
ディズニースタイル利用規約	 

2016 年 5 月 31 日までに加入の方向け	 

	 

本利用規約(以下、「本規約」といいます)は、ソフトバンク株式会社(以下、「当社」といいます)が販売

する現行「ディズニースタイル Disney	 Style」と称する月額有料サービス(以下、「本サービス」又は「デ

ィズニースタイル」といいます)のご利用条件を定めたものです。本サービスのご利用にあたっては、本

規約及びディズニーマーケット・オン・ソフトバンク利用規約並びにウォルト・ディズニー・ジャパン

株式会社（以下、「WDJ」といいます）が定めるディズニー公式スマートフォンメンバー会員規約（以下、

「ディズニー会員規約」といいます）が適用されます（これらの規約を総称して、以下、「本規約等」

といいます）。お客様は本サービス対応の携帯電話を利用することにより本規約等に同意したものと看

做されます。	 

但し、ディズニーマーケット・オン・ソフトバンク利用規約の規定と本規約との規定との間に齟齬があ

る場合には、本規約の規定が優先いたします。	 

	 

なお、本サービスはディズニーマーケット・オン・ソフトバンクサービス（以下、「ディズニーマーケッ

ト・オン・ソフトバンク」といいます）を内包するサービスですので、両サービスに重複して加入いた

だくことはできません。両サービスに重複して申込みをいただいた場合は、当社の裁量にて両サービス

の優先関係を決定するものとします。	 

	 

1.	 サービス概要	 

本サービスにお申込みいただくことで下記のとおりのサービスが利用可能となります。	 

(1) ディズニーマーケット・オン・ソフトバンクを無料で利用可能となります。	 

	 

ディズニー・マーケット・オン・ソフトバンクのご利用には、ディズニー公式スマートフォンメンバー

の登録が必須となります。ディズニー公式スマートフォンメンバーの登録が完了すると、ディズニー公

式スマートフォンサービスを含めディズニーの各種オンラインサービスの共通アカウントである「ディ

ズニーアカウント」の登録（無料）も同時に完了します。ディズニーアカウントの詳細及び利用規約を

確認のうえ、ご登録ください。当社が定める方法に従い、本サービスの解約、本サービス利用資格の終

了又は停止が行われた場合には月額課金は終了しますが、ディズニー公式スマートフォンサービスのメ

ンバー及びディズニーアカウントの退会に当たっては、ディズニーマーケット・オン・ソフトバンク利

用規約「1.	 	 サービス概要」第 3 段落に記載の手続とは別に、WDJ が別途定める方法によりそれぞれ個別

に退会手続を行っていただく必要があります。 
	 

(2) 下記 2 つのメールドメインから選択頂くことが可能です。	 

abcde@softbank.ne.jp／abcde@disney.ne.jp	 

	 



	 <メールアドレス使用可否一覧>	 利用中の	 

メールアドレス	 

メールドメイン	 

@disney.ne.jp	 @softbank.ne.jp	 

新規	 ‐	 △	 △	 

MNP	 
ディズニー・モバイルから	 @disney.ne.jp	 ○	 △	 

他事業者から	 ‐	 △	 △	 

機種

変更	 

機種変更と同時にディズニースタイル

新規加入	 

@softbank.ne.jp	 △	 ○	 

ディズニースタイル加入中のお客様が

機種変更時継続加入	 

@disney.ne.jp	 ○	 ×	 

@softbank.ne.jp	 ×	 ○	 

機種変更と同時にディズニースタイル

解約	 

@disney.ne.jp	 ×	 △	 

@softbank.ne.jp	 ×	 ○	 

情報

変更	 

ディズニースタイルへ加入	 @softbank.ne.jp	 △	 ○	 

ディズニースタイル解約	 
@disney.ne.jp	 ×	 △	 

@softbank.ne.jp	 ×	 ○	 

譲渡承継	 @disney.ne.jp	 ×	 △	 

@softbank.ne.jp	 ×	 △	 

電話番号・メールアドレスお預かりサービス	 

申し込み時	 

@disney.ne.jp	 ×	 △	 

@softbank.ne.jp	 ×	 ○	 

【凡例】○：メールアドレス引継ぎ利用可能	 △：初期メールアドレス	 ×：メールアドレス使用不可	 

・一度選択したメールドメインの変更はできません。	 

・本サービスを解約された場合、@disney.ne.jp のドメインをご利用されていたお客様については、メー

ルアカウントが強制変更となり、@softbank.ne.jp をドメインとする新しいメールアドレスに初期化され、

@softbank.ne.jp のメールアカウントには引き継がれませんのでご注意ください。なお、@disney.ne.jp

のドメインをご利用期間中に送受信された内容を、本サービスご利用中の携帯端末から自動削除するも

のではありません。	 

@softbank.ne.jp ドメインをご利用されていたお客様については、本サービス解約後も同じメールアドレ

スを継続利用できます。	 

	 

本サービスの利用資格は、お客様ご自身で当社が定める方法に従い、本サービスの解約若しくは利用停

止手続きをするまで、お客様と当社間の電気通信サービスに関する契約が終了するまで、又は当社若し

くは WDJ が本規約等に従ってお客様の利用資格を終了若しくは停止するまで、有効に継続いたします。

利用資格継続中は、本規約「3.	 ご利用料金」に定めるご利用料金をお支払いいただきます。	 

	 

2.	 ご利用条件	 

(1) 対象端末はディズニースタイル対応の SoftBank4G スマートフォンです。	 

※S!ベーシックパック、(300 円(税抜)/月)のお申込みが必要です。	 



(2) ウェブ安心サービスの Yahoo!きっずを設定済みのお客様は登録できません。	 

	 

3.	 ご利用料金	 

月額情報料 500 円(税抜)です。	 

お申込み日より本サービスご利用の有無にかかわらず、月額情報料が発生いたします。	 

月の途中にお申込み又は解約いただいた場合であっても日割計算はいたしません。	 

ご利用には別途通信料が発生いたします。	 

	 

なお、お客様のうち一定の条件を満たす方には初回登録時 1 ヵ月間の月額利用料無料特典(以下、「初月

無料特典」といいます)が適用されます。	 詳細は「5.	 初月無料特典適用条件」をご確認ください。	 

	 

4.	 お支払い方法	 

ご利用料金は、当社との契約に基づく電気通信サービス料金のお支払いと同時に、情報料として当社に

お支払いいただきます。	 

	 

5.	 	 初月無料特典適用条件	 

(1)	 初月無料特典（以下、本条において「本特典」といいます）は、お客様の本サービスへの初回

加入時のみ適用されます。同一のお客様の再加入時は、本特典は適用されません。	 

(2)	 本特典の適用期間は、お申込日から起算して１ヵ月後の日付の前日までになります。	 

(3)	 電気通信サービスの新規契約と同時にディズニースタイルに加入のお客様には、本特典は適用

されません。	 

(4)	 別途当社が提供しているディズニースタイル 2 年無料キャンペーン適用のお客様には、本特典

は適用されません。	 

※本特典は予告なく終了する場合がございます。	 

	 

6.	 お申込み方法	 

ソフトバンクショップ店頭	 /	 ソフトバンクオンラインショップ	 /	 My	 SoftBank でのお申込みとなります。	 	 

※ソフトバンクオンラインショップでは携帯電話購入と同時の場合のみお申込み可能	 

	 

お客様のお申込みを、当社が承諾した時点で本サービスに加入いただいたものとします。	 

	 

7.	 解約方法	 

ソフトバンクショップ店頭	 /	 My	 SoftBank で解約いただけます	 。	 

	 

お客様による解約の時期によっては、以下のとおり解約料金をお支払いただきます。	 

【初月無料特典が適用されない場合】	 



本サービス加入から 12 ヶ月以内に本サービス又は電気通信サービスを解約された場合は、解約料金

1,500 円(税抜)が発生いたします。	 

	 

【初月無料特典が適用された場合】	 

初月無料期間が終了した日を起算日とし11ヶ月以内に本サービス又は電気通信サービスを解約された場

合は解約料金 1,500 円(税抜)が発生いたします。	 

	 

8.	 本規約の変更	 

当社は、お客様に通知することなく、本規約を変更することができるものとします。当社が本規約を変

更した場合、お客様は変更後の規約に従って本サービスをご利用いただくものとします。なお、変更後

の規約について、変更前に遡及して適用されることが明記された場合には、変更後の規約は変更前のお

客様の行為に対しても適用されるものとします。	 

	 

9.	 当社の免責事項	 

(1)	 通信機器の特性上、電波状況等により、サイトの閲覧及びコンテンツの受信が正常に行われな

い場合がありますが、当社は一切責任を負わないものとします。	 

(2)	 当社は、お客様へ本サービスを提供したことに伴い、あるいは本サービスで提供される情報に

より、お客様が何らかの損害を被ったとしても、当社に故意又は重大な過失がある場合を除いて、その

賠償の責を一切負わないものとします。	 

(3)	 当社は、WDJ が定める利用条件の内容及びその適用に関して一切責任を負わないものとし、本サ

ービス内で提供されるコンテンツについては、お客様と WDJ の間で定められた条件（ディズニー会員規

約を含みますがこれに限りません。）に従って処理されるものとします。	 

(4)	 本サービスの変更、中止又は廃止、本サービスを通じて登録される内容又は提供されるコンテ

ンツ等の消失・変更、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、当社に故意又は重

大な過失等がある場合を除いて、当社はその賠償の責を一切負わないものとします。	 

(5)	 当社は、第三者による不正アクセスやアクセス妨害等によりお客様に発生した一切の損害につ

いて、その賠償の責を一切負わないものとします。	 

(6)	 当社は、お客様が使用する通信機器、ソフトウェアについて一切の動作保証は行わないものと

します。	 

(7)	 本サービスに掲載されている運営サイト企業とお客様との間に生じた問題などについて、当社

は一切の責任を負わないものとします。	 

	 

10.	 暴力団排除	 

お客様が暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活

動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます)に該当すると当

社が認めた場合には、お客様は本サービスをご利用になることができません。反社会的勢力に該当する



か否かについて当社が調査の必要があると判断した場合、お客様は当社の調査に協力するものとします。

また、本サービスご利用中にお客様が反社会的勢力に該当することが判明した場合には、当社は直ちに

お客様に対する本サービスの提供を中止することができるものとします。この場合、いかなる事情があ

ろうとも、当社はお客様に対し一切責任を負わないものとします。	 

	 

11.	 損害賠償	 

お客様が本規約に違反して当社に損害を生じさせた場合、お客様は当社が被った損害を賠償する義務を

負うものとします。	 

	 

12.	 合意管轄	 

お客様と当社との間で本サービス又は本規約に関連して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。	 

	 

発行日：2016 年	 6 月	 1 日	 

ソフトバンク株式会社	 


