス証書がある場合はライセンス証書に指定されている
期間が適用されます。
3.12.お客様が本契約の契約条件のいずれかに違反した場合、権利者が保有できる法律または衡平法にお
ける他のあらゆる救済方法を妨げることなく、お客様に通知することなく、また、ライセンス費用または
その一部を返金することなく、本ソフトウェアを使用するライセンスを打ち切る権利を保有するものと
します。
3.13.お客様は、日本語版にのみ有効なアクティベーションコードと共に本ソフトウェアを取得したこと
に同意するものとします。このアクティベーションコードを使用して、日本国内でのみ本ソフトウェアを
アクティベートできます。
3.14.特定の通信事業者が運営するサービスなどで本ソフトウェアを取得した場合、当該ソフトウェアの
使用は、サービスなどを提供する通信事業者が指定する期間および環境に限定されます。
3.15.権利者は、お客様に使用される本ソフトウェアのコピーの合法性について確認する手段を使用し、
本ソフトウェアの使用が合法的であることを認証する権利を保有します。前述の確認が特定の期間内に
完了できない場合は、本ソフトウェアの機能が制限される場合があります。
3.16.本ソフトウェアの有料版がカスペルスキーセキュリティとのバンドルもしくはカスペルスキー ス
モール オフィス セキュリティの一部として稼働する際には、カスペルスキーセキュリティまたはカス
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ペルスキー スモール オフィス セキュリティに適用可能なアクティベーションコードがお客様のユー
ザーアカウントに使用されます。
4.テクニカルサポート
4.1.テクニカルサポートは、権利者のサポートサービス規約に従って提供されます（体験期間中の本ソフ
トウェアの有料版および本ソフトウェアの無料版はテクニカルサポートの対象外です）。
テクニカルサポートサービスおよびその規約に関しては、support.kaspersky.co.jp を参照してくださ
い。
5.情報および広告の受信
5.1.お客様は、情報の保護レベルを向上させるため、権利者および代理店の両方またはいずれかより本ソ
フトウェア経由で情報を受信することを認知し、承諾し、これに同意するものとします。
6.機密保持
6.1.本ソフトウェアのテスト用バージョンを使用する場合、お客様は、特定の設計および個々のプログラ
ムの構成、アクティベーションコードを含む本ソフトウェアとユーザーガイドが、権利者の所有物かつ機
密情報であることに同意するものとします。権利者の書面による同意なく、これらの情報をいかなる形式
でも第三者に開示、提供または利用できる形にしてはなりません。お客様はこのような機密情報を保護す
るために適切なセキュリティ手法を実装するものとします。また、上記の一般性を制限することなく、お
客様は本ソフトウェアおよびユーザーガイドまたはそれらの一部でもインターネットを通じて転送させ
ないものとします。
7.制限事項
7.1.お客様は、放棄不可能な権利を適用法で許可された場合を除き、本ソフトウェアのエミュレート、複
製、貸与、レンタル、リース、販売、変更、逆コンパイル、逆アセンブルまたはリバースエンジニアリン
グを行ったり、本ソフトウェアまたはその一部の派生物を作成したりすることはできません。また、前述
の制限事項が適用法により明示的に禁止された場合を除き、ソフトウェアの一部を可読可能な形式に変
換すること、ライセンスされたソフトウェアまたはそのサブセットを第三者に譲渡すること、またはその
ような行為を第三者に許可することはできません。本ソフトウェアのバイナリコードおよびソースコー
ドのいずれについても、独占所有物である本プログラムアルゴリズムの再作成に使用すること、またはそ
のためにリバースエンジニアリングすることはできません。本書に明示されていないすべての権利は権
利者およびその供給元の両方またはいずれかが保有するものとします。前述のような本ソフトウェアの
不正使用を行うと、本契約および本契約により許諾されるライセンスが即時に自動解除されるものとし
ます。さらに、お客様に対して刑事訴追および民事訴訟がなされる場合があります。
7.2.お客様は、本契約の条項 A の第 2.5 条で規定する場合を除き、本ソフトウェアを使用する権利を
第三者に譲渡することはできません。
7.3.アクティベーションコードは権利者の秘密情報とみなされ、お客様は本契約の条項 A の第 2.5 条
で規定する条件の下でアクティベーションコードを第三者に譲渡できる場合を除き、これを第三者に提
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供またはアクセス可能にしないものとし、アクティベーションコードを保護するために妥当な注意を払
うものとします。お客様は、本ソフトウェアの使用期間中に、アクティベーションコードの秘密維持に関
して責任を負うこととします。
7.4.取得したライセンスは全体として付与されており、商用目的などでサードパーティに配布する目的
で分配することはできません。
7.5.お客様は、ユーザーガイドに記載される脅威の検知、ブロック、処理に使用されるデータまたはソフ
トウェアの作成に本ソフトウェアを使用しないものとします。
8.限定保証と免責条項
8.1.本契約に別段の記載がない限り、かつお客様が本ソフトウェアに関して最新のアップデートをイン
ストールしていることを条件として、本ソフトウェアはユーザーガイドに記載されるとおり機能します。
8.2.お客様は、本ソフトウェアが、本ソフトウェアおよびその機能の改良、パッチおよび改変ならびに本
ソフトウェアの新バージョンの自動ダウンロードおよびインストールを行う自動アップデート設定が有
効になっている状態で提供されることに同意するものとします。
8.3.お客様は、本ソフトウェアが、本ソフトウェアの基本的な機能に必要な Web ブラウザー用拡張機能
を自動的にダウンロードすることに同意するものとします。
8.4.お客様は、エラーのないソフトウェアは存在しないことを認知し、承諾し、これに同意し、お客様に
とって適切な頻度と信頼性に基づき、端末内のファイルおよび OS の設定のバックアップをとるようア
ドバイスを受けたことを認めるものとします。
8.5.お客様がユーザーガイドまたは本契約の条件に違反している場合、権利者は、本ソフトウェアの正常
動作を保証しません。
8.6.お客様が本契約の条項 A の第 2.6 条に指定のアップデートを定期的にダウンロードしていない場
合は、権利者は、本ソフトウェアの正常動作を保証しません。
8.7.本契約の条項 A の第 3 条に指定されている期間が経過している場合は、権利者は、本ソフトウェ
アが、ユーザーガイドに規定の仕様および説明に従って機能することを保証しないものとします。
8.8.本ソフトウェアに、設備の仕様又は権利者またはその関連会社によって提供されていないソフトウ
ェアに起因する不具合が発生した場合は、権利者は本ソフトウェアの正常な動作を保証しません。
8.9.本ソフトウェアの一部の機能は、本契約またはユーザーガイドに指定されるとおり、サードパーティ
の通信環境へのアクセスおよび使用によって提供されます。これらのサードパーティの通信環境に関し
て権利者は責任を負いません。お客様は、お客様がサードパーティの通信環境を使用することによって発
生した損失や損害について、権利者がいかなる責任も負わないことに同意するものとします。
8.10.お客様は、本ソフトウェアは権利者の標準設定が既定で適用された状態で提供され、お客様独自の
要件を満たすために本ソフトウェアの設定を変更する場合はお客様ご自身の責任において実施すること
を認めるものとします。
8.11.お客様は、本ソフトウェアがその動作のために必要な処理を実行することを認め、これに同意する
ものとします。
8.12.（該当する場合）お客様は、本ソフトウェアのテスト用バージョンを使用する場合、本ソフトウェ
アが既定と異なる特別な設定で提供されることに同意するものとします。
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8.13.本ソフトウェアは「現状有姿」で提供され、権利者は、その使用または性能に関し言質を与えず、
保証を行いません。適用法により、除外または限定が行えない範囲の保証、条件、言質、契約条件を除き、
権利者およびその代理店は、第三者の権利を侵害していないこと、商品性、十分な品質、完全性、特定目
的への合致性を含むが、それに限らない事柄に関し、一切の保証、条件設定、言質、契約条件設定（明示
的または黙示的を問わず、また、法令、普通法、習慣、利用その他にかかわらず）を行いません。お客様
は意図した結果を得るために本ソフトウェアを選択したこと、また、そのインストール方法、使用方法、
および得られた結果について、その性能に関し、すべての責任とリスクを負うこととします。前項の規定
を制限することなく、権利者は、本ソフトウェアにはエラーがないことや、障害その他の故障がないこ
と、または、権利者に開示されているか否かにかかわらず、お客様の要件の一部またはすべてを満たして
いるかどうかについて、一切の保証を行わず、言質を与えないものとします。
9.免責事項
9.1.適用法により許可される最大範囲において、権利者または代理店は、いかなる場合でも、特別的、偶
発的、懲罰的、間接的または結果的ないかなる損害（利益、秘密情報またはその他の情報の損失、ビジネ
スの中断、プライバシーの喪失、データまたはプログラムの破損、損害および損失、法的義務、誠実義務
または合理的な注意義務の違反、過失、経済的損失およびその他金銭的な損失またはその他の損失による
損害を含むがこれに限定されない）の可能性について通知されていたとしても、その損害の責任を負いま
せん。ここで損害とは、本ソフトウェアの使用もしくは使用不能またはサポートもしくはその他サービ
ス、情報、ソフトウェアおよびソフトウェアを通じた関連コンテンツの提供もしくは提供不能に直接起因
するもしくは何らかの形で関連して発生する損害、ソフトウェアの使用に起因するその他の損害、本契約
のいずれかの条項に従ってもしくは関連して発生するその他の損害、契約違反もしくは不法行為（過失、
虚偽表示、厳格責任の義務または債務を含む）、法的義務の違反または権利者もしくは代理店の保証の不
履行に起因する損害を指します。
お客様は、権利者および代理店の両方またはいずれかが責任を負う場合でも、権利者および代理店の両方
またはいずれかの当該責任は本ソフトウェアの価格に制限されることに同意するものとします。いかな
る場合であっても、権利者および代理店の両方またはいずれかの当該責任は、本ソフトウェアの入手時に
お客様が権利者および代理店の両方またはいずれか（場合に応じて）に支払った金額を上限とします。
本契約は、死亡または身体障害に対するいかなる請求も除外または制限するものではありません。さらに
また、本契約の免責事項、除外事項または制限事項が適用法により除外または制限不可能な場合、そのよ
うな免責事項、除外事項、または制限事項のみお客様に適用されず、その他の免責事項、除外事項、およ
び制限事項は、引き続きお客様に適用されるものとします。
10.GNU およびその他の サードパーティライセンス
10.1.本ソフトウェアは、GNU 一般公衆利用許諾書（GPL）または同様のフリーソフトライセンスに基づき
お客様にライセンスされている（またはサブライセンスされている）ソフトウェアプログラムを含む場合
があります。これらのプログラムは、お客様に対し、一定のプログラムまたはその一部をコピー、変更、
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再配信することをその他の権利と共に許可し、またソースコードへのアクセスを許可しています（オープ
ンソースソフトウェア）
。バイナリ形式の実行ファイルで配信されるかかるソフトウェアに関し、そのラ
イセンスで指示がある場合、ソースコードをそれらのソフトウェアを使用するお客様が利用できるよう
にしなくてはならず、この場合、ソースコードは本ソフトウェアに付属しているか
source@kaspersky.com までリクエストを送付し入手することが可能です。オープンソースソフトウェア
ライセンスが権利者に対し、オープンソースソフトウェアプログラムを使用、コピー、変更する権利を提
供するよう要求し、かかる権利が、本契約で認められている権利よりも許諾範囲が広い場合、かかる権利
は、本書における権利および制限に対し優先するものとします。
11.知的財産権
11.1.本ソフトウェアおよび本ソフトウェアに含まれる著作物、システム、アイデア、操作方法、文書、
およびその他の情報は、権利者またはその供給元の独占所有物である知的財産および重要な企業秘密の
両方またはいずれかであって、また、権利者および該当する場合その供給元は、刑法および民法によっ
て、また、ロシア連邦、EU、アメリカ合衆国およびその他の国の著作権、企業秘密、商標、特許法および
国際条約によって保護されることにお客様は同意するものとします。
本契約は、お客様に対し、権利者やその供給元の商標や商号（「本商標」）を含む、知的財産権への権利を
与えるものではありません。お客様は、商標に関する認められた慣習に従って、本ソフトウェアが生成し
た印刷物を商標所有者の名前などにより特定する場合に限り、本商標を使用できます。このような形で本
商標を使用することにより、本商標の所有権がお客様に与えられるものではありません。
権利者およびその供給元は、本ソフトウェアに関連するすべての権利、権限、および利益を所有し継続し
てこれを保有します。これには、権利者が行ったかまたは第三者が行ったかにかかわらず、本ソフトウェ
アへのエラー修正、拡張機能、アップデート、またはその他の修正が含まれ、また、すべての著作権、特
許、企業秘密権、商標権、その他の知的財産権が含まれます。
お客様による本ソフトウェアの所有、インストール、使用は、お客様に対して本ソフトウェアの知的財産
権の所有権を移譲するものではなく、お客様は、本契約に明示的に規定されたものを除き、本ソフトウェ
アに対するいかなる権利も取得しないものとします。本契約に基づいて作成された本ソフトウェアのす
べてのコピーには、本ソフトウェアに表示されるものと同じ著作権表示を行わなくてはなりません。本契
約は、本ソフトウェアに対する本書に記載される以外の知的所有権をお客様に付与するものではなく、本
契約に基づき付与されるライセンスは、本契約の条件に従った限定的使用権のみを提供するものである
ことをお客様は認めるものとします。権利者は、本契約において明示的に付与された権利以外のすべての
権利を保有するものとします。
11.2.お客様は、いかなる形でも本ソフトウェアを修正または改竄しないことに同意し、本ソフトウェア
のコピー上の、著作権表示その他独占所有権表示を削除または変更することもできません。
11.3.本ソフトウェアの知的所有権を侵害した場合、法に従って、民事責任、行政法上の責任、刑事責任
が発生します。
12.準拠法
12.1.条項 A の第 12.2 条および第 12.3 条に定める場合を除き、本契約は、お客様が本ソフトウェア
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を取得した以下に定める国または地域の法律により管轄および解釈され、法の抵触に関する原則の適用
は受けません：
a. ロシア。お客様が本ソフトウェアをロシアで取得された場合、ロシア連邦の法律が適用されます。
b. アメリカ合衆国、プエルトリコ、アメリカ領サモア、グアム、アメリカ領ヴァージン諸島。お客様が
本ソフトウェアをアメリカ合衆国、プエルトリコ、アメリカ領サモア、グアム、アメリカ領ヴァージン諸
島で取得された場合、アメリカ合衆国のマサチューセッツ州の法律が適用されます。ただし、消費者保
護、不正競争防止、または類似の州の法律に関する請求については、お客様が居住する州の法律が適用さ
れます。法に認められる最大限の範囲内において、権利者およびお客様は陪審裁判の権利を放棄すること
に明示的に合意するものとします。
c. カナダ。お客様が本ソフトウェアをカナダで取得された場合、オンタリオ州の法律が適用されます。
d. メキシコ。お客様が本ソフトウェアをメキシコで取得された場合、メキシコ合衆国の法律が適用され
ます。
e. 欧州連合（EU）
。お客様が本ソフトウェアを EU 加盟国で取得された場合、ドイツ法が適用されます。
f. オーストラリア。お客様が本ソフトウェアをオーストラリアで取得された場合、ライセンスを取得さ
れた州または特別地域の法律が適用されます。
g. 香港特別行政区およびマカオ特別行政区。お客様が本ソフトウェアを香港特別行政区またはマカオ特
別行政区で取得された場合、香港特別行政区の法律が適用されます。
h. 中華民国。お客様が本ソフトウェアを中華民国で取得された場合、中華民国の法律が適用されます。
i. 日本。お客様が本ソフトウェアを日本で取得された場合、日本国の法律が適用されます。
j. その他の国または地域。お客様が本ソフトウェアを上記以外の国で取得することを選択した場合、購
入の行為が発生した国の実体法が適用されます。
12.2.前条の定めにかかわらず、本契約が適用または解釈される国または地域において、当該の国または
地域の強制的な法律または公序良俗が、本契約に定める法律の適用を禁止する場合、当該の強制的な法律
または公序良俗によって要求される範囲内において、当該の国または地域の法律が代わりに適用される
ものとします。同様に、お客様が個人の場合、お客様が居住する国において、その国の法律の下でお客様
が実行しなければならない可能性のある行為の強制的な権利は、条項 A の第 12.1 条の条項によって影
響を受けません。
12.3.本契約は国際物品売買契約に関する国際連合条約に準拠せず、当該条約の適用を明示的に除外しま
す。
12.4.本ソフトウェアに関連して問題が発生した際に、お客様は権利者またはその代理店にのみ直接連絡
する義務を負うものとします。
13.訴訟期間
13.1.本契約のどちらかの当事者に対し起こされる、本契約に基づく取引に由来する訴訟は、その形式を
問わず、訴訟の原因が発生、または発生したことが発見されてから一（1）年以上経過した後には起訴さ
れないものとします。ただし、知的所有権の侵害訴訟は、適用可能な法定期間の最大限まで起訴できるも
のとします。
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14.完全合意条項、分離条項、権利不放棄
14.1.本契約は、お客様と権利者との間の完全なる合意であり、口頭または書面による、本ソフトウェア
または本契約の主題に関する、それ以前の取り決め、提案、通信内容、広告に優先するものとします。お
客様は本契約を読み、理解し、その条件に拘束されることに同意するものとします。裁判管轄権のある裁
判所によって、本契約の条項の一部または全部が、何らかの理由で、効力を欠いている、無効である、ま
たは執行不能であるとされた場合も、合法かつ執行可能になるようにかかる条項を狭く解釈することで、
この理由により契約全体が無効とはならず、本契約の残りの部分は、できる限りその元の意味を維持しな
がら、法および衡平法で許される最大限まで、完全なる効力を持続するものとします。本書の条項または
条件の権利放棄は、書面により、お客様と権利者の権限を与えられた代表者の両方の署名によらない限
り、有効ではないものとし、本契約の条項違反に対する異議申し立ての権利放棄は、以前、現在（同時進
行）
、および将来の権利放棄を構成しないものとします。本契約の条項または権利の厳守について、その
不履行を権利者が指摘しなかったことは、かかる条項または権利の権利放棄として解釈されないものと
します。
15.集団訴訟（クラスアクション）の放棄および調停
15.1.お客様がアメリカ合衆国にお住まいの場合、この条項 A の第 15 条が適用されます。お客様と権
利者の間またはお客様と権利者に関連するサードパーティの間で、権利者の製品やサービスまたは本契
約の内容に関する争議や苦情または議論が発生した際、両者間で適切な期間で解決に至らなかった場合
に、お客様および相手当事者は、連邦仲裁法（Federal Arbitration Act、
「FAA」
）に基づいて米国仲裁協
会（American Arbitration Association、
「AAA」）において、個別の仲裁に同意したこととし、法廷で裁
判官や陪審員の前で訴訟を起こすことがないものとします。両当事者の間で個別の仲裁手続きが発生し
た場合、中立仲裁人が決定し、その決定は FAA に基づく制限された控訴権以外は最終決定となります。
本契約および AAA の規定の間に矛盾がある場合は、本契約が優先するものとします。
15.2.集団訴訟、集団調停、民間代理人の訴訟、すべての当事者による事前の同意を得ることなく個別の
訴訟を合わせた訴えを起こすこと、または誰かが代理をして訴訟手続きを実行することなどを含む、また
これに限定されない全ての訴訟を起こすことは許可されません。本契約に同意することで、お客様は前述
の集団訴訟または多数当事者訴訟を起こしたり、訴訟に参加したりしないことに同意したものとし、最終
的にお客様向けに救済措置の裁定が下された場合は、本条項に記載されている通りお客様個別に適用さ
れるものとします。本ソフトウェアに問題がある場合、権利者またはその代理店に直接お問い合わせいた
だけます。
15.3.権利者の知的財産権、その行使や効力等に対するあらゆる争議や苦情または議論が発生した場合、
もしくは権利者の製品またはサービスの不正な使用に起因するあらゆる形態での苦情（盗難や著作権侵
害などを含むがこれに限定されない）が発生した場合は、本条の内容が適用されないものとします。
16.権利者の連絡先
本契約に関する質問がある場合や、何らかの理由で権利者に連絡する場合は、以下に記載する権利者の顧
客サービス部門まで連絡してください。
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AO Kaspersky Lab, Bldg. 3, 39A, Leningradskoe Shosse
Moscow, 125212
ロシア連邦
メールアドレス：info@kaspersky.com
Web サイト：www.kaspersky.com/

条項 B. データ処理に関する条件
「データ処理に関する条件」の項の条件をお読みください。本条項では、お客様またはお客様の端末から
受け取ったデータおよび権利者がそのデータを本契約の履行に際してどのように処理するかについて説
明します。本ソフトウェアが法人または複数の個人が使用する端末で使用される場合、お客様は、本ソフ
トウェアを使用する前に、本ソフトウェアを使用するすべての個人および法人が「データ処理に関する条
件」を理解し、それらに同意するよう徹底する必要があります。
1.権利者および代理店が本契約に基づく義務を実行するために、権利者はこの条項 B の第 1 条に記載
される情報を下記目的で受け取り処理する必要があります。このような情報は特定の国で適用される法
律においては個人情報とみなされることがあります。
・本ソフトウェアの主要機能の提供
ユーザーガイドに記載されている本ソフトウェアの主要な機能は、お客様の認証情報（ログイン ID とパ
スワード）
、お客様のクレジットカードに関する情報、住所、メモ、ドキュメントのファイルおよびその
他の重要な情報を端末の使用中に安全に保管するために提供されています。これらの主要な機能を提供
するため、お客様が本ソフトウェアを使用する際に、権利者は次の情報をお客様の端末から受け取り、処
理する必要があります。
・本ソフトウェアの識別子
・インストール識別子（インストール ID）
・セッション識別子
・ビルド番号
2.サードパーティの事業者によるデータ処理.本ソフトウェアの特定の機能は、本契約の規定に従って、
サードパーティの通信環境の使用を介して提供されます。本契約に基づく義務を実行するために、サード
パーティの事業者は、この条項 B の第 2 条に記載される情報を下記目的で受け取り処理する必要があ
ります。このような情報は特定の国で適用される法律においては個人情報とみなされることがあります。
サードパーティの事業者が本ソフトウェアおよび権利者から直接受け取る情報。
本ソフトウェアの動作が中断されないようにするために、次のデータが AppCenter 宛に定期的に自動で
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送信されます：
・お客様に関する情報：エンドユーザー識別子
・本ソフトウェアに関する情報：異常終了に関するレポートを重複させないために）本ソフトウェアのバ
ージョンおよびイベントの一意な識別子（UUID）
・携帯キャリアに関する情報：キャリアの名前および国
・ビルド識別子、バンドルのバージョンおよびバージョンショートネームの行
・端末の種別、CPU 設計、オペレーティングシステムのバージョンおよび言語
・異常終了が発生した日時
・
（例外エラーが発生した場合）クラスのテキストネームおよびメッセージ内容
・イベントに関する低レベルのデータ：命令ポインタ、メソッド名および関数名、信号のデータ、命令ア
ドレスレジスター、読み込まれた二値画像に関する情報
サードパーティの事業者は自社のプライバシーポリシーに基づいて情報を処理します。プライバシーポ
リシーの全文は https://privacy.microsoft.com/ja-JP/PrivacyStatement でご確認いただけます。
サードパーティの事業者が、お客様がその通信環境を使用しているときに受け取る情報
権利者は、VPN プロバイダーの通信環境を含む、サードパーティの通信環境のご使用に関して責任を負
わないものとします。お客様は、VPN プロバイダーの通信環境を含むサードパーティの通信環境にアク
セスして使用する際に、サードパーティの事業者が定めるデータ処理に関する規則および手順を確認す
る必要があります。
3.権利者は、個人を特定できない形式でデータを処理します。このようなデータの一覧と処理目的につい
ては、help.kaspersky.com/jp で本ソフトウェアを選択し、
「データ提供」のセクションを参照してくだ
さい。
4.権利者が本契約に基づく義務を実行するために、条項 B に記載される目的で受け取り処理する必要の
ある情報の提供に関して、お客様が同意しない場合は、お客様は本契約の条件に同意しないものとしま
す。この場合、本ソフトウェアのインストールおよび使用を中止してください。
5.お客様が本ソフトウェアを介して権利者にデータを提供する際に、権利者は自社のプライバシーポリ
シーに従ってそのデータを扱います。プライバシーポリシーにはとくに権利者がお客様のデータを保護
する方法、お客様のデータをどの地域に処理するのか、データの所有者としてのお客様の権利について記
載されています。プライバシーポリシーの全文は kaspersky.co.jp/products-and-services-privacypolicy でご確認いただけます。
(c) 2019 AO Kaspersky Lab
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別紙
本別紙は、株式会社 ME モバイル（以下、当社）が本サービス利用者に提供する「i フィルターfor マル
チデバイス」に適用します。
■本サービスの詳細
１．本サービスの内容
・インターネット上の情報を独自のカテゴリに分類し、利用者自身が閲覧にふさわしくないと判断し
選択するカテゴリに含まれる情報の閲覧を遮断するフィルタリングサービス
・上記の他、各種端末管理サービス
２．【料金（月額、税込）
】
396 円
３．その他
・本サービス利用者が本サービスを利用する場合、以下の事項が適用されます。なお、以下事項が本規
約の内容と矛盾・抵触する場合は以下事項の内容を優先します。
①本サービスの利用は、日本国内に限るものとします。
②当社は、本サービス利用者が本サービスの提供を受けるに際して利用するプログラム（以下「本プロ
グラム」といいます。
）の使用条件を次の各号に定めます。
（1）当社は、本プログラムの著作権を有しています。本プログラムについて本サービス利用者には、
ダウンロードによっても本規約中で許諾された本プログラムの使用権以外はなんらの権利も
取得することはできません。
（2）当社は、本サービス利用者が本規約の内容に従うことを条件に、本サービス利用者に対し、本
プログラムを日本国内において利用する非独占的、譲渡不能かつ再許諾不能な使用権を許諾し
ます。
（3）本サービスに係るソフトウェアまたは製品は、本条において許諾されている場合を除き、2 台
を超える端末機器、または 2 の本サービス利用者以上により同時に利用できないものとしま
す。但し、当社が複数の端末機器または本サービス利用者による同時使用を認めて販売してい
る本サービスに係るソフトウェアまたは製品については、本サービス利用者は、当社が許諾す
る範囲で同時に使用をすることができるものとします。
（4）本サービス利用者は、当社から事前の文書による承諾を受けた場合を除いて、本プログラムの
全部または一部を複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案、使用許諾しないことに
同意するものとします。
（5）本サービス利用者は本プログラムを改変、二次利用したり、リバースエンジニアリング、逆ア
センブル等の方法でソースコードを解読しないことに同意するものとします。万一、本サービ
ス利用者の改変、改造等により、本プログラムに何らかの欠陥や障害が生じた場合、当社は一
切の責任を負いません。
（6）本プログラムの使用許諾は、本サービスの提供が終了した場合、ただちに終了します。この場
合、本サービス利用者は保有している本プログラムの複製物をすべて消去しなければなりませ
ん。
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（7）当社は、本サービス利用者の本プログラムにより、本サービス利用者または本サービス利用者
以外の第三者にビジネス機会の喪失、信用の損失、業務の中断、コンピュータの誤動作または
機能障害を含むいかなる種類の結果的、特別的、派生的または間接的な損害が生じても、契約
責任、不法行為責任その他いかなる法的責任を負いません。たとえ、当社が損害の発生の可能
性について示唆されていた場合、あるいは予見し得た場合でも同様とします。
（8）当社は、本プログラムの性能及び機能が本サービス利用者の利用目的に合致していること、本
プログラムに欠陥がないこと、その他本プログラムに関する一切の保証をしないものとします。
（9）当社は、本サービス利用者の個人情報及び通信内容の取得・閲覧等に起因して本サービス利用
者と他の本サービス利用者との間に発生する紛争に関して一切の補償を行いません。本サービ
ス利用者は、当該紛争を自らの責任及び負担において処理解決するものとし、当社に何らの迷
惑も及ぼさないものとします。また本サービス利用者による本サービス利用者の個人情報及び
通信内容の取得・閲覧等に起因して当社と本サービス利用者の間に紛争が生じた場合、本サー
ビス利用者は紛争の解決のために当社の要請に応じ当社に協力するものとします。
③保守サポートの期間は、本規約の締結後、2 回目のメジャーバージョンアップが行われた日から 1 年
後に終了します。
④当社は、申し込みに係る審査の結果、次の各号のいずれかに該当する場合、申し込みを承認しないこ
とがあります。当社が承認しない決定をするまでの間に、本サービスを利用したことにより発生する
利用料は、当該申し込みをした者の負担とし、当該者は当社からの利用料に係る請求に対してただち
に当社が定める方法にてお支払いいただくものとします。
（1）申し込みをした者が実在しないこと。
（2）お申し込みをした時点で、過去に本規約の違反等で除名処分を受けたことがあること。
（3）申し込みの際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったこと。
（4）申し込みをした時点で本サービスの利用料金の支払を怠っていることまたは過去に支払を怠っ
たことがあること。
（5）申し込みの時に当社が定めるお支払い回収代行会社から、申し込みをした者との代金回収契約
の締結を拒否あるいは解約になった場合があること。
（6）申し込みをした者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、
申し込みの手続が成年後見人によって行われておらず、または法定代理人、保佐人もしくは
補助人の同意を得ていなかったこと。
（7）申し込みをした者を承認することに、当社の業務の遂行上または技術上支障があること。
（8）暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人である反社会的勢力と
の関係が認められること。
⑤当社は次の事由によって、本サービスを一時的に停止する場合があります。当社は、事由の如何を問
わず本サービスの停止に起因して本サービス利用者が被った損害につき、一切の責任を負わないも
のとします。
（1）本サービスに係る設備保守のためまたは工事の都合で停止する必要があった場合。
（2）天災地変、事故等により本サービスの提供ができなくなった場合。
（3）その他、本サービスの運用上あるいは技術上、本サービスの一時的な中断を必要とした場合。
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⑥本サービス利用者は当社から本サービスを利用するために必要なシリアル ID の発行を受けた場合、
本サービス利用者は、本サービスを利用するためにのみ当該シリアル ID を使用するものとし、当該
シリアル ID が第三者に開示又は漏洩することがないよう善良な管理者の注意をもって管理するも
のとします。
⑦本サービス利用者の責めに帰すべき事由により、シリアル ID が第三者に開示または漏洩し、当該第
三者がシリアル ID を用いて、本サービスを利用した場合、本サービス利用者による利用とみなしま
す。なお、当該第三者による利用に関し、本サービス利用者に損害が生じた場合であっても、当社は、
一切の賠償責任を負いません。
⑧本サービス利用者は、本サービス利用者に付与されたシリアル ID の流出、並びに本サービス利用者
に付与されたシリアル ID を用いた第三者による本サービスの不正利用
（不正アクセス、
情報の窃取、
クラッキング等）につき全ての責任を負うものとし、万が一かかる原因により第三者から当社に対し
て何らかの請求がなされた場合には、本サービス利用者は、これにより当社が蒙った一切の損害（信
用毀損を含みます。
）
、費用（弁護士費用等の防御費用と損害拡大を防止し当社に対する社会的信頼を
維持するための措置に要した費用を含みます。）を負担するものとします。第三者から当社に対する
裁判外または裁判上の請求があった場合には、当社はこれにより予想される損害、費用等の合理的な
見積り額を、本サービス利用者に対して予め請求することができるものとします。
⑨本サービス利用者は、
シリアル ID が第三者に流出し、または不正に使用されたことを発見した場合、
ただちに当社にその旨を通知し、且つ不正使用防止措置を講じなければならないものとします。本サ
ービス利用者が不正使用を防止するために十分な措置を講じることができないと判断した場合には、
当社は本サービス利用者に対する本サービスの提供を停止することがあります。
⑩シリアル ID が外部に流出し、且つ管理パスワードの変更によっては本サービスの本サービス利用者
以外による不正利用を防止することができないと判断する場合には当社は当該シリアル ID を失効
させることができるものとします。
⑪本サービス利用者による本サービスの利用、本サービス利用者の本規約違反もしくは本サービス利
用者による第三者の権利侵害に起因または関連して生じたすべてのクレームや請求については、本
サービス利用者の費用と責任で解決するものとします。なお、当該クレームや請求への対応に関連し
て当社に費用が発生した場合または賠償金等の支払いを行った場合については、本サービス利用者
は当該費用及び賠償金等（当社が支払った弁護士費用を含みます。）を負担するものとします。
⑫当社は、インターネットのフィルタリングの結果について一切責任を負いません。当社は、インター
ネットの内容を独自に判断してカテゴリ分類を行い、本サービス利用者によって判断し選択された
カテゴリに含まれる情報の閲覧を遮断します。
⑬本サービス利用者は次の各号を認識及び遵守するものとします。
（1）本サービス利用者が送信（発信）したものを除き、本サービスに含まれているコンテンツ、個々
の情報（データ）及び情報（データ）の集合体に関する財産権は当社に帰属しています。
（2）本サービス利用者は、本サービスの利用権を、譲渡、担保として提供及び再販売しないものと
します。
（3）本サービス利用者は、本サービスへの不正アクセス、または本サービスを用いた不正アクセス
を行わないこととします。
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（4）本サービス利用者が本規約に違反した場合には、当該違反行為を当社が差し止める権利及び当
該行為によって本サービス利用者が得た利益相当額を当社が請求することができる権利を有
することに、本サービス利用者はあらかじめ承諾するものとします。
（5）当社は、書面または電子メールにより事前に本サービス利用者に通知することを前提に、本サ
ービス利用者の本規約の遵守を確認する為に本サービス利用者に対し定期的な監査を行う権
限を有することとします。
⑭本サービスに関しては、当社は次の各号について一切保証しておりません。
（1）情報のカテゴリ分類が本サービス利用者の希望を満たすこと。
（2）本サービスの提供に不具合やエラーや障害が生じないこと。
（3）本サービスから得られる情報等が正確なものであること。
（4）不具合やバグが修正されること。
（5）第三者の権利を侵害しないこと。
（6）本サービスの利用にあたり、本サービス及びインターネットへの接続が停止されないこと。
⑮当社は、本サービス利用者が本規約に違反した場合には、本規約を守っていただくように書面（電子
メールを含みます。
）による催告を行い、相当期間経過後も改善されない場合、本サービスの提供を
終了することができるものとします。
⑯前項にかかわらず、本規約第 16 条の定めの他、本サービス利用者に次の各号の一にでも該当する事
由が生じた場合、当社は、ただちに本サービスの提供を終了します。
（1）当社に対し正当な理由もなく長時間の電話をすること、同様の繰り返し電話を過度に行うこと、
不当な義務の強要、威嚇、脅迫をもって当社の業務に支障をきたした場合。
⑰本サービス利用者が本サービスの利用に際し入力した情報及び本サービスの利用状況（検索ワード、
アクセスログ、遮断された情報の URL 等を含みますがそれらに限定されません。）は、当社の Web
サーバへ送信されます。当社は、当該情報を入力した本サービス利用者へのサービス提供及び個人情
報と関連付けない形でのマーケティング分析のために利用することがあります。
⑱当社は、本サービス利用者の個人情報及び通信内容の取得・閲覧等に起因して本サービス利用者と他
の本サービス利用者との間に発生する紛争に関して一切の補償を行いません。本サービス利用者は、
当該紛争を自らの責任及び負担において処理解決するものとし、当社に何らの迷惑も及ぼさないも
のとします。また本サービス利用者による本サービス利用者の個人情報及び通信内容の取得・閲覧等
に起因して当社と本サービス利用者の間に紛争が生じた場合、本サービス利用者は紛争の解決のた
めに当社の要請に応じ当社に協力するものとします。
４．問い合わせ
申込・契約内容変更・請求について：カシモ受付センター
E-mail:info@ka-shimo.com
サービス内容・使用方法について：i-フィルター for マルチデバイス
問い合わせフォーム：https://sec2.daj.co.jp/cs/support/other/ifandroid/form/
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Website: https://www.daj.jp/cs/
以上
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