
第 1 章 総則 

 
第１条（規約の適用） 
１. 本規約は、ソフトバンク株式会社（以下「当社」という。）が提供する「とくするプライ    

スチャレンジ」（ 以下「本サービス」という。）の利用について適用されるものとしま

す。 
２. 本規約は、会員への事前通知なく変更されることがあります。この場合、会員は変更後

の規約に従って本サービスを利用するものとします。 
 

第 2 条（用語の定義） 
本規約において、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

１．「当社等」とは、当社および当社が指定する電気通信事業者をいいます。 

２. 「本サービス」とは、本条第４項に定める会員を対象とし、あらかじめ設定された入    

札価格範囲内で誰とも重複しない金額で入札する等のルール（以下「当選ルール」と

いう。）に従って購入金額および購入者を決定する WEB コンテンツサービスをいいま

す。 
３．「利用契約」とは、本サービスを利用するための本規約に基づく契約をいいます。 
４.「会員」とは、当社等が通信契約約款等に基づき電気通信サービスを提供する３G通信   

サービス契約者および４G 通信サービス契約者（これらの契約者から当該通信契約に

かかる処分権を与えられている方を含みます。）のうち、当社が別途指定する本サー

ビス対応機種を利用するなどの本規約および当社ウェブページ等に定める所定の要件

をみたし、当社との間で利用契約が成立した者をいいます。 
５.「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。 
６.「月額情報料」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。 
７．「ShaCa サービス」とは、ヒューマンエージェント株式会社が著作権等の権利を有する

サービスです。本サービスは ShaCa サービスをカスタマイズし当社が提供するもので、

当選ルール等は ShaCa サービスに準じます。 
８．本サービスを通じて販売する商品のうち、当社が販売する商品を「ソフトバンク出品商

品」、ヒューマンエージェント株式会社が販売する商品を「ShaCa 出品商品」といいま

す。ソフトバンク出品商品は本サービスの会員からのみ入札を受け付けする商品であ

り、ShaCa 出品商品はヒューマンエージェント株式会社の運営する「ShaCa サービス

（http://shaca.com/など）」で同社が当該サービスの会員からも入札を受け付けてい

る商品です。ソフトバンク出品商品と ShaCa出品商品とは商品発送元等も異なります。 

http://shaca.com/


９．当選ルールに従い購入者および購入金額を決定した商品を「当選商品」といいます。 
 

第 2 章 契約の成立等 

 
第 3 条（契約の単位） 
本サービスは、当社等との回線利用契約ごとに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（利用条件） 
１. ソフトバンクまとめて支払いを利用できる端末で利用できます（ソフトバンクをご利用   

の場合の対象端末は SoftBank スマートフォン（一部端末を除く）、iPhone、iPad、タ

ブレット、４G ケータイ、AQUOS ケータイ。３G ケータイでのご利用は不可）。なお、

PC でのご利用はできません。 
２. ご契約端末に応じて、ウェブをご利用する際にお申し込みが必要なサービス（ソフトバ

ンクをご利用の場合は「S!ベーシックパック」、「S!ベーシックパック（i）」（月額利用料

金 300 円（税抜）））へのお申し込みが必要です。 
３．とくするプライスチャレンジ WEB サイト（以下「本サイト」という。）を閲覧するため

には、iOS 搭載端末では Safari ブラウザが、Android OS 搭載端末では標準搭載ブラウ

ザが必要です。これらのブラウザ以外で本サイトにアクセスした場合、本サービスを正

しくご利用いただけない場合があります。 
４. 「パケット定額サービス」未加入のお客様は、ご利用状況によりパケット通信料が高額 

になる場合がありますので、「パケット定額サービス」への加入を推奨します。 
５．本サービスのご利用に際してはMy SoftBank 認証のお客さま識別番号通知が必要です。 
 
第 5 条（申込方法） 
本サイトで申し込みいただけます。 
 
第 6 条（利用開始方法） 
本サービス申し込み後、本サイトにアクセスしログインすることにより、本サービスをご利

用開始いただけます。 
 
第 7 条（本サービスのご利用） 
１．本サービスで提供するシステムはヒューマンエージェント株式会社のシステムを利用    

しており、本サイトの一部ページでは ShaCa サービスの情報や会員の声等を記載して

いることがあります。 



２．当選ルールの詳細については、本サイトでご確認ください。 
３．当選商品の購入権譲渡､当選商品の販売･換金はできません。また、原則として返品はで

きません。 
４．商品代金等はお届け時に代引きでのお支払いとなります。  
５．宛先住所不明・転居先住所不明などで商品が返送された場合は、理由のいかんを問わず

当選権利を無効とする場合がございます。年末年始、夏休み等の配送繁忙期、天候不良

等により商品の到着が遅延する場合がありますのであらかじめご了承ください。 
６．本サービス関係者は本サービスを利用できません。 
７．本サービスの内容および商品は予告なく変更・終了する場合がありますので、あらかじ 

めご了承ください。 
 
第 8 条（顧客情報の利用目的） 
１．当社は、本サービスを提供するにあたり、会員の個人情報、契約者固有 ID、通信機器   

等固有 ID（通信機器本体等に関する情報（製造番号、機種名、品番等））および行動 
履歴（アクセス履歴、閲覧履歴、購買履歴、ダウンロード履歴、アップロード情報、設 
定情報等）、連携を承諾したサービスの情報（SNS 等のアカウントに紐付けられた情報 
を含みます）等の送出が必要な場合に、取得の同意が得られない場合は、本サービスの 
利用を制限する場合または提供を見合わせる場合がございます。 

２．当社は、会員の氏名、住所、連絡先電話番号（固定電話もしくは携帯電話）を会員登録    
時に新たに取得いたします。当社は、取得した情報について、以下に定める目的に従っ

て利用いたします。なお、取得した情報を、本規約に定める目的以外の目的で利用する

場合には、その都度、その利用目的を明らかにした上で、会員から事前の同意をいただ

きます。 
(1) 会員管理、会員からの問い合わせへの対応および当社サービスの利用に関する手続   

きのご案内や情報の提供等のカスタマーサポートのため 
(2) 会員の利便性の向上、品質改善および有益なサービスの提供等を目的として、利用 

状況の分析、効果測定、その他各種マーケティング調査および分析を行うため 
(3) 当社および協業する会社のサービス等のご案内のため 
(4) 当社が提供する特典の適用の有無を識別するため 
(5) 当社サービスの不正契約・不正利用（不正 ID 取得）の防止および発生時に調査等   

を行うため 
(6) 当選商品発送のため（なお、商品発送は日本国内に限ります） 

(7) 第 15 条に定める本メールおよびメールマガジン配信のため 

(8) その他、当社サービスの提供に必要な業務のため  
３．当社は、当社が保有する会員の個人情報等を、本サービスの提供や本サービスに関連し   

たキャンペーン等の実施を目的として利用するとともに、別途当社が定めるプライバ



シーポリシー（http://www.softbank.jp/corp/group/sbm/privacy/）に従い、管理・保有・

利用させていただきます。 
４．当社は、本サービスを提供するにあたって、Google Analytics によるアクセスログの 

収集・解析を実施する場合があります。Google Analytics では主にファーストパーテ 
ィ Cookie を使用し、個人を特定できない形でログを収集します。なお、収集される 
ログは Google 社のプライバシーポリシーに基づいて管理されます。Google Analytics
の プ ラ イ バ シ ー ポ リ シ ー に つ い て は 以 下 URL を ご 確 認 く だ さ い 。

（http://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/） 
 
第 9 条（顧客情報の第三者提供） 
１．本規約の利用目的の達成に必要な範囲で、当社プライバシーポリシーに記載するグルー   

プ各社間で、会員の情報を書面の送付または電子的もしくは磁気的な方法等により第 
三者提供する場合があります。 

２．個人を特定できない形式に加工した上で個人情報保護法上許容される範囲で、第三者に 
情報を提供する場合があります。 

 

第 3 章 利用料金等 

 
第 10 条（利用料金等） 
１. 本サービスの月額情報料は 300 円（税抜）です（消費税は別途必要）。 
２．本サービスの月額情報料の支払い方法は、ソフトバンクまとめて支払いを用いるものと 

します。 
３. 月額情報料は、毎月のご登録日と同一日からその翌月のご登録日と同一の日の前日まで   

の期間の本サービスの利用料金です。途中で利用停止により本サービスを利用できな 
くなった場合でも日割り計算はいたしません。 

４. 同月内に複数回入退会を行った場合、入会の回数分月額情報料が発生いたします。 
５. 本サービスのご利用（本サービスのお申し込み・解除、本サービスからリンク先に接続  

した場合等を含みます）には、ご契約の電気通信事業者が定める契約約款（以下「契約

約款」という。）に定める通信料が発生します。 
６. 本サービスのご利用により生じる通信料は、各パケット定額サービスの対象となりま   

す。  
７. 本サービスの月額情報料ならびに通信料は、ご利用の携帯電話料金と合わせて当社等よ   

りご請求いたします。 
８. 通信料のお支払い方法等については、契約約款に準ずるものとします。 

http://www.softbank.jp/corp/group/sbm/privacy/
http://www.google.com/intl/ja/policies/privacy/


９. 本サービスを月途中で加入および解除した場合でも、月額情報料の日割り計算は行いま  
せん。 

10．本サービスを通じた本サイトの閲覧・電子メールの受信等には、契約約款に定める通   
信料が発生します。 

11. 当選商品を購入する場合、当社またはヒューマンエージェント株式会社が別途設定す  
る支払い方法にて商品代金、送料、代引き手数料の支払いが必要となります。  

12. 本サービスの全部又は一部がご利用できない状態が生じた場合でも、実際に発生した 
通信分については、通信料をお支払いいただきます。  

13. 本サービスの提供を受ける権利を譲渡することはできません。 
14. 海外でのご利用分は、国内パケット定額サービスの対象外となります。  
15．ヒューマンエージェント株式会社の運営する「ShaCa サービス」の会員の方であって 

も本サービスをご利用いただく場合は、本サービスへのお申し込みおよび月額情報料

のお支払いが必要です。また、本サービスの会員であっても、ヒューマンエージェン

ト株式会社の運営する「ShaCa サービス」をご利用いただく場合は、同サービスへの

お申し込みおよび月額情報料のお支払いが必要です。 
 

第 4 章 会員の義務等 

 
第 11 条（禁止事項） 
１． 会員は、本サービスの利用にあたって、以下の行為を行ってはならないものとします。 
    (1) 公序良俗に反する行為、あるいは公序良俗に反する情報を他の会員に提供する行為 
    (2) 他の会員、当社または第三者を誹謗中傷する行為 
    (3) 他の会員、当社または第三者に不利益を与える行為 
    (4) 他の会員、当社または第三者の著作権その他の知的財産権および保護されるべき法      

的権利（以下「著作権等」という。）を侵害する行為 
(5) 他の会員、当社または第三者の財産、信用、プライバシーを侵害する行為 
(6) 自己または第三者の営利を目的とする行為 
(7) 法令に違反しまたは違反のおそれのある行為、あるいは法令に違反しまたは違反の 

おそれのある情報を他の会員に提供する行為 
(8) 本サービスを通じて入手した情報の改変、翻案、編纂、修正、データベース化等を 

行う行為 
(9) 本サービスの運営を妨げるような行為 
(10) 本サービスの信用を毀損するような行為 
(11) その他、当社が不適切と判断する行為 

２．会員が前項記載の禁止行為に違反し、他の会員、当社または第三者に損害を与えた場合  



には、当該損害を賠償する責任を負うものとします。また、会員が本サービスで公開し 
た情報に起因して第三者と紛争が生じた場合には、会員は自己の負担と責任でその紛 
争の一切を解決するものとし、当社にいかなる迷惑もかけないものとします。 

 
第 12 条（会員登録内容の変更） 
本サービスのお申し込みにあたり登録した内容に変更が生じた場合は、会員は当社所定の

方法により、速やかに変更登録をしなければならないものとし、当該変更登録がなかったこ

とで会員が不利益、損害等を被ったとしても、当社は会員に対し一切責任を負わないものと

します。 
 

第 5 章 サービスの中断、停止等 

 
第 13 条（本サービスの中止・中断） 
１．当社は、本サービスの運営に関し、必要と認める場合、当社の裁量において、本サービ   

スの利用を制限することができます。 
２．当社は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会員に事前に通知することなく、また 

何ら責任を負うことなく本サービスの全部または一部の利用を中止または一時停止を

することができるものとします。 
(1) 戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常  

事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。 
(2) 前号の他、当社が営業上または技術上やむを得ないと判断した場合。 

３．本条に定める本サービスの運営の中止・中断により会員が本サービスを利用できなかっ

たことに関し、当社は何らの責任も負わないものとします。 
 
第 14 条（サービス提供に関する免責事項） 
１．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、本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、会員の損害の賠償に応じるものとします。 
２．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

料金(当社が別に定める料金表に規定する利用料金)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。 



３．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。 
４．第 1 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。 
５．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

する。)の場合、本条第 1 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く。)」、同第 3 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。 
６．会員は、本サービスの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものとし、万一

本サービスの利用に関連し他の会員その他の第三者に対して損害を与え、当社に対し

て当該会員その他の第三者から何らかの請求がなされまたは訴訟が提起された場合、

当該会員は、自らの費用と責任において当該請求または訴訟を解決するものとし、当社

を一切免責するものとします。 
７．当社および当社が指定する認証機関は、Secure Sockets Layer 通信（以下「SSL 通信」

という。）の安全性に関していかなる保証を行うものではなく、会員は、ご自身の判断

と責任において SSL 通信を利用するものとします。 
 

第 15 条（本メールおよびメールマガジンの配信） 
１. 本サービスにご登録のお客様は、当社からのサービス、商品、キャンペーン等のご案内

のメール（以下「本メール」という。）の配信に同意があったものとみなし、お客様が

ご登録された携帯番号またはメールアドレス（S!メール、E メール（i）等/変更後も含

む）宛てに配信されます。 
２. 入札商品更新情報をご希望の場合は、会員登録時、もしくは会員情報変更のページから

メールマガジンの配信をお申し込みください。なお、メールマガジンはヒューマンエー

ジェント株式会社から送信されます。 
３．本メールおよびメールマガジンの配信をご希望されない場合は、配信を停止することが

でき、本サービスを利用停止された場合、自動的に配信が停止されます。なお、配信停

止までに数日かかる場合がございます。 
４. 本メールおよびメールマガジンの受信には通信料が発生いたします。 
 

第 6 章 利用契約の終了 

 
第 16 条（会員側からの解約） 
会員は、本サイト、My SoftBank または 157 へのお問い合わせにより、本サービスを解約

することができます。 



 
第 17 条（当社側からの解除） 
会員と当社等との通信サービス契約について、以下の事由があった場合、当該事由が発生し

た翌日に本サービスを解除します。 
１. 通信サービス契約の終了 
２. 携帯電話番号ポータビリティ（MNP）転出 
３. 通信サービス契約の譲渡・承継 
４. 本サービス非対応機種への機種変更 
５. その他特定のサービスで定めた事由 
６. 本規約に違背する行為を行った場合 
 
第 18 条（利用契約終了後の措置） 
事由の如何を問わず、利用契約が終了した場合における本サービス利用中に係る会員の一

切の債務は、利用契約の終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。 
 

第 7 章 雑則 

 
第 19 条（通知・連絡等） 
１．当社は、書面による郵送、ホームページへの掲載、メールでの通知、その他当社が適当   

であると判断する方法により、会員に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとしま

す。 
２．当社が、ホームページへの掲載により会員に通知・連絡等を行う場合は、当該通知・連

絡等を掲載してから２４時間を経過した時に、その他の手段による通知・連絡等の場合

は、当社が会員に当該通知・連絡等を発信した時に、効力を生じるものとします。 
 

第 20 条（第三者への委託）  
当社は、本規約に基づく当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることが 
できるものとします。 
 
第 21 条（個人情報の保護） 
当社は、会員および申込者の個人情報の収集、利用、提供および公表等にあたり、「個人情 
報の保護に関する法律」（平成１５年５月３０日法律第５７号）、総務省の定める「電気通信 
事業における個人情報保護に関するガイドライン」、および「個人情報保護マネジメントシ 
ステム‐要求事項」（ＪＩＳＱ１５００１）の遵守徹底を図り、当社の「個人情報保護のため

の行動指針」に従い適切に実施します。 

http://www.softbank.jp/corp/group/sbm/privacy/policy/
http://www.softbank.jp/corp/group/sbm/privacy/policy/


 
第 22 条（準拠法） 
本規約に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。 
 
第 23 条（合意管轄） 
本規約または本サービスに関する一切の訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易

裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
 
発行日:2016年 1月 28日 

最終改訂日：2016年 3月 17日 


