
「SoftBank ブロードバンドサービス」基本規約 新旧対照表 

改定前（2014 年 1 月 31 日付） 改定後（2015 年 2 月 4 日付） 

第 21 条（責任の制限） 

1．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照

らして、現在の一般的技術水準をもっては当社が提供

する本サービスについて瑕疵のないことを保証する

ことができないことについて会員はあらかじめ了承

するものとします。 

2．当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社

の故意または重過失により会員が本サービスを全く

利用できない状態（本サービスの利用に著しい支障が

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。以下同じとします。）にあることを当

社が知った時刻から起算して、3 営業日を超えてその

状態が継続したときに限り、本サービスの利用料金

（会員が定額の利用料金を支払っている場合における

当該定額部分に限ります。次項において同じとしま

す。）の減額および会員に現実に生じた損害の賠償請

求に応じるものとします。 

3．前項により減額される利用料金の額は、会員が本サー

ビスを全く利用できない状態にあった時間数に応じ

て算出するものとします。また、前項の損害賠償の範

囲は、会員に現実に発生した通常損害の範囲に限られ

るものとし、かつその総額は、会員が本サービスを全

く利用できない状態にあった時間に相当する利用料

金相当額を上限とします。当社は、いかなる場合にお

いても、かかる額を超えて損害賠償義務を負わないも

のとします。 

 

 

 

 

 

 

第 21 条（責任の制限） 

1．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

照らして、現在の一般的技術水準をもっては当社が

提供する本サービスについて瑕疵のないことを保証

することができないことについて会員はあらかじめ

了承するものとします。 

2．当社は、本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、本サービスが全く利用できない状態（本サー

ビスの利用に関し著しい支障が生じ、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知

った時刻から起算して、72 時間を超えてその状態が継

続したときに限り、会員の損害を賠償に応じるものと

します。 

 

 

3．前項の場合における損害賠償の範囲は、本サービス

が全く利用できない状態にあることを当社が知った

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、その日数に対応した本サービスに係

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。 

（1）基本料金 

（2）従量料金（本サービスを全く利用できない状態が

連続した期間の初日の属する月の前 6 ヵ月の 1 日当

たりの本サービスの平均従量料金（前 6 ヵ月の実績

を把握することが困難な場合には、当社が別に定め

る方法により算出した額）により算出します。） 

(注)上記（2）の「当社が別に定める方法」により算出し

た額は、原則として、本サービスを全く利用できない



 

 

4．協定事業者等の責めに帰すべき理由により本サービス

の提供ができなかった場合には、当該協定事業者等が

責任を負担し、当社は一切の責任を負いません。但し、

当社が当該協定事業者等から損害賠償金を受領した

場合には、当社は、当該受領額を、当該協定事業者等

の責めにより本サービスの利用ができなかった全会

員に対する損害賠償額の上限として、前二項に従って

損害賠償請求に応じるものとします。 

 

状態が生じた日前の実績が把握できる期間における 1

日当たりの平均従量料金とします。 

4．当社は、協定事業者等の責めに帰すべき理由により、

本サービスの提供ができなかった場合であって、当社

が当該協定事業者等から損害賠償金を受領した場合

には、当該受領額を本サービスが利用できなかった会

員全員に対する損害賠償総額の限度額とし、第 2 項お

よび第 3 項に準じて賠償請求に応じるものとします。 

 

 

5．天災事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可

抗力または 当社の軽過失により、本サービスを提供

できなかったときは、当社は一切その責を負わないも

のとします。 

6．第 2 項の場合を除き、当社は本サービスの会員に対

し、一切の賠償責任および料金の返還義務等を負わな

いものとします。 

7．会員が消費者（消費者契約法（平成 12 年法律第 61

号）第 2 条第 1 項の定義によるものとしま 

す。）の場合、本条第 2 項の「当社の責めに帰すべき理

由」は「当社の責めに帰すべき理由（当社の故意または

重大な過失による場合を除きます。）」、同第 5 項の「そ

の他の不可抗力または当社の軽過失」は「またはその他

の不可抗力」と読み替えるものとします。 

 

「接続機器レンタル個別規定」新旧対照表 

改定前（2014 年 7 月 1 日付） 改定後（2015 年 2 月 4 日付） 

第 4 条（レンタル契約の成立および終了） 

3．第 6 条のレンタル料金の発生時期は ADSL 個別規定に

準じるものとします。但し、無線 LAN カードまたは

地デジチューナーのレンタルを他の各接続機器のレ

ンタル契約と別に申し込んだ場合は、無線 LAN カー

ドまたは地デジチューナーのレンタル料金について

は、その申込日から起算して 7 日後が属する月の翌

月 1 日から発生するものとします。 

第 4 条（レンタル契約の成立および終了） 

3．第 6 条のレンタル料金の発生時期は ADSL 個別規定に

準じるものとします。但し、無線 LAN カードまたは

地デジチューナーのレンタルを他の各接続機器のレ

ンタル契約と別に申し込んだ場合は、無線 LAN カー

ドまたは地デジチューナーのレンタル料金について

は、その申込日の翌日を 1 日目として 7 日目が属す

る月の翌月 1 日から発生するものとします。 

 



第 7 条（会員の義務） 

1． レンタル会員は、善良なる管理者の注意をもって、維

持、管理するものとし、各接続機器の利用にあたって

以下の行為を行ってはならないものとします。 

(1)各接続機器の第三者への譲渡、質入れ、転貸その他の

処分  

第 7 条（会員の義務） 

1．レンタル会員は、善良なる管理者の注意をもって、維

持、管理するものとし、各接続機器の利用にあたって

以下の行為を行ってはならないものとします。 

(1)各接続機器の第三者への譲渡、質入れ、転貸、転売、

オークション等への出品、その他の処分 

 

「BB ライフホームドクター サービス利用規約」新旧対照表 

改定前（2014 年 12 月 12 日付） 改定後（2015 年 2 月 4 日付） 

第 2 条（用語の定義） 

(1)「本サービス」とは、指定サービスの会員を対象とす

る、健康支援サービスの利用権の提供およびお見舞金サ

ービスをいいます。 

(7)「Yahoo! BB サービス」とは、ヤフー株式会社および

当社が提供する会員制インターネットサービスの総称を

いいます。 

(10)「Yahoo! BB 光 with フレッツサービス」または

「Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス」とは、NTT 東

日本または NTT 西日本が提供するフレッツ光を利用して

行なう、当社のインターネット接続サービスをいいます。 

(13)「指定サービス」とは、当社が本サービスを提供す

る上で利用契約の締結が前提とされているサービスであ

って、「Yahoo! BB ADSL サービス」、「SoftBank ブロード

バンド  ADSL サービス」、「Yahoo! BB 光 with フレッツ

サービス」、「Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス」

「Yahoo! BB for Mobile サービス」、「SoftBank Air」のいず

れかをいいます。 

(14)「指定サービス会員規約」とは、指定サービスの利

用契約に係る規約または契約約款をいいます。 

(15)「NTT 東日本」とは、東日本電信電話株式会社をい

います。 

(16)「NTT 西日本」とは、西日本電信電話株式会社をい

います。 

(17)「フレッツ光」とは、NTT 東日本の提供するフレッ

ツ 光ネクスト、B フレッツ、または NTT 西日本の提供す

るフレッツ 光ネクスト、フレッツ・光プレミアム、B フ

レッツのいずれかをいいます。 

(18)「消費税等相当額」とは、消費税法の規定に基づき

課税される消費税および地方税法に基づき課税される地

第 2 条（用語の定義） 

(1)「本サービス」とは、当社インターネットサービス（後

記第 2 条第 14 号に定義します。）の会員を対象とする、

健康支援サービスの利用権の提供およびお見舞金サービ

スをいいます。 

(7)「Yahoo! BB サービス」とは、ヤフー株式会社および

当社が提供するインターネットサービスの総称をいいま

す。 

(10)「Yahoo! BB 光 with フレッツサービス」または

「Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス」とは、東日本

電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社が提供

するフレッツ光を利用して行なう、当社のインターネッ

ト接続サービスをいいます。 

(13)「SoftBank 光」とは、東日本電信電話株式会社およ

び西日本電信電話株式会社が提供する光コラボレーショ

ンモデルを利用した当社が提供するインターネット接続

サービスをいいます。 

(14)「当社インターネットサービス」とは、当社が本サ

ービスを提供する上で利用契約の締結が前提とされてい

るサービスであって、「Yahoo! BB ADSL サービス」、

「SoftBank ブロードバンド  ADSL サービス」、「Yahoo! 

BB 光 with フレッツサービス」、「Yahoo! BB 光 フレッ

ツコースサービス」「Yahoo! BB for Mobile サービス」、

「SoftBank Air」、「SoftBank 光」のいずれかをいいます。 

(15)「当社インターネットサービス会員規約」とは、当

社インターネットサービスの利用契約に係る規約または

契約約款をいいます。 

(16)「フレッツ光」とは、東日本電信電話株式会社の提

供するフレッツ 光ネクスト、B フレッツ、または西日本

電信電話株式会社の提供するフレッツ 光ネクスト、フレ



方消費税の額に相当する額をいいます。 

(19)「利用料金等」とは、本サービスの利用に係る料金

その他の債務およびこれにかかる消費税等相当額をいい

ます。 

ッツ・光プレミアム、B フレッツのいずれかをいいます。 

(17)「消費税等相当額」とは、消費税法の規定に基づき

課税される消費税および地方税法に基づき課税される地

方消費税の額に相当する額をいいます。 

(18)「利用料金等」とは、本サービスの利用に係る料金 

その他の債務およびこれにかかる消費税等相当額をいい 

ます。 

第 3 条（契約の単位） 

本サービスは、指定サービスの利用契約ごとに１つの利

用契約を締結することができるものとします。 

 

第 3 条（契約の単位） 

本サービスは、当社インターネットサービスの利用契約 

ごとに１つの利用契約を締結することができるものとし 

ます。 

第 4 条（申し込みの資格） 

本サービスは、指定サービスの利用契約を締結している

者またはこれらのサービスにお申し込みを行った者に限

りお申し込みができるものとします。 

 

第 4 条（申し込みの資格） 

1.本サービスは、当社インターネットサービスの利用契

約を締結している者またはこれらのサービスにお申し込

みを行った者に限りお申し込みができるものとします。 

2.本サービスは個人向けサービスです。法人名義、任意

団体名義で当社インターネットサービスの利用契約を締

結している者、または法人名義、任意団体名義で当社イ

ンターネットサービスの申し込みを行う者は、本サービ

スの申し込み資格を有しません。 

第 5 条（利用契約の申し込み） 

2.前項の定めにかかわらず、当社は、次の各号のいずれか

に該当する場合には本サービスのお申し込みを承諾しな

いことがあります。 

(7)指定サービスのお申し込みと同時に本サービス

のお申し込みを行った場合において、指定サービス

の利用契約が成立しなかったとき。 

 

第 5 条（利用契約の申し込み） 

2.前項の定めにかかわらず、当社は、次の各号のいずれか

に該当する場合には本サービスのお申し込みを承諾しな

いことがあります。 

(7)当社インターネットサービスのお申し込みと同

時に本サービスのお申し込みを行った場合にお

いて、当社インターネットサービスの利用契約が

成立しなかったとき。 

第 6 条（利用契約の成立） 

2.Yahoo! BB 光 with フレッツサービス、Yahoo! BB 光 

フレッツコースサービス、Yahoo! BB for Mobile サービス、

SoftBank Air と同時に本サービスをお申し込みの場合、

Yahoo! BB 光 with フレッツサービス、Yahoo! BB 光 フ

レッツコースサービス、Yahoo! BB for Mobile サービス、

SoftBank Air の利用契約の成立日の 7 日後に、本サービ

スの利用契約が成立するものとします。 

第 6 条（利用契約の成立） 

2.Yahoo! BB 光 with フレッツサービス、Yahoo! BB 光 

フレッツコースサービス、Yahoo! BB for Mobile サービス、

SoftBank Air、SoftBank 光と同時に本サービスをお申し込

みの場合、Yahoo! BB 光 with フレッツサービス、Yahoo! 

BB 光 フレッツコースサービス、Yahoo! BB for Mobile サ

ービス、SoftBank Air、SoftBank 光の利用契約の成立日の

7 日後に、本サービスの利用契約が成立するものとしま



3.指定サービスの利用契約成立後に本サービスをお申し

込みの場合、当社がお申し込みを受領した後に、申込者

に送信する申込承諾メールに記載されているお申し込み

受付日の 7 日後に契約が成立するものとします。 

 

す。 

3.当社インターネットサービスの利用契約成立後に本サ

ービスをお申し込みの場合、当社がお申し込みを受領し

た後に、申込者に送信する申込承諾メールに記載されて

いるお申し込み受付日の 7 日後に契約が成立するものと

します。 

第 9 条（利用料金等の支払方法） 

１．会員は利用料金等を、指定サービスの料金等とあわ

せて、当社が別途定める方法にて当社に支払うものと

します。 

２．利用料金等の計算方法、支払方法等については、指定

サービス会員規約に定めるところによるものとしま

す。 

第 9 条（利用料金等の支払方法） 

１．会員は利用料金等を、当社インターネットサービスの

料金等とあわせて、当社が別途定める方法にて当社に

支払うものとします。 

２．利用料金等の計算方法、支払方法等については、当社

インターネットサービス会員規約に定めるところに

よるものとします。 

第 26 条（指定サービスの利用契約終了時の措置） 

１．事由の如何を問わず、会員の指定サービスの利用契

約が終了した場合、本サービスの利用契約も何ら意思

表示なく指定サービスの利用契約が終了した日をもっ

て当然に終了するものとします。なお、この場合、会

員は本サービスの終了日が月の途中であっても、当該

終了日が属する月の利用料金等の支払義務を負うもの

とします。 

２．前項にかかわらず、会員が指定サービス以外の当社

提供の電気通信サービスのお申し込みにより指定サ

ービスの利用契約が終了する場合は、当該申込日の属

する月の月末をもって終了するものとします。 

第 26 条（当社インターネットサービスの利用契約終了時

の措置） 

１．事由の如何を問わず、会員の当社インターネットサ

ービスの利用契約が終了した場合、本サービスの利用

契約も何ら意思表示なく当社インターネットサービス

の利用契約が終了した日をもって当然に終了するもの

とします。なお、この場合、会員は本サービスの終了

日が月の途中であっても、当該終了日が属する月の利

用料金等の支払義務を負うものとします。 

２．前項にかかわらず、会員が当社インターネットサービ

ス以外の当社提供の電気通信サービスのお申し込みに

より当社インターネットサービスの利用契約が終了す

る場合は、当該申込日の属する月の月末をもって終了

するものとします。 

 

「BB マルシェ by 大地を守る会 サービス利用規約」新旧対照表 

改定前（2014 年 12 月 12 日付） 改定後（2015 年 2 月 4 日付） 

第 1 条(規約の適用) 

2.本サービス会員(後記第 2 条 2 号に定義します。)

は、本サービスの利用にあたり、本規約、または会員

規約（後記第 2 条 12 号に定義します。）に定める利用

条件に同意いただくものとします。 

第 1 条(規約の適用) 

2.本サービス会員(後記第 2 条 2 号に定義します。)は、

本サービスの利用にあたり、本規約、または会員規約

（後記第 2 条 16 号に定義します。）に定める利用条

件に同意いただくものとします。 

第 2 条(用語の定義) 

(1)「本サービス」とは、Yahoo! BB サービスおよび

第 2 条(用語の定義) 

(1)「本サービス」とは、Yahoo! BB サービス、SoftBank 



SoftBank ブロードバンド サービスのオプションサービ

スのうち、当社が、株式会社大地を守る会(以下「サービ

ス提供会社」とします。)の運営する食品宅配サービスお

よび情報提供サービスなどの優待利用権を Yahoo! BB サ

ービス会員および SoftBank ブロードバンド サービス会

員に対して販売するサービスをいいます。 

(8)「Yahoo! BB サービス」とは、ヤフー株式会社および

当社が提供する会員制インターネットサービスの総称を

いいます。  

(11)「Yahoo! BB 光 with フレッツサービス」または

「Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス」とは、NTT 東

日本または NTT 西日本が提供するフレッツ光を利用し

て行なう、当社のインターネット接続サービスをいいま

す。 

(14)「指定の電気通信サービス」とは、当社が本サービ

スを提供する上で利用契約の締結が前提とされているサ

ービスであって、「Yahoo! BB ADSL サービス」、「SoftBank 

ブロードバンド ADSL サービス」、「Yahoo! BB 光 with フ

レッツサービス」、「Yahoo! BB 光 フレッツコースサービ

ス」、「Yahoo! BB for Mobile サービス」、「SoftBank Air」の

いずれかをいいます。 

(15)「会員規約」とは、指定の電気通信サービスの利用

契約に係る規約または契約約款をいいます。 

ブロードバンド サービス、SoftBank Air サービス、

SoftBank 光サービスのオプションサービスのうち、当社

が、株式会社大地を守る会(以下「サービス提供会社」と

します。)の運営する食品宅配サービスおよび情報提供サ

ービスなどの優待利用権を Yahoo! BB サービス会員、

SoftBank ブロードバンド サービス会員、SoftBank Air サ

ービス会員、SoftBank 光サービス会員に対して販売する

サービスをいいます。 

(8)「Yahoo! BB サービス」とは、ヤフー株式会社および

当社が提供するインターネットサービスの総称をいいま

す。  

(11)「Yahoo! BB 光 with フレッツサービス」または

「Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス」とは、東日本

電信電話株式会社または 西日本電信電話株式会社が提

供するフレッツ光を利用して行なう、当社のインターネ

ット接続サービスをいいます。 

(14)「SoftBank 光」とは、東日本電信電話株式会社およ

び西日本電信電話株式会社が提供する光コラボレーショ

ンモデルを利用した当社が提供するインターネット接続

サービスをいいます。 

(15)「当社インターネットサービス」とは、当社が本サ

ービスを提供する上で利用契約の締結が前提とされてい

るサービスであって、「Yahoo! BB ADSL サービス」、

「SoftBank ブロードバンド ADSL サービス」、「Yahoo! BB 

光 with フレッツサービス」、「Yahoo! BB 光 フレッツコ

ースサービス」、「Yahoo! BB for Mobile サービス」、

「SoftBank Air」、「SoftBank 光」のいずれかをいいます。 

(16)「会員規約」とは、当社インターネットサービスの

利用契約に係る規約または契約約款をいいます。 

第 4 条(利用契約の成立) 

２．Yahoo! BB 光 with フレッツサービス、Yahoo! BB 光 

フレッツコースサービス、Yahoo! BB for Mobile サー

ビス、SoftBank Air と同時に本サービスをお申し込み

の場合、Yahoo! BB 光 with フレッツサービス、

Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス、Yahoo! BB 

for Mobile サービス、SoftBank Air の利用契約の成立

第 4 条(利用契約の成立) 

2. Yahoo! BB 光 with フレッツサービス、Yahoo! BB 光 

フレッツコースサービス、Yahoo! BB for Mobile サー

ビス、SoftBank Air、SoftBank 光と同時に本サービス

をお申し込みの場合、Yahoo! BB 光 with フレッツサ

ービス、Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス、

Yahoo! BB for Mobile サービス、SoftBank Air、



日の翌日に契約が成立するものとします。 

指定の電気通信サービスの利用契約成立後に本サー 

ビスをお申し込みの場合、当社がお申し込みを受領 

した後に、申込者に送信する申込承諾メールに記載 

されているお申し込み受付日に契約が成立するもの 

とします。 

SoftBank 光の利用契約の成立日の翌日に契約が成

立するものとします。当社インターネットサービス

の利用契約成立後に本サービスをお申し込みの場

合、当社がお申し込みを受領した後に、申込者に送信

する申込承諾メールに記載されているお申し込み受

付日に契約が成立するものとします。  

第 5 条(月額利用料金等) 

1. 本サービスの課金開始日は以下のとおりとし、本サー

ビス会員は課金開始日の属する月の月額利用料金を支払

うものとします。 

(1)指定の電気通信サービスと同時に本サービスをお申

し込みの場合、本サービスの利用契約の成立日が属する

月の翌々月 1 日とします。 

(2)指定の電気通信サービスの利用契約成立後に本サー

ビスをお申し込みの場合、本サービスの利用契約の成立

日が属する月の 1 日とします。 

第 5 条(月額利用料金等) 

1. 本サービスの課金開始日は以下のとおりとし、本サー

ビス会員は課金開始日の属する月の月額利用料金を支払

うものとします。 

(1)当社インターネットサービスと同時に本サービスを

お申し込みの場合、本サービスの利用契約の成立日が属

する月の翌々月 1 日とします。 

(2)当社インターネットサービスの利用契約成立後に本 

サービスをお申し込みの場合、本サービスの利用契約の 

成立日が属する月の 1 日とします。 

第 14 条(指定の電気通信サービスの利用契約終了時の措

置) 

事由の如何を問わず、本サービス会員の指定の電気通

信サービスの利用契約が終了した場合、本サービスの

利用契約も何ら意思表示なく指定の電気通信サービス

の利用契約が終了した日をもって当然に終了するもの

とします。なお、この場合、本サービス会員は本サービ

スの終了日が月の途中であっても、当該終了日が属す

る月の月額利用料金等の支払義務を負うものとしま

す。 

第 14 条(当社インターネットサービスの利用契約終了時

の措置) 

事由の如何を問わず、本サービス会員の当社インター

ネットサービスの利用契約が終了した場合、本サービ

スの利用契約も何ら意思表示なく当社インターネット

サービスの利用契約が終了した日をもって当然に終了

するものとします。なお、この場合、本サービス会員は

本サービスの終了日が月の途中であっても、当該終了

日が属する月の月額利用料金等の支払義務を負うもの

とします。 

 

「BB お掃除&レスキューサービス利用規約」新旧対照表 

改定前（2014 年 12 月 12 日付） 改定後（2015 年 2 月 4 日付） 

第 1 条(規約の適用) 

2. 本サービス会員(後記第 2 条 2 号に定義します。)

は、本サービスの利用にあたり、本規約、または会員

規約（後記第 2 条 16 号に定義します。）に定める利用

条件に同意いただくものとします。 

第 1 条(規約の適用) 

2. 本サービス会員(後記第 2 条 2 号に定義します。)は、

本サービスの利用にあたり、本規約、または会員規約

（後記第 2 条 16 号に定義します。）に定める利用条

件に同意いただくものとします。 

第 2 条(用語の定義) 

(1)「本サービス」とは、Yahoo! BB サービスおよび

第 2 条(用語の定義) 

(1)「本サービス」とは、Yahoo! BB サービス、SoftBank 



SoftBank ブロードバンド サービスのオプションサービ

スのうち、当社が、株式会社ライフデポ(以下「サービス

提供会社」とします。)の運営する生活救急サービスおよ

び総合生活サポートサービスの優待利用権を Yahoo! BB

サービス会員および SoftBank ブロードバンド サービス

会員に対して販売するサービスをいいます。また当社は

本サービス会員に対し、適宜本サービスに関する情報提

供サービスを行います。 

(8)「Yahoo! BB サービス」とは、ヤフー株式会社および

当社が提供する会員制インターネットサービスの総称を

いいます。 

(11)「Yahoo! BB 光 with フレッツサービス」または

「Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス」とは、NTT 東

日本または NTT 西日本が提供するフレッツ光を利用し

て行なう、当社のインターネット接続サービスをいいま

す。 

(14)「指定の電気通信サービス」とは、当社が本サービ

スを提供する上で利用契約の締結が前提とされているサ

ービスであって、「Yahoo! BB ADSL サービス」、「SoftBank 

ブロードバンド ADSL サービス」、「Yahoo! BB 光 with フ

レッツサービス」、「Yahoo! BB 光 フレッツコースサービ

ス」、「Yahoo! BB for Mobile サービス」、「SoftBank Air」の

いずれかをいいます。 

(15)「会員規約」とは、指定の電気通信サービスの利用

契約に係る規約または契約約款をいいます。 

ブロードバンド サービス、SoftBank Air サービス、

SoftBank 光サービスのオプションサービスのうち、当社

が、株式会社ライフデポ(以下「サービス提供会社」とし

ます。)の運営する生活救急サービスおよび総合生活サポ

ートサービスの優待利用権を Yahoo! BB サービス会員、

SoftBank ブロードバンド サービス会員、SoftBank Air サ

ービス会員、SoftBank 光サービス会員に対して販売する

サービスをいいます。また当社は本サービス会員に対し、

適宜本サービスに関する情報提供サービスを行います。 

(8)「Yahoo! BB サービス」とは、ヤフー株式会社および

当社が提供するインターネットサービスの総称をいいま

す。 

(11)「Yahoo! BB 光 with フレッツサービス」または

「Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス」とは、東日本

電信電話株式会社または 西日本電信電話株式会社が提

供するフレッツ光を利用して行なう、当社のインターネ

ット接続サービスをいいます。 

(14)「SoftBank 光」とは、東日本電信電話株式会社およ

び西日本電信電話株式会社が提供する光コラボレーショ

ンモデルを利用した当社が提供するインターネット接続

サービスをいいます。 

(15)「当社インターネットサービス」とは、当社が本サ

ービスを提供する上で利用契約の締結が前提とされてい

るサービスであって、「Yahoo! BB ADSL サービス」、

「SoftBank ブロードバンド ADSL サービス」、「Yahoo! BB 

光 with フレッツサービス」、「Yahoo! BB 光 フレッツコ

ースサービス」、「Yahoo! BB for Mobile サービス」、

「SoftBank Air」のいずれかをいいます。 

(16)「会員規約」とは、当社インターネットサービスの

利用契約に係る規約または契約約款をいいます。 

第 3 条（利用契約の成立） 

1. 本サービスの利用希望者は、本規約に同意のうえ、

当社が別途定める手続きに従い利用契約の申し込み

を行うものとします。 

2. 本サービスの申し込みに対し、当社がその内容を確

認し、本サービスの利用希望者に対する BB お掃除&

第 3 条（利用契約の成立） 

1. 本サービスは、当社インターネットサービスの利用

契約ごとに１つの利用契約を締結することができる

ものとします。 

2. 本サービスの利用希望者は、本規約に同意のうえ、当

社が別途定める手続きに従い利用契約の申し込みを



レスキューＷＥＢサイトへの認証機能の提供が開始

された時点をもって、当社が前項に定める利用希望

者の申し込みを承諾したものとします。 

3. 当社は、本サービスの利用希望者において、本規約

もしくは会員規約に反する事由または利用契約の申

し込みが適当でないと当社が判断する等の事由があ

る場合には、利用契約の申し込みを承諾しないこと

があります。 

 

行うものとします。 

3. 本サービスは、当社インターネットサービスの利用

契約を締結している者またはこれらのサービスに申

し込みを行った者に限りお申し込みができるものと

します。 

4. 本サービスは個人向けサービスです。法人名義、任意

団体名義で当社インターネットサービスの利用契約

を締結している者、または法人名義、任意団体名義で

当社インターネットサービスの申し込みを行う者

は、本サービスの申し込み資格を有しません。 

5. 本サービスの申し込みに対し、当社がその内容を確

認し、本サービスの利用希望者に対する BB お掃除&

レスキューＷＥＢサイトへの認証機能の提供が開始

された時点をもって、当社が前項に定める利用希望

者の申し込みを承諾したものとします。 

当社は、本サービスの利用希望者において、本規約

もしくは会員規約に反する事由または利用契約

の申し込みが適当でないと当社が判断する等の

事由がある場合には、利用契約の申し込みを承

諾しないことがあります。 

第 4 条（利用契約の成立時期） 

1. Yahoo! BB ADSL サービスまたは SoftBank ブロード

バンド サービスと同時に本サービスをお申し込みの

場合、Yahoo! BB ADSL サービスまたは SoftBank ブ

ロードバンド サービスの契約成立日をもって本サー

ビスの利用契約も成立するものとします。 

2. Yahoo! BB 光 with フレッツサービス、Yahoo! BB 光 

フレッツコースサービス、Yahoo! BB for Mobile サー

ビス、SoftBank Air と同時に本サービスをお申し込み

の場合、Yahoo! BB 光  with フレッツサービス、

Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス、Yahoo! BB 

for Mobile サービス、SoftBank Air の契約成立日の 2

日後に利用契約が成立するものとします。 

3. 指定の電気通信サービスの利用契約成立後に本サー

ビスをお申し込みの場合、当社がお申し込みを受領し

た後に、申込者に送信する申込承諾メールに記載され

第 4 条（利用契約の成立時期） 

1. Yahoo! BB ADSL サービスまたは SoftBank ブロード

バンド サービスと同時に本サービスをお申し込みの

場合、Yahoo! BB ADSL サービスまたは SoftBank ブロ

ードバンド サービスの契約成立日をもって本サービ

スの利用契約も成立するものとします。 

2. Yahoo! BB 光 with フレッツサービス、Yahoo! BB 光 

フレッツコースサービス、Yahoo! BB for Mobile サー

ビス、SoftBank Air、SoftBank 光と同時に本サービス

をお申し込みの場合、Yahoo! BB 光 with フレッツサ

ービス、Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス、

Yahoo! BB for Mobile サービス、 SoftBank Air、

SoftBank 光の契約成立日の 2 日後に利用契約が成立

するものとします。 

当社インターネットサービスの利用契約成立後に本サー

ビスをお申し込みの場合、当社がお申し込みを受領し



ているお申し込み受付日の 2 日後に利用契約が成立

するものとします。  

 

た後に、申込者に送信する申込承諾メールに記載され

ているお申し込み受付日の 2 日後に利用契約が成立

するものとします。 

第 5 条(月額利用料金等) 

1. 本サービスの課金開始日は以下のとおりとし、本サー

ビス会員は課金開始日の属する月から毎月の月額利用料

金を支払うものとします。 

(1)指定の電気通信サービスと同時に本サービスをお申

し込みの場合、本サービスの契約成立日が属する月の

翌々月 1 日とします。 

(2)指定の電気通信サービスの利用契約成立後に本サー

ビスをお申し込みの場合、本サービスの契約成立日が属

する月の 1 日とします。 

第 5 条(月額利用料金等) 

1. 本サービスの課金開始日は以下のとおりとし、本サー

ビス会員は課金開始日の属する月から毎月の月額利用料

金を支払うものとします。 

(1)当社インターネットサービスと同時に本サービスを

お申し込みの場合、本サービスの契約成立日が属する月

の翌々月 1 日とします。 

(2)当社インターネットサービスの利用契約成立後に

本サービスをお申し込みの場合、本サービスの契約成

立日が属する月の 1 日とします。 

第 14 条（指定の電気通信サービスの利用契約終了時の

措置） 

事由の如何を問わず、本サービス会員において、指定

の電気通信サービスの利用契約が終了した場合、指定

の電気通信サービスの利用契約が終了した日をもって

本サービスの利用契約も当然に終了するものとしま

す。なお、この場合、本サービス会員は本サービスの終

了日が月の途中であっても、当該終了日が属する月の

月額利用料金等の支払義務を負うものとします。 

第 14 条（当社インターネットサービスの利用契約終了時

の措置） 

事由の如何を問わず、本サービス会員において、当社イン

ターネットサービスの利用契約が終了した場合、当社イ

ンターネットサービスの利用契約が終了した日をもって

本サービスの利用契約も当然に終了するものとします。

なお、この場合、本サービス会員は本サービスの終了日が

月の途中であっても、当該終了日が属する月の月額利用

料金等の支払義務を負うものとします。 

 

「BB サポートワイド会員規約」新旧対照表 

改定前（2014 年 12 月 12 日付） 改定後（2015 年 2 月 4 日付） 

第 2 条（定義） 

7．「接続機器」とは、会員が Yahoo! BB サービスまたは

SoftBank ブロードバンドサービスを利用するために

必要な接続機器として、当社が指定するモデム等の機

器をいいます。 

 

 

 

8．「レンタル規約」とは、会員が接続機器を当社よりレ

ンタルするにあたり、当該レンタル契約に適用され

る、「接続機器レンタル規約」、「接続機器レンタル規

第 2 条（定義） 

7．「接続機器」とは、会員が Yahoo! BB サービス（後記

第 2 条第 10 号に定義します。）、SoftBank ブロード

バンドサービス（後記第2条第11号に定義します。）、

SoftBank 光（後記第 2 条第 12 号に定義します。）ま

たは SoftBank Air（後記第 2 条第 13 号に定義しま

す。）を利用するために必要な接続機器として、当社

が指定するモデム等の機器をいいます。 

8．「レンタル規約」とは、会員が接続機器を当社よりレン

タルするにあたり、当該レンタル契約に適用される、

「接続機器レンタル規約」、「接続機器レンタル規約



約（Yahoo! BB 光 with フレッツ/Yahoo! BB 光 フレ

ッツコース用」、「接続機器レンタル規約（SoftBank Air

用）」および「接続機器レンタル個別規定」をいいま

す。 

12．該当なし 

 

 

 

 

13．該当なし 

（Yahoo! BB 光 with フレッツ/Yahoo! BB 光 フレ

ッツコース用）」、「接続機器レンタル個別規定」、「接

続機器レンタル規約（SoftBank 光用）」および「接続

機器レンタル規約（SoftBank Air 用）」をいいます。 

12．「SoftBank 光」とは、東日本電信電話株式会社および

西日本電信電話株式会社の提供する光コラボレーシ

ョンモデルを活用し当社が提供する、光ファイバーを

用いた電気通信サービスおよびインターネット接続

サービスの総称をいいます。 

13．「SoftBank Air」とは、Wireless City Planning 株式会社

から AXGP 回線を借り受け、当社が提供する電気通信

サービスおよびインターネット接続サービスをいい

ます。 

第 4 条（利用申込の承諾） 

2．本サービス利用契約は、以下の場合に成立するものと

します。 

(1)Yahoo! BB サービスまたは SoftBank ブロードバ

ンドサービスの契約成立後に本サービスを申し

込む場合は、当社がその申し込みを受諾した日を

契約成立日とします。 

 

 

(2)（削除） 

(3)Yahoo! BB サービスまたは SoftBank ブロードバ

ンドサービスの契約成立前に本サービスを申し

込む場合は、下記のいずれか早い日を契約成立日

とします。 

①Yahoo! BB もしくは SoftBank ブロードバンド

サービスの利用契約が成立した日。 

②Yahoo! BB サービスもしくは SoftBank ブロー

ドバンドサービスの会員回線に係る電話サー

ビス取扱所内の工事を完了した日以降で、本サ

ービスの利用を開始した日。 

第 4 条（利用申込の承諾） 

2．本サービス利用契約は、以下の場合に成立するものと

します。 

(1)Yahoo! BB サービス、SoftBank ブロードバンドサ

ービス、SoftBank 光または SoftBank Air（以下合

わせて「当社インターネットサービス」といいま

す。）の契約成立後に本サービスを申し込む場合

は、当社がその申し込みを受諾した日を契約成立

日とします。 

(2)（削除） 

(3) 当社インターネットサービスの契約成立前に本

サービスを申し込む場合は、下記のいずれか早い

日を契約成立日とします。 

①当社インターネットサービスの利用契約が成

立した日。 

②当社インターネットサービスの会員回線に係

る電話サービス取扱所内の工事を完了した日以

降で、本サービスの利用を開始した日。 

第 9 条（利用料金） 

1．本サービスの課金開始日は、以下各号に定めるとおり

とします。 

第 9 条（利用料金） 

1．本サービスの課金開始日は、以下各号に定めるとおり

とします。 



（1）Yahoo! BB サービスまたは SoftBank ブロード

バンドサービスの契約成立後に本サービスを

申し込む場合は、本サービスの契約成立日を課

金開始日とします。 

（2）Yahoo! BB サービスまたは SoftBank ブロード

バンドサービスの契約成立前に本サービスを

申し込む場合は、下記のいずれか早い日を課金

開始日とします。 

①Yahoo! BB サービスまたは SoftBank ブロード

バンドサービスの課金開始日。 

②Yahoo! BB サービスまたは SoftBank ブロード

バンドサービスの会員回線に係る電話サービ

ス取扱所内の工事を完了した日以降で、本サー

ビスの利用を開始した日。 

（1）当社インターネットサービスの契約成立後に本

サービスを申し込む場合は、本サービスの契約

成立日を課金開始日とします。 

 

（2）当社インターネットサービスの契約成立前に本

サービスを申し込む場合は、下記のいずれか早

い日を課金開始日とします。 

①当社インターネットサービスの課金開始日。 

②当社インターネットサービスの会員回線に係

る電話サービス取扱所内の工事を完了した日以

降で、本サービスの利用を開始した日。 

第 10 条（料金の支払い） 

1. 電話・リモートサポートの料金を支払う場合に、料金

の計算方法、支払方法、延滞利息および解約時の取扱

い等については「Yahoo! BB サービス会員規約（約

款）」または「SoftBank ブロードバンドサービス基本

規約」の定めによるものとします。 

 

第 10 条（料金の支払い） 

1. 電話・リモートサポートの料金を支払う場合に、料金

の計算方法、支払方法、延滞利息および解約時の取扱

い等については「Yahoo! BB サービス会員規約（約

款）」、「SoftBank ブロードバンドサービス基本規約」、

「SoftBank 光サービス規約」または「SoftBank Air サ

ービス規約」の定めによるものとします。 

第 17 条（当社側からの解除） 

2．前項に係らず、当社は、会員が次のいずれかに該当し

た場合には、何らの催告なしに利用契約を即時解除で

きるものとします。なお、この場合、会員が当社の提

供する他のサービスを利用している場合には、当社は

当該サービスの利用契約についても同様に解除する

ことがあることを会員は予め了承するものとします。 

(7)Yahoo! BB サービスまたは SoftBank ブロードバ

ンドサービスの利用契約が終了した場合 

第 17 条（当社側からの解除） 

2．前項に係らず、当社は、会員が次のいずれかに該当し

た場合には、何らの催告なしに利用契約を即時解除で

きるものとします。なお、この場合、会員が当社の提

供する他のサービスを利用している場合には、当社は

当該サービスの利用契約についても同様に解除する

ことがあることを会員は予め了承するものとします。 

(7) 当社インターネットサービスの利用契約が終了

した場合 

 

「チャリティホワイト利用規約」新旧対照表 

改定前（2014 年 12 月 12 日付） 改定後（2015 年 2 月 4 日付） 

4．本件寄附金の支払い 

(3) 本件寄附金は、次の各号に定める月から、毎月、

本件指定電気通信サービスに係るご利用料金（以

4．本件寄附金の支払い 

(3) 本件寄附金は、次の各号に定める月から、毎月、

本件指定電気通信サービスに係るご利用料金（以



下、「月額利用料金」といいます。）とあわせて

お支払いいただくものとします。 

③ Yahoo! BB ADSL／Yahoo! BB ホワイトプラン

／Yahoo! BB バリュープランのいずれかから

Yahoo! BB 光 with フレッツ／Yahoo! BB 光 

with フレッツ ver. エンジョイネット／

Yahoo! BB 光 フレッツコース／Yahoo! BB 光 

フレッツコース ver. エンジョイネット／

Yahoo! BB 光シティ／SoftBank Airのいずれか

へのサービス変更と同時に本サービスをお申

込いただいた場合は、当社が当該お申込を受

諾した日が属する月 

※ 月額利用料金が286円（税抜）に満たない月および

本件指定電気通信サービス休止期間中は、本

件寄附金額を請求いたしません（当該月にお

いては、本サービスによる被災地支援団体等

への寄附は行われません。）。 

 

下、「月額利用料金」といいます。）とあわせて

お支払いいただくものとします。 

③ Yahoo! BB ADSL／Yahoo! BB ホワイトプラン

／Yahoo! BB バリュープランのいずれかから

Yahoo! BB 光 with フレッツ／Yahoo! BB 光 

with フレッツ ver. エンジョイネット／

Yahoo! BB 光 フレッツコース／Yahoo! BB 光 

フレッツコース ver. エンジョイネット／

Yahoo! BB 光シティ／SoftBank Air／SoftBank 

光／SoftBank 光 ver. エンジョイネットのい

ずれかへのサービス変更と同時に本サービス

をお申込いただいた場合は、当社が当該お申

込を受諾した日が属する月 

※ 月額利用料金が286円（税抜）に満たない月および

本件指定電気通信サービス休止期間中は、本

件寄附金額を請求いたしません（当該月にお

いては、本サービスによる被災地支援団体等

への寄附は行われません。）。 

 


