
スマートカスタムご利用規約 

 
■定義 

1. 「本サービス」とは、スマートカスタムサービスを意味し、ソフトバンク株式会社

（以下「当社」と いいます）及び当社が別途指定する電気通信事業者が提供する電気通

信サービスにおいて使用される携帯電話機のうち、当社が指定する対象機種（以下「対象

機種」といいます）をご利用のお客様に対して提供するサービスであって、お客様が、

「スマートカスタムアプリケーション」やご案内メール（以下に定義します）を通じ

て当サービスのカタログ（以下に定義します）へアクセス等して任意のパック（以下

に定義します）を取得することにより、当該パックに含まれる Android™ 向けアプリを

一括してお客様がご利用の携帯電話機（以下「対象端末」といいます）にインストー

ルすることを可能とするサービスをいいます。 

2. 「パック」とは、複数の Android™ 向けアプリ、壁紙、ライブ壁紙、ウィジェット、着

信音、ブックマーク、着せ替えアイコンのあつまりをいいます。 

3. 「Android™ 向けアプリ」とは、Android プラットフォームで実行されるソフトウェア

をいいます。 

4. 「本カタログ」とは、パックリストを意味し、当社が運営しまたは指定する、パック

を掲載するサイトをいいます。なお、当社は、本カタログの構成、掲載されるパック

の仕様、その他の条件を随時変更できるものとします。 

5. 「コンテンツ」とは、Android™ 向けアプリに表示され、又は Android™ 向けアプリを

通じてアクセスすることにより、お客様に提供される情報をいいます。 

6. 「ご案内メール」とは、当社が特定のパックを利用するお客様に送信し、本カタログ

から当該パックを取 得するためのリンク等を記載したメールをいいます。 

 

■適用関係 

1. 当社は、3G 通信サービス契約約款、4G 通信サービス契約約款、スマートカスタムご利

用規約 （以下「本利用規約」といいます）及びウェブご利用規約（以下これらを総称し

て「本利用規約等」といいます）に従って本サービスを提供します。本サービスのご利

用にあたっては、必ず本利用規約等をご確認いただき、本利用規約に同意の上でご利用

ください。なお、当社は、お客様が本サービスをご利用されたことをもって、本利用規約

等の内容に承諾頂いたものとみなします。 

2. 本利用規約等は、お客様に対する事前の予告なく変更させて頂く場合があります。この場

合、当社は、お客様が本サービスをご利用されたことをもって、変更後の本利用規約等の

内容に承諾頂いたものとみなします。 

 
■「スマートカスタムアプリケーション」について 

1. 「スマートカスタム」アプリケーション（以下「本アプリ」といいます）とは、本サ

ービスのうち次の機能をご利用いただく際に必要となる  Android™ 向けアプリです。 

(1) 本カタログの閲覧は、本アプリを通じて行うことが可能です。 

(2) 本カタログからのパックダウンロード本アプリを使用してパックを対象端末にダ

ウンロードすることにより、当該パックに含まれる複数の Android™ 向けアプリが

対象端末へインストールされます。このとき対象端末の本体に SD メモリーカード等

（以下「記憶媒体」といいます）が挿入されている必要がある場合があります。な

お、ご案内メールを受信したお客様は、当該ご案内メールを通じて本アプリを起動し

パックを対象端末にダウンロードします。パック管理対象端末にインストールされ

たパックの削除及びバージョン管理を行います。また、本アプリを起動時に、対象

端末にインストールされ、かつ本カタログに掲載中のパックに更新がある場合、お

客様に通知します。



(3) 対象端末のホーム画面変更パックを適用することにより、対象端末のホームアプリ

を利用または変更し、ホーム画面をカスタマイズすることができます。 

2. 当社は、本アプリを対象端末にプリインストールしてお客様に提供いたします。 

3.  当社がお客様による本アプリのご利用にあたり、取得する情報及びその取扱いについて

は、本利用規約「■契約者固有 ID、通信機器固有 ID 及びパック特定情報の取得及び利

用」をご参照ください。 

4. 本カタログにおける掲載が終了したパックについては、本アプリによりバージョンが

更新されないものとします。なお、本カタログにおけるパックの掲載終了について

は、事前の予告はされないものとします。 

5. お客様が本アプリ上にてパックを削除した場合、当該パックに含まれる Android™ 向

けアプリのバージ ョン管理は行われなくなります。 

6. パックによりインストールされたアプリを削除する場合、本アプリからパックを削除

することで、一括してパックに含まれていたアプリを削除することができます。パッ

クに含まれる個別のアプリを削除する場合は、対象端末の取扱説明書をご覧のうえ、

Android™向けアプリ削除の操作を行って下さい。 

7. 当社は、お客様に対する事前の予告なく、本アプリの改変及び変更（以下「バージョ

ンアップ」といいま す）を実施する場合があります。更新通知を ON に設定している

場合、本アプリは自動でバージョンアップされます。但し、更新通知を OFF に設定し

ている場合、本アプリ起動時にバージョンアップの有無 及び本アプリが管理するパッ

クのバージョンアップの有無を確認し、ある場合にはお客様に対してバージョンアッ

プを行うかどうかの通知を表示します。お客様はこれに従って常に最新版にバージョ

ンアップ操作をされることを推奨します。 

8. 本アプリは、別途当社が当社ホームページ上で告知する Android プラットフォームの

バージョンでのみ ご利用いただくものとします。なお、対象端末の Android プラッ

トフォームを当社が告知するバージョン 以外のものに更新されますと、本アプリをご

利用できなくなる場合があります。 

 
■サービス提供主体について 

1. 本サービスは、当社が管理・運営するサービスです。但し、パックに含まれる個別

の Android™ 向け アプリにつきましては、当該 Android™ 向けアプリを提供する者

（以下「コンテンツプロバイダー」とい います）の責任及び条件において提供さ

れ、お客様はそれぞれのコンテンツプロバイダーとのそれぞれの Android™ 向けアプ

リの利用条件に従いご利用されるものであり、当社は一切の責任を負いません。それぞ

れの Android™ 向けアプリが取得する情報（契約者固有 ID、通信機器固有 ID、当該ア

プリの利用に関する情報等を含みますがこれらに限られません。）についても同様

とします。 

2. 本カタログに登録されたパック及びパックに含まれる  Android™向けアプリは、コ

ンテンツプロバイダーの責任において掲載しているものであり、その内容につい

て、当社はいかなる保証をするものではありません。パックのダウンロードに関す

るコンテンツプロバイダーとお客様間の契約は、パックのダウンロード前に、お客

様とコンテンツプロバイダーとの間で契約を締結する場合を除き、お客様がパックの

ダウンロード画面において、ダウンロードを希望されるパックを選択されたのち、ダ

ウンロードを希望されたパックのダウンロード完了をもって成立したものとみなし

ます。 

3. お客様とコンテンツプロバイダーとの間の Android™ 向けアプリ利用契約（以下

「CP 規約」といいま す）について紛争（Android™ 向けアプリの瑕疵等を含むがこれ

に限られない）が生じた場合は、CP規約にもとづきお客様と当該コンテンツプロバ

イダーとの間で解決するものとします。なお、当社がかかる紛争に関与しないこと

を予め同意するものとします。 

4. 本カタログに登録されたパック、当該パックに含まれる Android™ 向けアプリ及び 

Android™ 向けアプ リ上のコンテンツについては、お客様はコンテンツプロバイー 



へ直接問い合わせるものとします。 

 

■利用環境等について 

1. 本サービスのご利用にあたっては、お客様はパケット通信を利用できるサービス（ウ

ェブ使用料またはデータプラン）へのご加入が必要です。 

2. 「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。 

3. 本サービスご利用の際には通信料がお客様に発生します。 

4. 本サービスによりインストールされた Android™ 向けアプリをご利用頂く場合に、当

該アプリの利用規 約や当該アプリ内にコンテンツプロバイダーが定める方法に従っ

て、ご登録頂く必要がある場合があります。 

5. お客様は、対象機種以外の携帯電話機では本サービスをご利用頂けません。 

6. お客様がご利用の携帯電話機が Yahoo!キッズ、ウェブ利用制限及びウェブ利用制限

（弱）等のフィルタリングサービスにお申し込みされている場合、本サービスの全部又

は一部についてご利用頂けないことがあります。 

7.  お客様は、本サービスを当社の 3G、4G 通信回線網及び Wi-Fi 回線網でご利用いただけ

ます。但し、 当社は Wi-Fi 回線でのみご利用できるパックを指定できるものとしま

す。お客様は海外ローミング時も 本サービスをご利用いただけます（パケット通信料

が高額になる可能性がありますので、ご注意ください）。 

8.  お客様は、パックのダウンロードを、電波状態の良好な場所で、静止したまま行う

ものとします。通信が切断された場合、最初からダウンロードが必要となる場合があ

ります。この場合、別途通信料がお客様に発生します。 

9. 対象端末の状態(圏外や電波の弱いところにある場合、パケット通信が不可能な場合、電

源が入って いない場合等)、当社との間で締結されている 3G 及び 4G 通信サービスに

おけるサービス状態、又はお客様の携帯電話機の設定状態によっては、本サービスが

提供できない場合があります。 

10. 以下の場合、お客様は本サービスが利用できないものとします。なお、当社は、理由

の如何を問わず、本サービスを利用できないことによってお客様に生じた損害につい

て、一切の責任を負わないこと とします。 

(1) 当社通信回線及びシステム等のメンテナンス及び故障ないし不具合の為、定期又は不

定期にご利用ができない時間帯が発生する場合。 

(2) 本アプリの不具合、破損、その他の事由によってご利用ができない場合。 

(3) その他のやむを得ない事由により、ご利用できない場合。 

 
■パックについて 

1. お客様が取得されたパックに含まれる  Android™向けアプリのデータは、対象端末内又は

記憶媒体内 にて管理されるものとします。対象端末及び記憶媒体の容量オーバーとな

った際は、新規のパックダウンロードが出来なくなる恐れがあるため、お客様は記憶

媒体の容量を十分に確保するものとします。 

2. お客様がダウンロードするパックによっては、短時間に大量のパケット通信が行われ

ることが多く、パケット通信料が高額となる場合がございます。 

 
■本サービスを複数の携帯電話機でご利用される場合について 

1. 対象端末のリセット、対象端末の修理、対象端末の機種変更や、SIM  カードの差し替

えを行った場 合、以前のパックデータが正常に起動しない場合があります。 

2. お客様が対象端末をリセット、修理、機種変更した際に継続して利用したい Android™ 

向けアプリがある場合、お客様は本カタログから再度当該パックをダウンロードす

るものとします（3G 及び 4G ネットワークを利用した場合は所定のパケット通信料

が発生します）。 



 

 
 

■スマートカスタムサービスの変更・中断・廃止 当社は、本サービスの内容を予告なく変

更する場合があります。また、当社は、本サービスの提供が困難であると判断した場合、お

客様の承諾を得ることなく、本サービスの全部又は一部の提供を変更、中止又は 廃止するこ

とができるものとします。なお、当社は、当該措置により、お客様その他の第三者に生じ

た損害について一切の責任を負わないものとします｡ 

 
■著作権等について 

1. 本サービスに係る著作物等（文書・イラスト・動画・キャラクター・音声・ソフトウェ

ア・データ・その他の著 作物等）に関する著作権等の知的財産権、並びにその他の権利

は、当社、各コンテンツプロバイダー、又はその他の第三者等（以下「著作権者等」とい

います）が保有するものであり、著作権法その他の法律により保護されています。した

がって、本サービスに係る著作物等は、いかなる場合であっても、私的目的の複製、引

用など著作権法等が認めている範囲を除き、著作権者等の許諾なしに、コピー、複製、再

出版、掲示、配布、公衆送信、リバースエンジニアリング等を行うことはできませ

ん。 

2. 本カタログを通じてダウンロードしたパック、パック内の Android™  向けアプリ及

び各種コンテンツ等（以下「パック等」といいます）の権利は、お客様に対し、著作権者

等が権利を譲渡したものではありません。お客様は、対象端末の記憶媒体にパック等のデ

ータを保有・所有しますが、パックを構成する著作権等の知的財産権、並びにその他の

権利は、著作権者等に帰属します。 

3. 著作権者等は、お客様の違法行為によって損害が生じた場合、一切の損害、損失及び費用

（弁護士 費用を含む）の請求を行うことがあります。 

 
■損害賠償  

   お客様が、本利用規約等に反した行為又は違法な行為を行ったことによって当社が損害を受

けた場合、当社は当該お客様に対して損害賠償請求ができるものとします。 

 
■免責事項 

1. 当社は、明示、黙示を問わず、本サービス及び本アプリの完全性、正確性、確実性、有用

性等いかなる保証を行うものではありません。 

2. 本サービスのご利用は、お客様ご自身の責任において行われるものとし、お客様が本

サービスをご利 用になったこと、またはご利用されなかったことについて生じたいか

なる損害についても、当社は一切の責任を負わないものとします。 

3.  当社は、お客様が、本カタログからリンクする第三者のウェブサイト又は本カタログ

へリンクする第三者のウェブサイトを利用したことにより生じたいかなる損害につい

ても、一切の責任を負わないものとします。 

4. 本サービスの提供の遅滞、変更、中止もしくは廃止、本サービスを通じて提供される情報

等の消失、その他本サービスに関連して発生したお客様の損害について、理由の如何を問

わず当社は一切責任を負わないものとします。 

5.  お客様が本サービスにおいて使用する携帯電話機の譲渡・転売を起因とする当事者間の

トラブルや各々の損害については、お客様にて善処して頂きます。当社は、上記トラブル

により生じた損害等について一切の責任を負いかねます。 

 
■個人情報の取り扱い 

  本サービスを提供するに当たり、お客様にご提供いただく個人情報は、別途当社ホームペ

ージにて提示するプライバシーポリシーに基づいて取扱うものとします。 



 

 
 

■契約者固有  ID、通信機器固有  ID 及びパック特定情報の取得及び利用 

1. 当社は、本サービスを提供するにあたって、対象端末から、通信機器固有 ID（通信機器本

体等に関する情報（製造番号、機種名、品番等））及び利用中のパックを特定するための

情報（通信機器固有 ID及び利用中のパックを特定するための情報を総称して以下「利用

者情報」といいます。）を取得することがあります。当社は、当社が取得する利用者情報

について、前条に従い、取り扱います。 

2. 当社は利用者情報を、当社が取得するその他のお客様の個人情報とは別個に取り扱いま

す。また、当社は、利用者情報とその他の個人情報について、会社内外で相互に交換、照

合、その他の方法により関連付けないほか、利用者情報はお客様を特定できない統計処

理した上で利用するものとします。 

3. 利用者情報の取得について、お客様から対象端末上での同意が得られない場合には、本ア

プリ若しく本サービスがご利用できない、又は本アプリ若しくは本サービスのご利用を

制限する場合がございます。 

4. 利用者情報の取得についての同意を撤回したい場合、本アプリから同意を撤回したいパッ

クを削除してださい。 

 
■取得する情報の利用目的 

(1) 当社は、利用者情報について、プライバシーポリシーに記載の利用目的以外にも、以

下に定める目的に従って利用いたします。なお、利用者情報を、本条に定める目的以外

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、お客様

からの事前の同意を頂きます。パックのダウンロード可否やアップデート可否、及

び機種毎の適合性の確認やダウンロード履歴を管理し表示するため 

(2) 利用者の利便性向上、より良いサービス提供のための利用者傾向の分析のため 

 
■準拠法・裁判管轄 

1. 本利用規約に関する準拠法は、日本法とします。 

2. 本サービス又は本利用規約に関連してお客様と当社の間で訴訟の必要が生じた場合は、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。 

 

■お問合せ 掲載パックについて：各コンテンツプロバイダーへお問合せください。 

 

「スマートカスタムサービス」（掲載パックを除く）について：ソフトバンク（ソフトバ

ンク携帯電話から 157（無料）） 

 
当社プライバシーポリシーについて：https://www.softbank.jp/corp/security/をご参照ください。 

 
・   「AndroidTM」は、Google Inc.の商標又は登録商標です。 

・ 「スマートカスタム」はソフトバンク株式会社の商標です。 

・ SOFTBANK 及びソフトバンクの名称、ロゴは日本国及びその他の国におけるソフトバンク株

式会社の登録商標又は商標です。 

https://www.softbank.jp/corp/security/
https://www.softbank.jp/corp/security/
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