
ソフトバンクカード会員アプリ利用規約 

 

第 1条(適用) 

 

本利用規約は、ソフトバンクカード会員専用会員アプリ（以下、「会員アプリ」といいます）

の利用について定めたものです。 

本利用規約項は、ソフトバンクカード会員規約（以下、「会員規約」といいます）の一部を

構成するものとし、本利用規約の内容と会員規約の内容とが異なる場合、本利用規約が優

先して適用されます。 

 

第 2条（定義） 

 

本利用規約において使用する以下の用語は、それぞれ以下に定める意味を有するものとし

ます。なお、その他本利用規約に記載する語句の定義は、会員規約の定めによるものとし

ます。 

(1)「本利用規約等」とは、本利用規約、会員規約および当社プライバシーポリシーを意味

します。 

(2)「登録ユーザー」とは、第４条（利用登録）に基づいて会員アプリをダウンロード（再

ダウンロードも含みます。以下同じとします）した会員を意味します。 

(3)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、これらの権利を

取得しまたは登録等を出願する権利、その他のノウハウおよび技術情報等を意味しま

す。 

 

第 3条（使用許諾） 

 

当社は、本利用規約等に同意した登録ユーザーに対し、会員アプリを対応端末にインスト

ールし使用することのできる、非独占的かつ譲渡不能の会員アプリの使用を許諾します。 

 

第 4条(利用登録) 

 

1. 会員アプリは、App Store からダウンロードしてください。ダウンロードおよび会員ア

プリの利用等にかかる通信料は、会員(登録ユーザー)が負担するものとします。 

2. 会員アプリは、ソフトバンク株式会社の回線契約者であり、かつ iPhone（iPhone5s/ios8

以降のみ対応）を使用している会員のみ利用できます。 

3. 登録を希望する会員は、会員アプリをダウンロードする前に、本利用規約等をよくお読

みいただき、同意いただいたうえで会員アプリをダウンロードし、ご利用ください。な



お、登録を希望する会員が会員アプリをダウンロードした時点をもって、本規約等の全

てに無条件（留保や条件などをつけてご利用いただくことはできません）で同意したこ

ととなります。 

 

第 5条(IDの管理) 

 

1. 会員アプリは、ソフトバンク株式会社の回線契約に基づいてマイソフトバンクの利用が

できる会員が、マイソフトバンク ID/パスワード（以下、「ID等」といいます）を使用し

てログインできるものとします。なお、マイソフトバンクの利用ができない会員は、会

員アプリを利用できません。 

2. 登録ユーザーは、ID 等を善良なる管理者の注意をもって使用・保管・管理を行うものと

し、いかなる理由であっても ID等を第三者に使用させ、または貸与、譲渡、売買等をし

てはならないものとします。 

3. 登録ユーザーは、ID等が第三者に使用されたことにより、当該登録ユーザーに損害が生

じた場合、当社はその責任を負わないものとします。ただし、当社が登録ユーザーに責

がないと認めた場合を除きます。 

4. 登録ユーザーは、ID 等が第三者に使用されたことにより当社または他の第三者に損害を

与えた場合、その損害につき賠償責任を負うものとします。 

 

第 6条(SMS/メール/Push通知の送信) 

 

1. ソフトバンクカードの申込時に、特定電子メール配信同意（兼 金融商品勧誘の同意）を

取得している登録ユーザーについては、当社の判断により、登録ユーザーが登録・変更

した携帯メール(SMS)または電子メールアドレス、会員アプリ等に対し、当社または第三

者が提供する商品、サービス、キャンペーン、その他お得な情報のお知らせを含んだ SMS/

メール/Push 通知（その他のメッセージサービスを含みます。以下同じとします）を送

信することがあります。なお、特定電子メール配信同意（兼 金融商品勧誘の同意）を行

った登録ユーザー会員が配信停止を希望される場合は、登録ユーザーご自身で当社が別

に定める方法に従い、当該配信を停止していただく必要があります。 

2. 前項の定めに関わらず、当社は、サービス提供上必要な内容を含む SMS/メール/Push通

知については全ての登録ユーザーに送信できるものとします。 

3. 会員アプリの利用および会員規約に基づく登録ユーザーに対する通知は、当社に登録さ

れている SMS/メールアドレスに宛てて諸通知の内容を送信した時をもって到達したも

のとします。 

 

第 7条（利用者情報の取得等） 



 

1. 登録ユーザーは、当社が会員アプリにて、以下に定める利用者情報を取得することに同

意します。 

(1)端末の位置情報 

 （利用目的） 

ｲ）現在位置を活用した機能の実現のため 

ﾛ）各種の情報、広告およびクーポン等の配信のため 

ﾊ）利用状況の調査および分析のため 

(2)会員アプリの利用履歴・操作履歴 

 （利用目的） 

ｲ）各種の情報、広告およびクーポン等の配信のため 

ﾛ）利用状況の調査および分析のため 

2. 前項の定めのほか、当社は「ソフトバンクカードにおける個人情報の取扱い」に基づい

て会員の個人情報等を取り扱うものとします。 

 

第 8条（データアグリゲーション） 

 

1. データアグリゲーションとは、登録ユーザーが会員アプリを経由して当社が指定するイ

ンターネットサービスサイトへアクセスし、インターネットサービスサイトにおける登

録ユーザー自身の情報を取得することをいいます。 

2. 登録ユーザーは、当社が指定するインターネットサービスサイトにアクセスするための

ID・パスワードを保持し、当社に当該 ID・パスワードを提供している場合のみデータア

グリゲーションを利用できるものとします。なお、当社は、登録ユーザーから提示を受

けた ID・パスワードを、「ソフトバンクカードにおける個人情報の取扱い」に基づき、

適切に取り扱うものとします。 

3. 登録ユーザーは、データアグリゲーションにより取得した情報を、蓄積、更新、加工・

編集等のうえ、会員アプリ上に表示し管理することができます。 

4. データアグリゲーションサービスを利用することによるインターネットサービスサイト

へのアクセス、登録ユーザーの情報の取得、蓄積、更新、加工・編集等の機能の利用は、

登録ユーザー自身が自らの意思で行う操作であり、登録ユーザーは、これらの行為によ

り生ずる結果全てについて責任を負うものとします。当社は、これらの行為の当事者、

使者、代理人または仲立人等とならず、これらの行為により生じた結果に対して一切の

責任を負わないものとします。 

5. 登録ユーザーは、当社が指定するインターネットサービスサイトにアクセスするための

ID・パスワードに変更があった場合、当社所定の方法により、変更を行わなければなり

ません。 



6. 登録ユーザーは、当社所定の方法により、データアグリゲーションの利用を停止するこ

とができます。 

 

第 9条（会員アプリ利用上の注意点） 

 

1. 登録ユーザーは、Wi-Fi に接続していると会員アプリへのログインができないため、会

員アプリにログインする場合、必ず Wi-Fi をオフにし、モバイルデータ通信を利用する

ものとします。 

2. 登録ユーザーは、モバイルデータ通信を利用することにより、ID等を入力することなく

会員アプリにログインすることができます。この場合において、会員アプリをダウンロ

ードした端末が第三者に渡った場合、会員アプリにより利用履歴情報等が外部に漏えい

する等、登録ユーザーに損害が発生する可能性があります。登録ユーザーは、会員アプ

リ利用にあたっては、端末を厳重に管理するものとします。 

3. 会員アプリの一部機能については、端末のパスコード（または TouchID）が必要となり

ます。登録ユーザーは、必ず端末のパスコード（または TouchID）を設定のうえ、会員

アプリを利用するものとします。 

4. 会員アプリは、会員サイトの各種サービスへのリンクを提供しています。各リンクから

Webviewまたはブラウザにより会員サイトの Webページに遷移する場合があります。 

5. 登録ユーザーは、会員アプリをダウンロードした端末の紛失・盗難には十分注意するも

のとします。なお、登録ユーザーは、会員アプリをダウンロードした端末の紛失・盗難

が発生した場合、直ちにソフトバンク株式会社に連絡のうえ、通信等の利用停止手続き

を行うものとします。 

6. 登録ユーザーは、会員アプリをダウンロードした端末の変更、売却およびソフトバンク

株式会社との回線契約解除等を行う場合、必ず会員アプリを事前に削除するものとしま

す。 

7. 登録ユーザーは、会員アプリに掲載されるキャンペーン等の内容や特典が、Apple Inc.、

Apple Japan Inc.（アップルジャパン株式会社）によるものはなく、その実施について

一切関係がないことをあらかじめ了承するものとします。 

8. 登録ユーザーは、当社または関係官庁等が提供する情報を参考にして、自己の利用環境

に応じ、ウィルスの感染、不正アクセスおよび情報漏洩の防止等の適切な情報セキュリ

ティを保持するものとします。 

9. 登録ユーザーは、会員アプリの使用（会員アプリのダウンロードを含みます）に必要と

なる通信機器、ソフトウェア、通信回線その他の環境を、登録ユーザーの責任と負担に

おいて準備するものとします。 

 

第 10条（権利帰属） 



 

会員アプリに関する知的財産権は、当社または正当な権利を有する第三者に帰属します。

登録ユーザーは、会員アプリに関する知的財産権を取得するものではありません。 

 

第 11条（本利用規約等の変更） 

 

当社は、本利用規約等を変更することがあり、変更した場合は常に変更後の本利用規約等

が適用されます。その際、当社は、当社ホームページ上の告知または当社所定の方法によ

る告知を行います。なお、変更内容告知後、登録ユーザーが会員アプリを利用した場合に

は、本利用規約等の変更に同意したものとみなします。 

 

第 12条（免責） 

 

1. 当社は、会員アプリについて、登録ユーザーが会員アプリをダウンロードした時点にお

ける現状有姿の内容のものを提供するもので、登録ユーザーに対し、いかなる利用環境

の下でも正常に作動することや全ての機能が作動することの保証はいたしません。 

2. 当社は、会員アプリに掲載される全ての情報、その他のコンテンツについて、法令によ

り求められている場合を除き、その完全性、正確性、適用性、有用性について一切保証

しません。 

3. 登録ユーザーの使用環境や､GPS衛星の状態により位置が正しく表示されない場合があり

ますので、あらかじめご了解のうえご利用ください。登録ユーザーがお使いの端末およ

び設定によっては、会員アプリのうち、登録ユーザーの位置情報を必要とするサービス

をご利用頂けない場合がございます。なお、当社は、位置情報の精度に起因する情報内

容の誤差に関して、一切責任を負わないものとします。 

 

第 13条（禁止事項） 

 

登録ユーザーは、会員アプリを利用するにあたり、以下の各号に規定する行為をしてはな

らないものとします。 

1. 登録ユーザーの個人的利用を超えて、同アプリを商業・営利目的などに使用する行為 

2. 会員アプリの一部を登録ユーザー個人のプログラムに組み込み、または結合することを

目的としたコンパイル等一切の行為 

3. 会員アプリの全部または一部を改変、改ざんする行為 

4. 会員アプリを逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングし、その他同ア

プリのソースコード、アイデア等を解析または分析等する行為 

5. 会員アプリを、複製、頒布、公衆送信、翻訳、翻案、譲渡、貸与、使用再許諾などとす



る行為 

6. 会員アプリに組み込まれているセキュリティ機能を害する行為 

7. 会員アプリに付された著作権表示およびその他の権利表示を除去または変更する行為 

8. 当社若しくはその役員・従業員または当社提供のサービス、当社の取引先企業または第

三者を誹謗中傷するもの、卑俗なもの、差別的表現にあたるもの、第三者の知的財産権

を侵害する行為、その他違法、不当な情報等を当社に提供する行為 

9. 会員アプリまたは第三者の情報端末、通信機器等の機能を害するように設計されたコン

ピューターウィルス、マルウェア等のプログラムを含む情報等を送信する行為 

10.法令に違反する行為または犯罪行為に関連する行為 

11.公序良俗に反する行為 

12.他の登録ユーザーの個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示また

は提供する行為 

13.他の登録ユーザーの ID等を利用する行為 

14.会員アプリの運営を妨害するおそれのある行為 

15.会員アプリのネットワークまたはシステム等に過度な負荷をかける行為 

16.当社のネットワークまたはシステム等に不正にアクセスし、または不正なアクセスを試

みる行為 

17.当社または第三者に成りすます行為 

18.第三者による前各号の行為を援助または推奨する行為 

19.その他本利用規約等に反するか会員アプリを違法または不当な目的、態様で使用する一

切の行為 

 

第 14条(一時停止、中止) 

 

当社は、システムメンテナンス、天災・災害による装置の故障、その他当社が必要と判断

した場合、予告なく会員アプリを一時停止・中止する場合があります。会員アプリの一時

停止または中止に起因して生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負わないも

のとします。ただし、当社の故意または重過失により会員に損害を与えた場合は除きます。 

 

第 15条（会員アプリの内容の変更等） 

 

1. 当社は、登録ユーザーの事前の承諾を得ることなく、いつでも会員アプリの内容の全部

または一部を変更、追加改良できるものとします。 

2. 当社は、事前の予告なく、本アプリの提供、アップデートを終了する場合があります。 

 

第 16条（利用の終了等） 



 

1. 登録ユーザーは、自身の対応端末にインストールされている会員アプリの全てのコピー

をアンインストールまたは削除することで、いつでもその利用を終了することができま

す。 

2. 登録ユーザーが本利用規約等に違反した場合には、当社からの通知なく、本利用規約等

に基づく登録ユーザーの権利は自動的に消滅するものとし、登録ユーザーは会員アプリ

の一切の使用を中断すると共に同アプリの全てのコピーを削除するものとします。この

場合、当社はいつでも登録ユーザーへの通知なく直ちに登録ユーザーによる会員アプリ

へのアクセスを無効にする権限を有します。また、当社は登録ユーザーの会員アプリを

使用する権利を終了させる権利を有し、この場合には、同アプリが操作不可能となるよ

う同アプリを改変する権利を有します。当社は、これらの権利を行使したことにより登

録ユーザーに損害が発生した場合であっても一切これを賠償する責を負いません。 

3. 前項のほか、本利用規約等に反した登録ユーザーに対しては、当社は本利用規約等に定

める処置をとることに加え、登録ユーザーを会員アプリおよび当社が主宰または提供す

る一切のサービスおよび会員資格から排除し、今後の当社との取引一切を禁止するなど

の措置をとることができ、さらに、以上に関しての当社に生じた費用と損害を登録ユー

ザーに賠償していただくことになります。 

4. 当社が、登録ユーザーに対し、本利用規約等に定める処置を直ちに取らずに、本利用規

約等を遵守するよう要求、または本利用規約等に基づく権利の行使をしなかった場合で

あっても、本利用規約等に基づく権利を放棄しまたは行使の猶予をすることを、意味す

るものではありません。 

5. 当社は、当社の都合により、会員アプリの提供を終了することができます。当社が、会

員アプリの提供を終了する場合、当社は、登録ユーザーに、事前に、通知するものとし

ます。なお、本項に基づき行った措置に基づき登録ユーザーに生じた損害については、

一切の責任を負いません。 

 

第 17条（分離可能性） 

 

本利用規約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に等により無

効または執行不能と判断された場合であっても、当該部分は他の部分から分離可能なもの

と解釈され、本規約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

り部分は、継続して効力を有し、強制力には影響しないものとします。 

 

第 18条（損害賠償） 

1. 登録ユーザーは、本利用規約等への違反その他自己の責めに帰すべき事由により当社ま

たは第三者に損害を与えた場合、当社または第三者に対し、当該損害を賠償するものと



します。 

2. 当社の故意または重過失により、当社が賠償の責任を負う場合であっても、当社は、付

随的損害、特別損害、間接損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害について賠償

する責任を負わないものとします。 

以上 

 

（2016年 10月 25日制定実施） 


