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第１章 総則 

 

第１条 （利用規約の適用） 

西日本電信電話株式会社(以下、「当社」という。)は、専用画面表示機能、カスタマイズ機能サービス利

用規約（以下、「本利用規約」という。）を定め、本利用規約に基づき、専用画面表示機能、カスタマイ

ズ機能を提供するものとします。 

 

第２条 （定義） 

本利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

項番 用語 定義 

１ 本サービス １．専用画面表示機能（項番２にて記載）及び、カスタマイズ機

能（項番３にて記載）の両サービス。 

２．専用画面表示機能は、本サービスにおける基本機能であり、

カスタマイズ機能は、専用画面表示機能におけるオプションサー

ビス 

２ 専用画面表示機能 専用画面表示機能とは、契約者アプリケーション（項番４にて記

載）及び、契約者(項番８にて記載)が指定した光 BOX＋のプラット

フォームに既に提供・配信されているアプリケーション（以下、

「配信アプリケーション」という。）を、契約者のコミュニティ（項

番５にて記載）に登録されている光 BOX＋へ出し分けて配信する機

能 

３ カスタマイズ機能 カスタマイズ機能は、以下の２ツールを提供する機能 

（１）専用画面作成ツール 

専用画面作成ツールは、契約者または販売代理店（二次代理店も

含む）が、自らコミュニティ（項番５にて記載）に登録された光

BOX＋向けの専用画面を作成、編集することが可能なツール 

（２）お知らせ配信ツール 

お知らせ配信ツールは、契約者または販売代理店（二次代理店も

含む）が自らコミュニティに登録された光 BOX+にお知らせやアン

ケートを配信するツール 

４ 契約者アプリケーション 契約者が当社に対して専用画面表示機能用に提供したアプリケー

ション（本契約後に当社から契約者に通知する当社指定の仕様を

満したアプリケーションでなければなりません。） 

５ コミュニティ 専用画面表示機能を使って契約者アプリケーション及び配信アプ

リケーションを出しわける契約者または販売代理店（二次代理店

も含む）専用のグループ 

６ 利用申込者 本サービスの利用を当社に申込む事業者 

７ 本契約 本利用規約に基づく利用申込者からの申込を当社が承諾した時点
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で成立する当社と事業者の契約 

８ 契約者 当社と本契約が成立した利用申込者 

９ 販売代理店 第２９条及び第４０条の規定に従って、契約者から本サービスに

ついての使用権及び、カスタマイズ機能のライセンスを再許諾さ

れた事業者 

１０ 本サービス用設備 本サービスを提供するにあたり、当社が設置するコンピュータ、

電気通信設備その他の機器及びソフトウェア 

１１ 事業者専用光 BOX+利用者 契約者または販売代理店（二次代理店を含む）が提供する事業者

専用光ＢＯＸ＋の提供を受けた者 

１２ 消費税 消費税法及び同法に関連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その他契約者が支払に際して負担すべき公

租公課 

１３ 利用開始日 契約者の希望に基づき当社が決定する本サービス利用期間の初日 

１４ 光 BOX+ 当社と契約者が別途締結する「光 BOX+売買契約者」等に基づいて、

当社が契約者に提供する情報機器端末「光 BOX+(HB-2000)」 

１５ 申込書 利用申込者が本サービスの利用申込時に当社に提出する「専用画

面表示機能・カスタマイズ機能 申込書」及び「事業者登録申請

書（コミュニティオーナー）」 

 

第３条 （通知） 

当社から契約者への通知は、電子メール、書面の発送または当社のホームページに掲載するなど、当社

が合理的と判断する方法により行います。 

２．前項の規定に基づき、当社から契約者への通知を電子メールの送信、書面の発送または当社のホー

ムページへの掲載の方法により行う場合には、契約者に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信、

書面の発送またはホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。 

 

第４条 （利用規約の変更） 

当社は、止むを得ない事情により本利用規約を変更することがあります。この場合、提供条件は、変更

後の規約によります。 

２．当社が本利用規約を変更する場合、第１５条にて定める本サービスの利用料金の変更を除き、第３

条にて定める方法等により、契約者に通知します。当社が契約者に通知した時点で、変更の効力は発生

します。 

３．第１５条にて定める本サービスの利用料金の変更の場合は、契約者は、変更同意書を当社に対して、

提出しなければなりません。当社からの契約者への通知後、１４日以内に変更同意書を当社に提出しな

い場合、本利用規約の第１１条第１項第３号の規定に従って、当社は契約者が本利用規約に基づく義務

を履行する見込みがないと認め、本契約を解除します。なお、変更同意書の様式は、第３条にて定める

方法等により、契約者に通知します。 
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第５条 （権利義務譲渡の禁止） 

契約者は、あらかじめ当社の書面による承諾がない限り、本利用規約上の地位、本利用規約に基づく権

利または義務の全部または一部を他に譲渡してはならないものとします。 

 

第６条 （本サービスの申込方法） 

本サービスの申込は、利用申込者が本利用規約の内容を承諾の上、申込書を提出することによって申込

を行うものとし、利用申込者が申込を行った時点で、当社は、利用申込者が本利用規約の内容を承諾し

ているものとみなします。 

２．本サービスの利用申込者は、基本機能である専用画面表示機能を必ず申込まなければならず、カス

タマイズ機能は、オプションサービスとして、専用画面作成ツール提供機能、お知らせ配信ツール提供

機能の２機能の申込の有無を選択します。契約者は、当該２機能のうち、１機能のみの申込も可能です。

契約者は、申込書にてカスタマイズ機能の申込有無を選択します。  

 

第７条 （本サービスの申込における審査等） 

当社は、本サービスの申込があった場合には、受け付けた順序に従って審査します。審査合格の契約者

への通知は、電子メール等の当社が指定する方法で実施します。本審査合格の通知をもって、本契約が

締結されたものとします。 

２．当社は、本サービスの利用申込者が次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの申込を

承諾しないことができます。 

（１）本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき 

（２）本サービスに関する金銭債務の不履行、その他本利用規約等に違反したことを理由として本契約

を解約されたことがあるとき 

（３）本サービスの利用申込内容に虚偽があったとき 

（４）金銭債務その他本利用規約等に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき 

（５）当社が定めた審査基準を満たさないとき。但し、当社は当該審査基準については一切開示しない

ものとします。 

（６）その他当社の業務遂行上支障があるとき、または当社が不適当と判断したとき 

 

第８条（契約者からの本契約の変更） 

契約者が本契約の変更を要望する場合は、当社が別途指定する変更申込依頼書を当社に提出します。提

出後、当社にて審査を行い、当社が承諾する場合は、別途契約を契約者、当社間にて締結します。 

 

第９条 （一時的な中断及び提供停止） 

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者への事前の通知または承諾を要することなく、

本サービスの提供を中断もしくは、一部または全部の本サービスの提供を停止することができるものと

します。但し、契約者への通知が事前、事後を問わず可能である場合は、これを行うものとします。 

（１）運用上・保守上または技術上の理由でやむを得ない場合 
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（２）天災地変等不可抗力や通信障害により本サービスを提供できない場合 

 ２．当社は、本サービス用設備等の定期点検、メンテナンスによる機器取り換え等を行うため、契約者

に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。 

３．当社は、契約者が利用料金未払いその他本利用規約に違反した場合には、契約者への事前の通知若

しくは催告を要することなく本サービスの全部または一部の提供を停止することができるものとします。 

４．当社は、契約者の設備に不具合がある場合、本サービスの全部または一部の提供を停止することが

できるものとします。 

５．当社は、前各項に定める事由による本サービスの一時的な中断及び提供停止に関して契約者、販売

代理店（二次代理店を含む）、事業者専用光 BOX+利用者及び、第三者が損害を被った場合、一切の賠償責

任を負わないものとします。販売代理店及び事業者専用光 BOX+利用者より損害賠償を当社に請求された

場合、当社は契約者に求償できるものとします。 

 

第１０条 （契約者からの本契約の解約） 

契約者は、解約日より１ヶ月前までに、当社指定の解約通知書を当社に対して文書により通知しなけれ

ばなりません。 

２．本契約の解約は、当社及び契約者双方の同意のもと、解約日をもって本契約を解約することができ

るものとします。なお、解約通知書は、契約者の決裁権限を持つ代表者印が捺印されていなければなり

ません。 

３．契約者は、特段の定めがない限り、解約日をもって契約者がカスタマイズ機能により作成した画面

を光 BOX+にて表示できなくなること、当社が提供する光 BOX＋の専用画面に変更される等、本サービスを

全て利用できないことを、前項の通知を当社に実施した時点で承諾したこととします。 

 

第１１条 （当社からの本契約の解約） 

当社は、次の各号のいずれかに契約者が該当する場合、契約者及び、販売代理店（二次代理店も含む）

に対し相当の期間を定めて当該事由を解消すべき旨の催告を行った後、当該期間内に当該事由が解消さ

れない場合には、本契約を解約できるものとします。契約者は、当社から催告を受けた場合、当該事由

が解消されていることを示す書面を当社に提出し、当社から指定された期間内に承認を得なければなら

ないものとします。契約者への催告の効果は当社からの通知の発信日をもって生じるものとします。  

（１）本利用規約に違反し、当該違反の性質または状況に照らし、違反を是正することが困難であると

き。 

（２）本利用規約に違反し、当該違反の性質または状況に照らし、違反を是正してもなお本利用規約の

目的を達成することが困難であるとき。 

（３）正当な理由なく本利用規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。 

（４）①支払の停止があったとき、支払不能の状態に陥ったとき、 

②監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき、信用資力の著しい低下があったとき、 

③破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき、 

④自己振出の手形または小切手が不渡処分を受けるなどの支払停止状態となったとき（電子記録債権に

つき、不渡と同等の事態となったとき、または取引停止処分と同等の処分を受けた時を含む。）、 
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⑤私的整理その他法定手続き以外の手続や取引金融機関等との間で、債務整理やリ・スケジュール等が

開始されたとき、 

⑥自らを債務者とする仮差押え、仮処分もしくは差押えの命令、通知が発送されたとき、競売の申立が

あったとき、または公租公課の滞納処分をうけたとき。 

（6）当社に対する詐術その他背信的行為があったとき、または当社に対して重大な危害または損害を及

ぼしたとき。 

（7）その他、本利用規約を順守することが出来ないと認められる相当の事由があるとき。 

２．当社は、前項の規定に基づき本契約を解約したときは、契約者に対し、当社が被った損害の賠償を

請求できるものとします。  

３．契約者は、本条第１項の規定に基づき当社が本契約を解約したことを理由に当社に損害賠償を請求

することはできません。  

 

第１２条 （本サービスの終了） 

当社は、本サービスを継続的かつ安定的に提供することが著しく困難な場合、本サービスの全部または

一部を終了することができるものとします。 

２．前項の規定により、当社が本サービスの提供を終了し、本サービスの提供の終了に伴いその本契約

を終了する場合は、当社が指定するホームページ等によりその旨周知を行います。また、あらかじめそ

の理由、本サービスの提供を終了する日を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、こ

の限りではありません。 

 

第１３条 （契約終了後の処理） 

本契約が終了した場合、当社は、終了事由の如何にかかわらず本サービス用設備等のデータ領域に登録

または蓄積されたデータ等（以下、「契約者の情報等」という。）を、契約者、販売代理店（二次代理店

を含む）、事業者専用光 BOX+利用者に通知することなくすべて削除できるものとします。その場合の本サ

ービス用設備内の契約者、販売代理店(二次代理店含む)もしくは事業者専用光 BOX+利用者の情報等の損

失・損害について、当社はいっさいの責任を免れるものとします。 

 

第１４条 （本サービスにかかる知的財産権の取扱い等） 

契約者及び、販売代理店（二次代理店含む）に提供される当社の本サービス及び本サービス用設備（以

下、「本サービス等」という。）の知的財産権（特許権、著作権、ノウハウ等を含むがこれらに限定され

ないものとします。以下同様。）は、すべて当社が保有します。 

２．契約者は、販売代理店（二次代理店含む）及び、事業者専用光 BOX+利用者に対して、本利用規約に

基づいて本サービスを利用することができるものであり、本サービスに関する知的財産権その他の権利

を取得するものでないことを承諾させなければなりません。なお、契約者から販売代理店（二次代理店

含む）及び、事業者専用光 BOX+利用者への本項に関する承諾は、契約者指定の方法で実施することとし

ます。 

 

第１５条 （料金） 
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本サービスの利用料金は、初期利用料及び月額利用料があります。契約者は、本契約の締結後に、当社

指定の様式により、月額利用料の支払い方法を以下の３種類から選択します。 

① 月額利用料を毎月支払う「毎月払い」 

② 本条第４項にて記載する「指定期間分前払い」 

③ 本条第５項にて記載する「初回一括払い」 

２．利用料金について、「毎月払い」または「指定期間分前払い」を選択した契約者の利用料金は、別紙

１「料金表（月額払い、指定期間分前払い）」にて定めます。また、「初回一括払い」を選択した契約者

の利用料金は、別紙２「料金表（初回一括払い）」にて定めます。 

３．利用料金について、利用開始日または解約日が月の途中の場合でも、当該開始月または解約月の利

用料金について日割り計算等を行わず、当社は契約者に対して、開始月または解約月の月額利用料相当

の利用料金等全額を請求するものとします。 

４．「指定期間分前払い」を選択した契約者に対して、当社は、利用料金について契約者ごと申込書に定

める単位により複数月の月額利用料をまとめて請求します。前払いした期間が終了する 30 日前までに、

契約者から当社に更新や前払い期間の変更要望がない場合は自動更新とし、申込書にて指定した前払い

期間分の利用料金を当社は契約者に請求します。 

５．「初回一括払い」を選択した契約者に対して、当社は、契約者ごとに別紙２「料金表（初回一括払い）」

に定める利用料金について月額料金を請求します。なお、「初回一括払い」が可能なサービスは、専用画

面表示機能にかかる利用料金のみとし、カスタマイズ機能の利用料金については、「毎月払い」もしくは

「指定期間分前払い」のみ可能とします。 

６．第４条、第１０条、第１１条、第２０条乃至第４０条による解約の場合、「指定期間分前払い」また

は「初回一括払い」を選択した契約者に対して、契約者が当社に支払い済みの利用料金を返金しません。 

７．第１２条に定めるサービス終了の場合は、「指定期間分前払い」または「初回一括払い」を選択した

契約者に対して、支払い済みの利用料金のうち一部を返金するものとします。契約者への返金額に関し

ては、別紙３「返金額の計算方法」に定めます。 

８．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。 

 

第１６条 （料金等の支払） 

当社は、前条にて記載の利用料金に関する請求書の発行は、請求当該月の翌月末日までに契約者に送付

します。 

２．契約者は、当社が請求書にて定める期日までに、当社が指定する金融機関等において支払って頂き

ます。 

３． 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払って頂きます。なお、当社が別に指

定する場合は除きます。 

４． 当社は、契約者に対して、利用料金並びにその該当利用料金の合計額に関わる消費税相当額を併せ

た料金額（以下｢請求金額｣といいます）を請求します。 

５．当社は、本利用規約で別段の定めがある場合を除き、受領した請求金額について返金しないものと

します。 
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６．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支払って

頂きます。 

７．当社は、災害が発生し、または発生する恐れがあるときは、本利用規約の規定にかかわらず、臨時

にその料金を減免することがあります。その場合、第３条に定める方法によりその旨を周知します。 

 

第１７条 （支払遅延利息） 

契約者が支払期日内に利用料金等を支払わない場合、当社は契約者に対して支払期日の翌日から利用料

金等が支払われた日まで、支払遅延金額に対し年１４.５パーセントの割合で計算した額を、遅延利息と

して請求することができるものとします。ただし、天災その他やむを得ない事由により支払が遅延した

場合は、当該事由の継続する期間は遅延利息を支払う日数に算入しないものとします。 

２．前項の支払遅延利息は１円未満を切り捨てるものとします。 

 

第１８条 （自己責任の原則） 

契約者、販売代理店（二次代理店を含む）または事業者専用光 BOX+利用者が、本サービスの利用に伴い、

自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からクレーム等の請求がな

された場合、契約者の責任と費用をもって処理、解決するものとします。なお、契約者、販売代理店ま

たは事業者専用光 BOX+利用者が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者

に対してクレーム等の請求を行う場合においても同様とします。 

 

第１９条 （本サービス利用のための設備準備・設定・維持） 

当社は、当社が本サービスに関して保守、運用上または技術上必要であると判断した場合、本サービス

において提供、伝送するデータ等について、契約者への事前通知なく監視、分析、調査等必要な行為を

必要最低限と認められる範囲で行う場合があります。 

 

第２０条 （禁止事項） 

契約者及び販売代理店（二次代理店を含む）は、本サービスの利用に関して以下の行為を行わないこと

を承諾しなければなりません。また、契約者及び販売代理店（二次代理店を含む）は、事業者専用光 BOX+

利用者が、契約者または販売代理店（二次代理店を含む）が事業者専用光 BOX+利用者に提供するサービ

スを利用する際に、以下の行為を行わないことを承諾させなければなりません。なお、承諾方法は、契

約者指定の方法とします。 

（１） 無断で第三者に広告、宣伝若しくは勧誘のメールを送信する行為、または第三者が嫌悪感を抱く、

若しくはそのおそれのあるメール（嫌がらせメール)を送信する行為 

（２） 本サービスの内容や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 

（３） 本利用規約等に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為 

（４） 法令若しくは公序良俗に違反し、または当社若しくは第三者に不利益を与える行為 

（５） 他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 

（６） 詐欺等の犯罪に結びつくまたは結びつくおそれがある行為 
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（７） 無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為 

（８） 第三者になりすまして本サービスを利用する行為 

（９） ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信または掲載する行為 

（１０）第三者の設備等または本サービス用設備等の利用若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（１１）その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助

長する態様・目的でリンクをはる行為 

２．契約者及び、販売代理店（二次代理店含む）は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたこ

とを知った場合、または該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに当社に通知す

るとともに、直ちに該当する行為を停止しなければなりません。 

３．当社は、本サービスの利用に関して、契約者、販売代理店（二次代理店含む）及び、事業者専用光

BOX+利用者の行為が第１項各号のいずれかに該当するものであることまたは、契約者及び販売代理店（二

次代理店含む）が事業者専用光 BOX+利用者に提供した情報が第１項各号のいずれかの行為に関連する情

報であることを知った場合、本サービスの全部または一部の提供を一時停止し、または第１項各号に該

当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、当社は、事業者専用光 BOX+

利用者の行為または事業者専用光 BOX+利用者が提供または伝送する情報（データ、コンテンツを含む。）

を監視する義務を負うものではありません。 

４．当社は、第 1 項各号に定める事由による本サービスの全部または一部の提供を一時停止し、または

第 1項各号に該当する行為に関連する情報を削除した事により、契約者、販売代理店（二次代理店含む）

または事業者専用光 BOX+利用者が損害を被ったとしても、一切責任を負わないものとします。 

  

第２１条（契約者から事業者専用光 BOX+利用者への提供） 

契約者のサービスを事業者専用光 BOX+利用者が利用する場合、契約者は、事業者専用光 BOX+利用者に対

して、本利用規約を遵守させなければなりません。 

２．当社は、事業者専用光 BOX+利用者が本利用規約に準じていないと判断した場合、契約者に対して改

善を要望します。当社要望から当社営業日における１４営業日以内に事業者専用光 BOX+利用者の本サー

ビス利用が改善しなければ、第１１条にかかわらず本契約を即時解約します。 

 

第２２条 （バックアップ等） 

契約者または販売代理店（二次代理店を含む）は、本サービスが本質的に情報の喪失、改変、破壊等の

危険が内在するインターネット通信網を介したサービスであることを理解したうえで、契約者または販

売代理店（二次代理店を含む）が本サービスにおいて提供、送受信及び登録するデータ等については、

契約者自らの責任で同様のデータ等をバックアップとして保存しておくものとし、当社はかかるデータ

等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切の責任を負わないものとします。 

 

第２３条 （秘密情報の取り扱い） 

契約者及び当社は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の

情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲

を特定し、秘密情報である旨の表示を明記した情報（以下「秘密情報」という。）を第三者に開示または
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漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合及び次の各号の

いずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。 

（１） 秘密情報保持義務を負うことなく既に保有している情報 

（２） 秘密情報保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報 

（３） 相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報 

（４） 本利用規約等に違反することなく、かつ受領の前後を問わず公知となった情報 

（５）  本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報 

２.前項の定めにかかわらず、契約者及び当社は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官

公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先または当該官公署に対し開示

することができるものとします。 

３.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。 

４.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内

でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等（以下本条において「資料

等」という。）を複製または改変することができるものとします。この場合、契約者及び当社は、当該複

製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。 

５.前各項の規定にかかわらず、当社が必要と認めた場合には、業務委託先に対して、業務委託のために

必要な範囲で、契約者から事前の書面による承諾を受けることなく秘密情報を開示することができます。 

６.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等（本条第４項に基づき相手方

の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含む。）を相手方に返還し、秘密情報が契約者及び、販売代理店

の設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。 

 

第２４条 （お客様情報等の取り扱い） 

当社は、契約者及び本サービスの利用申込者から提供をうけたお客様情報等について、別に当社が定め

るプライバシーポリシーにしたがって取り扱うものとします。 

２．契約者は、本サービスの提供に不可欠なシステムの開発を当社が委託する事業者もしくは、当社が

提供しなければならないと判断した事業者から、請求があったときは、当社がその契約者の氏名及び住

所等をその事業者に通知する場合があることについて、同意して頂きます。 

 

第２５条 （免責事項） 

当社は、第９条（一時的な中断及び提供停止）、第１０条 （契約者からの本契約の解約）、第１１条 （当

社からの本契約の解約）、第１２条 （本サービスの終了）の規定等、本サービスの利用中止、利用停止、

利用の制限並びに本サービス提供の終了に伴い生じる契約者及び、販売代理店（二次代理店含む）の被

害について、一切の責任は負いません。 

２．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被害については、

本利用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。） 
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３．販売代理店（二次代理店含む）、事業者専用光 BOX+利用者もしくは、第三者が当社に前項及び前々項

に関する損害の賠償を求めてきた場合、当社は契約者に求償します。 

  

第２６条 （契約者における損害賠償） 

契約者は、契約者による本利用規約の義務違反により、当社または第三者に損害を与えた場合は、当社

または第三者に生じた一切の損害を賠償しなければならない。 

 

第２７条 （損害賠償及びその制限） 

当社が本利用規約に違反したことにより損害を被った場合、その相手方に対し損害を賠償するものとし

ます。 

２．前項にいう損害賠償の対象は、通常生ずべき直接損害に限られ、逸失利益等の消極損害、間接損害

及び特別損害は除くものとします。また、賠償金額は、直前に請求した月額利用料相当額の 12ヶ月分を

限度とします。なお、月額利用料の「指定期間分前払い」または「初回一括払い」を選択した契約者に

対しては、当社にて月額利用料相当額を算定し、その 12 ヶ月分を限度とします。 

３．第１項及び第２項の規定にかかわらず、当社の責に帰す事由による故障等によるサービスの一時中

断または中止に起因する損害の場合は、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

時刻から起算して、７２時間以上その状態が連続したときに限り、第４項に従い損害を賠償するものと

します（但し、当社の故意または重大な過失による場合は除くものとします）。 

４．当社は、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。）につき２４時間ごとに日数計算し、その日数に、本

サービスの月額料金相当額の日割り金額を乗じた額を発生した損害額とみなし、その額を賠償するもの

とします。 

５．当社は、第三者の設備･通信障害等を起因とする損害については、一切その責任を負わないものとし

ます。 

６．当社は、契約者または販売代理店が提供するサービスを利用する者本サービスを利用したことによ

り、または利用できなかったことにより発生した以下の紛争について、一切の責任を負わないものとし

ます。 

（１）、契約者またはもしくは販売代理店が提供するサービスを利用する者間 

（２）、契約者または販売代理店が提供するサービスを利用する者と契約者 

（３）、契約者または販売代理店が提供するサービスを利用する者と第三者 

（４）契約者と第三者 

（５）契約者間 

（６）第三者間 

 

第２８条 （表明保証） 

当社及び契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれ

にも該当しないことを確約します。 

（１） 自らまたは自らの役員（取締役、執行役または監査役）が、暴力団（暴力団員による不当な行為
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の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号）、暴力団員（暴力団員による不当な行為

の防止等に関する法律第２条第６号）、暴力団員でなくなった時から５年間を経遃しない者、もしくはこ

れらに準ずる者、または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者（以下、これらを個別にまた

は総称して「暴力団員等」という。）であること。 

（２） 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 

（３） 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員

等を利用し、または、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められるこ

と 

（４） 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、または不当に優先的に扱うなどの関与

をしていると認められること 

（５） 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、または暴力団の遀営に資するものであること 

２．当社及び契約者は、相手方が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本

契約を解除することができるものとします。 

（１）第１項に違反したとき 

（２）自らまたは第三者をして次に掲げる行為をしたとき 

①相手方に対する暴力的な要求行為 

②相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為 

③相手方に対する脅迫的言辞または暴力的行為 

④風説を流布し、または偽計もしくは威力を用いて、相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨

害する行為 

⑤その他前各号に準ずる行為 

 ３．当社及び契約者は、前項の規定により本契約を解除した場合、相手方に損害が生じても、これを賠

償する責を負わないものとします 

 

第２９条 （本サービスの第三者提供） 

当社は、契約者が、本契約を履行することを条件に、本サービスを使用して、有償、無償を問わず、第

三者に対して、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供またはその準備を目的とし

た利用を承諾します。なお、カスタマイズ機能に関する第三者提供は、第４０条にて定めます。 

 

第３０条 （管轄裁判所） 

本利用規約、及び本契約に関する訴訟については、被告側の本店を管轄する裁判所を第一審の専属的合

意管轄裁判所とします。 

 

第３１条 （協議等） 

本利用規約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義等が生じた場合は両者誠意を持って協

議の上解決することとします。 

 

第３２条 （法令に規定する事項） 
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本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによりま

す。 

 

第３３条 （準拠法） 

本利用規約の成立、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。 

 

第２章 専用画面表示機能 

第３４条（専用画面表示機能の提供） 

専用画面表示機能の契約者への提供は、以下の通りとします。なお、詳細は、別途通知する「B2B2X案件

における光 BOX+[HB-2000]事務処理マニュアル」に記載します。 

（１）専用画面表示機能の契約者への提供にあたって、契約者は、契約者アプリケーション及び契約者

アプリケーション等のコミュニティに関する情報を当社指定の様式及び方法により当社に提供します。 

（２）契約者アプリケーションの当社への提供後、当社は、専用画面表示機能管理用サーバ（以下、「管

理サーバ」という。）に当該アプリケーションを登録し、保管します。なお、当該アプリケーションの登

録は、当社が当該アプリケーションを受け取った後、５～１０営業日程度で実施します。管理サーバへ

の契約者アプリケーション登録後、コミュニティに登録されている光 BOX+への契約者アプリケーション

の配信は、契約者が当社所定の様式にて指定した時間から実施します。指定時間は、当社管理サーバへ

の契約者アプリケーション登録後でなければなりません。 

（３）各光 BOX+のコミュニティへの登録は、契約者が購入した光 BOX+を当社が契約者に発送する際に、

当社にて「各光 BOX+固有のシリアル番号」（以下、「管理シリアル番号」という。）を読み取り、シリアル

番号を管理サーバに登録（以下、「紐付け」という。）します。なお、紐付けは、契約者が購入した光 BOX+

が契約者に到着するまでに当社にて実施します。また、毎月一度、当社は契約者に対して、コミュニテ

ィに紐付けられているシリアル番号一覧を送付します。 

 

第３５条（専用画面表示機能の運用） 

契約者が購入した光 BOX+をコミュニティから解除したい場合は、当社指定の様式により、解除したいシ

リアル番号等を当社に通知します。契約者からの通知受領後、５～１０営業日程度で、当社は解除を実

施します。解除後、解除を実施した月の月末までに当社は契約者に対して、コミュニティに紐付けられ

ている光 BOX＋の管理シリアル番号一覧を送付します。 

２．前項にて紐付けを解除した光 BOX＋を、再度コミュニティに登録したい場合は、当社指定の様式によ

り、再度紐付けを行いたい管理シリアル番号等を当社に通知します。契約者からの通知受領後、５～１

０営業日程度で、当社は登録を実施します。本登録後、本登録を実施した月の月末までに当社は契約者

に対して、コミュニティに紐付けられている光 BOX＋の管理シリアル番号一覧を送付します。 

３．契約者が管理サーバに登録された契約者アプリケーションを変更もしくは更新したい場合、契約者

は当社指定の様式にて変更もしくは更新したい契約者アプリケーションの情報を当社に通知するととも

に、新たな契約者アプリケーションを当社に提供します。当社は、事業者アプリケーションの受領後、

５～１０営業日程度で管理サーバに登録します。 
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第３６条（専用画面表示機能における故障対応等） 

専用画面表示機能の契約者への提供において、当社の責に帰す事由により、提供者アプリケーションで

はなく、他のアプリケーションがサーバに登録された場合や、契約者が購入した光 BOX＋とは異なる光

BOX＋を当社が紐付けた場合等による契約者サービスの一時中断または、契約者が意図しない方法での専

用画面表示機能の提供の場合は、当社の営業時間内においては速やかに、当社の営業時間外の場合は翌

営業日までに、契約者から提供されたアプリケーションに差し替えることとします。なお、本項におけ

る損害等は、第２７条（損害賠償及びその制限）に記載した内容の通りとします。 

 

第３章 カスタマイズ機能 

第３７条（カスタマイズ機能の利用） 

インターネットブラウザにて当社指定のホームページ（以下、「ツール用ホームページ」という。）に

接続し、当社から提供されたライセンスを利用し、ツール用ホームページにログインすることによって、

契約者はカスタマイズ機能の利用が可能となります。なお、ツール用ホームページの接続アドレスは、

本契約後に当社指定方法により契約者に通知いたします。 

２．専用画面作成ツール及び、お知らせ配信ツールによって、作成・編集・変更した内容のコミュニテ

ィに登録された光 BOX+への配信は、当該光 BOX+と管理サーバが 12時間単位に自動で接続・同期を行うタ

イミングで実施されます。なお、当該光 BOX+がインターネットに接続されていない等による管理サーバ

と接続できない場合は、反映されません。 

 

第３８条（カスタマイズ機能の利用における条件） 

以下の環境条件を満たしたパソコン等の端末により、契約者はカスタマイズ機能の利用が可能となりま

す。 

項目 条件等 

ネットワークに関する条件 回線フリー 

OS に関する条件 
Windows 7（Home Premium/Professional/Ultimate)SP1 

Windows 8（無印/Pro/Enterprise） 

ブラウザに関する条件 Google Chrome 

 

２．専用画面作成ツールにおける利用条件は、以下の通りとします。 

 (１) １ライセンスにつき、１コミュニティの専用画面を作成可能です。 

(２) １ライセンスにつき、最大１０種類の専用画面用のデザイン・レイアウトを作成可能です。 

(３) １専用画面用のデザイン・レイアウトは最大３ページで構成されます。 

 

第３９条（ライセンスの許諾） 

カスタマイズ機能におけるライセンス（以下、「本ライセンス」という。）は、契約者に許諾されるもの

であり、販売されるものではありません。当社は、黙示、禁反言、またはその他のいずれの法理による

を問わず、当社が第３７条にて許諾した本ライセンスを除き、本サービスに対するその他のすべての権

利を留保します。本ライセンスは契約者に以下の権利を付与するものではなく、契約者は以下を行うこ
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とはできません。 

（１）本ライセンス内の、またはこれらに関連する技術的な保護手段を回避または無視すること。 

（２）本ライセンスに含まれるまたは本ライセンスからアクセス可能なソフトウェアまたは本ライセン

スについて、逆アセンブル、逆コンパイル、復号化、ハッキング、エミュレート、利用、またはリバー

ス エンジニアリングを行うこと。ただし、適用される著作権法によりかかる行為が明示的に認められる

場合を除きます。 

（３）別のデバイスで使用するために本ライセンスのコンポーネントを分離すること。 

（４）当社が提供する本ライセンスに関する情報を公開すること。 

（５）本ライセンス複製、レンタル、リース、販売、輸出、輸入、頒布、または貸与すること。ただし、

当社が明示的に許可する場合を除きます。 

（５）いかなるサービス、データ、アカウント、またはネットワークにアクセスする場合でも、第三者

による本ライセンスの使用を妨げる可能性のある不正な方法で、本ライセンス使用すること。 

（６）不法なアプリケーションにより、本ライセンスのアクセスを有効にし、当社が提供する光 BOX＋の

内容を変更すること。 

 

第４０条（ライセンスの再許諾） 

契約者は、販売代理店に、本ライセンスに関する使用権を再許諾、すなわちサブライセンスすることが

できるものとします。また、販売代理店は、その顧客に対して、サブライセンスされた使用権を再許諾

することができるものとします。但し、当該再許諾される「販売代理店もしくは事業者専用光 BOX+利用

者（以下、「代理店及びその顧客」という。）における権利は、本契約の終了と同時に終了するものとし

ます。 

（１）契約者にて、代理店及びその顧客が本利用規約に遵守することを監視するとともに、代理店及び

その顧客が本利用規約に遵守することを条件に、代理店及びその顧客は本ライセンスを使用して、有償、

無償を問わず、第三者に対して、営業活動、営利を目的とした利用、付加価値サービスの提供またはそ

の準備を目的とした利用を承諾します。 

（２）販売代理店及びその顧客は、本ライセンスについて前号に定める以外の権利を一切有しないもの

とし、前号定めること以外のために本ライセンスを使用しないものとします。 

２．契約者は、販売代理店に本サービスをサブライセンスする場合、本契約の内容と実質的に同等の内

容を含む契約書を別途契約者と販売代理店との間で締結するものとします。また、契約者は、代理及び

その顧客の間にて、本契約の内容と実質的に同等の内容を含む契約書を締結することを保証します。 

３．契約者は、当社が要望する場合、当社が要望してから 10営業日以内に「契約者と販売代理店の間も

しくは、代理店及びその顧客の間で締結された契約書」（以下、「サブライセンス契約書」という。）の書

式の写しを１部提出しなければなりません。 

４．当社がサブライセンス契約書の一部もしくは全てにかかわらず、本利用規約に準じていないと判断

した場合、当社は契約者に対して契約書の内容変更を要望することができます。当社からの当該変更通

知から１か月以内に改善しなければならないことを、契約者は承諾します。当社指定期間中にサブライ

センス契約書の改善がなされなかった場合は、第１１条にかかわらず本契約を即時解除します。 
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第４１条（カスタマイズ機能における免責事項） 

契約者が第３８条にて記載した環境条件を満たしているのにかかわらずカスタマイズ機能の利用ができ

ない場合、当社の責に帰す事由もしくは、当社以外の故意による事由に関係なく、当社は、当社の営業

時間内であれば速やかに、カスタマイズ機能及び、ツール用ホームページの復旧に努めます。なお、第

２７条の定めにかかわらず、ツールが利用できないことにより直接的、間接的損害に関して、当社は免

責されるものとする。 
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別紙１ 料金表（月額払い、指定期間分前払い） 

 １．利用料金 

 

１．専用画面表示機能 

①初期利用料※1：５０，０００円(税抜)／コミュニティ 

②月額利用料※2：５０円(税抜)／管理シリアル番号× 登録台数※3 

※1 コミュニティを新しく追加する場合は、追加コミュニティ毎に初期利用料が必要です。 

※2 シリアル番号の追加登録及び、削除に関する費用は、月額利用料に含まれます。 

※3 登録台数とは、毎月末時点で契約者のコミュニティに登録されている光 BOX+の合計としま

す。 

 

  

２．カスタマイズ機能 

（１）専用画面作成ツール 

  ・月額利用料：３０，０００円（税抜）／ライセンス×ライセンス利用コミュニティ数※5 

 

（２）お知らせ配信ツール  

  ・月額利用料：３０，０００円（税抜）／ライセンス※4×ライセンス利用コミュニティ数

※5 

※5 ライセンス利用コミュニティ数とは、毎月末時点で当社が契約者に対して提供している各ツ

ールのライセンスを利用するコミュニティ数とする。（当社及び、契約者が合意するトライア

ルもしくは、テスト用のライセンスは、請求対象外とします。） 

  

  

２．「指定期間分前払い」を選択した契約者に対して、当社は、上記の利用料金について契約者ごと

当社指定の申込書に定める単位により複数月の月額利用料をまとめて請求します。 

  

  

３．別紙１にて定めるす利用料金に関して、当社から契約者への１回あたりの請求額が１，０００円

（税抜）未満の場合は、最低利用料金として１，０００円（税抜）を当社は請求します。 
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別紙２ 料金表（初回一括払い） 

１．利用料金 

  

１．専用画面表示機能 

①初期利用料※1：５０，０００円(税抜)／コミュニティ 

②利用料※2： ６，０００円(税抜) ／管理シリアル番号※3 × （登録台数※4-請求済み登録

台数※5） 

※1 コミュニティを新しく追加する場合は、追加コミュニティ毎に初期利用料が必要です。 

※2 シリアル番号の追加登録及び、削除に関する費用は、月額利用料に含まれます。 

※3 管理シリアル番号とは、専用画面表示機能を利用するために各光 BOX＋に付与された単一

のＩＤ番号を指します。 

※4登録台数とは、毎月末時点で契約者のコミュニティに登録されている光 BOX+の合計としま

す。 

※5 請求済み登録台数とは、毎月末時点で専用画面表示機能を利用している光 BOX+のうち、既

に契約者から当社に対する利用金額（月額利用料）の支払済み光 BOX+の合計とします。 

  

  

２．カスタマイズ機能 

（１）専用画面作成ツール 

  ・月額利用料：３０，０００円（税抜）／ライセンス×ライセンス利用コミュニティ数※5 

 

（２）お知らせ配信ツール  

  ・月額利用料：３０，０００円（税抜）／ライセンス※4×ライセンス利用コミュニティ数

※5 

※5ライセンス利用コミュニティ数とは、毎月末時点で当社が契約者に対して提供している各

ツールのライセンスを利用するコミュニティ数とする。（当社及び、契約者が合意するトライ

アルもしくは、テスト用のライセンスは、請求対象外とします。） 
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別紙３ 返金額の計算方法 

第１２条（本サービスの終了）の場合、第１５条１項において「指定期間前払い」もしくは「初回一括

払い」を選択した契約者に対して、以下の通り返金します。 

  

１．「指定期間前払い」を選択した契約者への返金額の計算方法 

当社は、以下の計算式に基づき契約者に対して返金します。 

 

返金額 = 契約者が既に当社に支払った金額※1 × （前払い月数 ― 前払期間中の利用月数※2） 

／ 前払い月数 

 

※1 契約者が既に当社に支払った金額は、別紙１「料金表（月額払い、指定期間分前払い）」に

定める「１．専用画面表示機能②月額利用料」、「２．カスタマイズ機能（１）専用画面成ツー

ルおよび（２）お知らせ配信ツールにおける月額利用料」を対象とし、「１．専用画面表示機能

①初期利用料」は返金対象外とします。 

※2 利用月数とは、当社指定の申込書で契約者が指定した利用開始月から、当社が指定したサー

ビス終了月までの期間とします。 

  

  

２．「初回一括払い」を選択した契約者への返金額の計算方法 

当社は、以下の計算式に基づき、返金を実施します。なお、サービス利用申込時に当社指定の申

込書で契約者が申込書で指定した利用開始月から当社が指定したサービス終了月までの期間が

６０ヵ月を超える契約者に対しては、返金を実施しないこととします。 

 

返金額 = 契約者が既に当社に支払った金額※1 × （６０ヵ月 ― 利用月数※2 ）／ ６０ヵ月 

 

※1 契約者が既に当社に支払った金額は、別紙２「料金表（初回一括払い）」に定める「１．専

用画面表示機能②利用料」「２．カスタマイズ機能（１）専用画面専用画面作成ツールおよび（２）

お知らせ配信ツールにおける月額利用料」を対象とし、「１．専用画面表示機能①初期利用料」

は返金対象外とします。 

※2 利用月数とは、当社指定の申込書で契約者が指定した利用開始月から、当社が指定したサー

ビス終了月までの期間とします。 

  

  
 

 


