
サービス利用規約 

 

ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。）が提供するお父さんくじサ

ービスは、「3G 通信サービス契約約款」、「4G 通信サービス契約約款」（以

下、「契約約款」といいます。）及びこのお父さんくじサービス利用規約（以下

「本規約」といいます。）に従って提供されます。本サービスは当社のご契約

者向けに提供されるサービスであり、当社のご契約者の方以外は、本サー

ビスの全部または一部が使用できません。本規約はお父さんくじサービス

を利用されるすべての方に適用されますので、契約約款及び本規約をご承

諾の上、お父さんくじサービスをご利用下さい。なお、お父さんくじサービス

をご利用いただいた場合には、本規約に同意いただいたものとみなします。 

 

1 定義 

 

本規約で使用する以下の用語は、それぞれ以下に定める意味を有します。 

(1) 「お父さんくじサービス」とは、当社の通信網を通じて、お父さんグッズ、

お父さんデジタルコンテンツやポイント等の賞品が当たる抽選くじを含んだ

電子メール（以下「くじメール」といいます。）を、お客様の本件電子メールア

ドレス宛に配信するなど、お父さんくじWEBサイトにおいて抽選くじを提供す

るサービスをいいます。 

(2) 「お客様」とは、本規約に基づいて当社とお父さんくじサービスの利用に

係る契約（以下「利用契約」といいます。）を締結された方をいいます。 

(3) 「本件電子メールアドレス」とは、SoftBank 3G携帯電話、4G ケータイ、

AQUOS ケータイ及び SoftBank スマートフォンをお使いのお客様は S!メー

ルアドレス（MMS）を、iPhone をお使いのお客様は E メール（i）アドレス、S!メ

ールアドレス（MMS）及び SMSをいいます。 

(4) 「お父さんくじWEBサイト」とは、Yahoo!ケータイサービス一覧、お父さん

くじサービスページ、くじメール内にリンクされているお父さんくじサービスに

係る特設サイトで、当該サイトからお父さんくじサービスの申し込みや配信

停止手続等を行えるものをいいます。 

 

2 お父さんくじサービスの利用 

 

2-1 利用契約の成立 

お父さんくじ WEB サイトに設定されているくじ引きを行うためのボタンをクリ

ックなさることにより、その時点で当該クリックなさった方と当社間に利用契



約が成立するものとします。 

 

2-2 お父さんくじサービス利用条件等 

(1) お父さんくじサービスのご利用には、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) お父さんくじサービスは SoftBank 3G 携帯電話のうち、デコレメール対

応機種に該当するもの、4G ケータイ、AQUOS ケータイ、iPhone及びお父さ

んくじサービス対応の SoftBank スマートフォン（以下「本件対象端末」とい

います。）でのみご利用が可能です。ただし、本件対象端末であっても、

Yahoo!きっずにご加入の場合には、お父さんくじサービスのお申し込みはで

きません。 

(3)お父さんくじサービス未対応の SoftBank スマートフォン（Xシリーズを含

む。以下、同じ。）、シンプルスタイル（プリペイド携帯電話）、データ通信専

用機種ではお父さんくじサービスのお申し込みができません。 

(4) 本件対象端末の詳細については、当社ホームページ又はサービスペ

ージをご参照下さい。 

(5) お父さんくじサービスのお申し込みにあたっては、あらかじめパケット定

額サービスへご加入なさることを推奨します。※パケット定額サービスに加

入されない場合、通信料が高額になることがあります。 

(6) SoftBank 3G 携帯電話をお使いのお客様の場合、お父さんくじサービス

の利用にはユーザ ID通知設定をしていただく必要があります。 

(7) お父さんくじサービスの利用にあたっては、別途定める My SoftBank利

用規約に同意し、My SoftBank 認証の設定を行う必要がある場合がありま

す。 

(8) お父さんくじサービスの提供を受ける権利は譲渡できません。 

 

2-3 お父さんくじサービス概要 

2-3-1 くじメールの配信 

(1) 当社は、くじメールをお客様の本件電子メールアドレス宛に当社が定め

る日時に自動配信いたします。当該自動配信の頻度・日時につきましては、

当社が任意に定めるものとし、お客様によるご指定はできません。 

(2) くじメールには返信できません。 

(3) くじメールやお父さんくじWEBサイトには広告掲載がされております。 

 

2-3-2 抽選の応募 

お父さんくじ WEB サイト中のくじを引くために設定されたボタンをクリックす



ることにより、抽選に応募することができます。くじメールについては１配信

につき１回の抽選応募が可能です。また、あるくじメールに係る抽選応募の

期限は当該くじメールをお客様が受信なさった日から、次のくじメールが当

社より配信される日までとなります。くじメール以外のお父さんくじWEBサイ

トについては、当該サイトにおいて設定された抽選応募期限内に１回の抽選

応募が可能です。  

 

2-3-3 料金等について 

(1) お父さんくじサービスの月額情報料は無料です。 

(2) お父さんくじサービスのお申し込み、くじメールの受信、抽選応募、配信

停止手続、お父さんくじ WEB サイトへのアクセス、くじメール内にあるリンク

先への接続、その他お父さんくじサービスに関する WEB サイトの閲覧等に

は、契約約款に定める通信料が発生します。 

(3) お父さんくじ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。ただし、世界対応ケータイサービスをご利用中

にお父さんくじサービスをご利用になったことにより生じた通信料は、パケッ

ト定額サービスの対象外となりますので、ご注意下さい。 

(4) お父さんくじサービスのご利用により生じる通信料は、パケット割引(パ

ケット 10～90)の無料通信の対象となります。 

(5) 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。 

(6) コンテンツの提供が正常に終了しなかった場合等、お父さんくじサービ

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。 

(7) 本規約に定める料金について、当社指定の支払期日までにお支払い

が確認できない場合、もしくはお客様がお父さんくじサービスの利用におい

て契約約款又は本規約に違反した場合には、当社は、お父さんくじサービ

スの利用停止、解除、又は契約約款に定める措置をとることができるものと

します。 

 

2-3-4 賞品について 

(1) 2-3-2 に定める方法により抽選応募をなさったお客様の中から、厳正な

る抽選の上、当選者を決定いたします。 

(2) 当選の権利（以下「当選権」といいます。）の譲渡や賞品の換金・返品等

はできません。 

(3) 賞品はお客様の請求書送付先住所（日本国内のみ）へ発送いたします。 

(4) 賞品の発送は当社業務委託先より行います。 



(5) 賞品は、当選月の翌月下旬以降に発送されます。 

(6) 賞品発送時点で、本件対象端末に係る基本使用料、通話料、通信料等

のご利用料金のお支払いに滞りのある場合や、すでにお父さんくじサービス

の配信停止手続がとられている場合、利用契約が解約・解除されている場

合や解約・解除事由がある場合、本件対象端末に係る 3G サービス契約が

解約されている場合など、当社が当該賞品発送を不適切であると合理的な

理由に基づき判断した場合には、当選権は消滅いたします。 

(7) 当選されたお客様の宛先が不明であることにより賞品の配達ができな

かった場合には、当選権は消滅いたします。 

(8) お父さんくじサービスに当選されたお客様は、当社が同時期に実施して

いる他のキャンペーンと重複して当選できない場合があります。 

(9) 賞品は予告なく変更される場合があります。 

(10) 当選された賞品は在庫等の都合により代替品に変更させていただく

場合があります。 

(11) 賞品として付与される「ポイント」については、ポイント交換 注意事項

をご確認ください。 

(12)賞品には、当社が提供するデジタルコンテンツ（壁紙・待受画像等をい

い、それらに限りません。以下「コンテンツ」といいます。）も含まれます。コ

ンテンツのダウンロードには通信料がかかります。コンテンツは、一部非対

応の機種があります。コンテンツのダウンロード方法については、お使いの

機種の説明書をご確認ください。 

 

2-3-5共通ポイントメール配信について  

本サービスで取得される「共通ポイント」につきまして、共通ポイント情報案

内のメールが配信されるようになります。詳しくは、SoftBank 3G 携帯電話

によりお父さんくじサービスを利用されている場合は「3G ケータイ版ポイント

ご利用規約」を、4G ケータイ、AQUOSケータイ、iPhone及び SoftBankスマ

ートフォンによりお父さんくじサービスを利用されている場合は「スマートフォ

ン、4G ケータイ、AQUOS ケータイ版ポイントご利用規約」をご確認くださ

い。 

 

2-3-6 お父さんくじサービスご利用上の注意事項について 

(1) お客様のご利用本件対象端末により、配信されるくじメール及びお父さ

んくじWEBサイトの内容及び表示が異なる場合があります。 

(2) 配信されるくじメール及びお父さんくじWEBサイトに含まれる URLから

アクセスするサイトに関しては、当該各サイトの利用規約をご確認の上、ご



利用ください。 

(3) 配信されるくじメール及びお父さんくじWEBサイトに含まれる URLから

コンテンツを表示させる際、お客様のご利用本件対象端末によっては表示

されないものがあります。 

(4) お客様が本件対象端末に係る携帯電話番号又は本件電子メールアド

レスを変更なさった場合には、くじメールの配信再開まで数日かかることが

あります。 

(5) 次の場合においては、お父さんくじサービスをご利用いただけないこと

があります。 

[1] くじメール配信時間にお客様の本件対象端末が電波の届かない場所

にある場合又は当該本件対象端末の電源が入っていない場合 

[2] 本件対象端末につき迷惑メール対策機能をご利用されている場合など、

お客様の本件対象端末がお父さんくじサービスを利用できない状態に設定

されている場合 

[3] 天災地変などにより当社の通信網に障害が生じた場合 

(6) お客様に配信されるくじメールは、お客様専用のメールとなります。お客

様が受信されたくじメールを第三者へ転送等された場合、お父さんくじサー

ビスをご利用いただけない場合や、当選した権利が消滅する場合がありま

す。これにより、お客様が損害を被られた場合であっても、当社は一切責任

を負いません。 

 

3 配信停止/解約 

 

(1) くじメールの配信停止をご希望の際は、くじメール下部の配信停止リン

ク又はお父さんくじWEBサイトより配信停止手続を行ってください。 

(2) 前項に定める方法によりくじメールの配信停止手続を行った場合は、当

該手続きを行なった翌日以降に当社が任意に定めるスケジュールに従いく

じメールの配信を停止いたします。お客様により前項に基づく配信停止手続

がなされてから当社における配信停止手続が完了するまでには数日かかる

ことがあります。なお、当社における配信停止手続が完了した時点で利用

契約は解約されることとします。 

(3) 次の場合には、利用契約は自動解約されます。なお、下記[1]から[4]

のいずれかが生じてから利用契約が解約されるまでには、数日かかること

があります。 



[1] 本件対象端末に係る 3Gサービス契約が解除された場合 

[2] お客様が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）を解約なさった場合で、いずれにも加入していない状態となった

場合 

[3] 本件対象端末が、本サービス未対応の SoftBank スマートフォン、シン

プルスタイル（プリペイド携帯電話）又はデータ通信専用機種に機種変更が

なされた場合 

[4] 契約約款に基づき、3Gサービス利用権が譲渡される場合 

 

4 くじメールの保存と外部利用について 

 

(1) くじメールに含まれるコンテンツは、著作権法で保護されている場合が

あります。このようなコンテンツについては、著作権者の許可無く私的利用

の範囲を超えて複製、改変、再頒布等を行うことはできません。 

(2) 前項に反する利用の結果生じた問題及び損害について当社は一切責

任を負わないものとします。 

 

5 個人情報等の利用について 

 

(1) 当社は、当社が保有するお客様の個人情報を、お父さんくじサービスの

提供やお父さんくじ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、当社が別途定めるプライバシーポリシーに従い、管理・

保有・利用させていただきます。 

(2) キャンペーンのプレゼント発送時に、当社が保有するお客様携帯電話

番号を、発送伝票に連絡先情報として記載させていただきます。 

(3) 当社は、お父さんくじサービスを提供するにあたって、お客様に合わせ

たコンテンツを提供する等、お客様の利便性向上のために、お父さんくじ

WEBサイトにおけるお客様のアクセス履歴やダウンロード履歴等を収集し、

使用する場合があります。 

 

6 当社の免責事項 

 

(1) 携帯電話の特性上、電波状況等により、くじメールの受信が正常に行

われない場合があります。 



(2) お父さんくじサービスの提供、変更、中止又は廃止など、本規約の定め

に従った当社の行為によりお客様が損害を被られた場合であっても、当社

は一切責任を負いません。 

(3) 前項の損害以外のお父さんくじサービスに関連するお客様の損害につ

いては、当社の故意又は重大な過失により発生した場合に限り、当社は責

任を負うものとします。 

 

7 お父さんくじサービスの変更・停止等 

 

当社の都合により、お父さんくじサービス自体又はお父さんくじサービスに

よって配信されるくじメールの全部又は一部が変更、一時中止又は廃止さ

れる場合があります。 

 

8 その他 

 

(1) お父さんくじサービスの配信元 

お父さんくじサービスの配信元は以下のとおりです。 

東京都港区東新橋 1-9-1 

ソフトバンク株式会社 

(2) 本規約の内容の変更 

本規約の内容は、当社の都合により、お客様への通知がなされることなく変

更されることがあります。当該変更以降は、当社は変更後の本規約に従っ

てお父さんくじサービスを提供するものとし、お客様はこれに従うものとしま

す。 

(3) 本件対象端末・USIMの変更・修理等の場合の注意事項 

本件対象端末もしくは USIMカードを変更した場合又は故障などにより本件

対象端末の修理を行った場合には、お客様がそれまでにお使いの本件対

象端末で受信したくじメール又はコンテンツをご利用いただけない場合がご

ざいます。 

(4) SoftBank 3G携帯電話、4G ケータイ、AQUOSケータイ、SoftBank スマ

ートフォン、iPhone間の機種変更時の注意事項 

お父さんくじサービスのご利用登録を頂いたお客様が、くじメールの配信停

止手続及び利用契約の解除を行わない状態で、本件対象端末への機種変

更をされた場合、お父さんくじサービスは継続して提供され、以後の機種変



更時においても同様とします。 

「お父さんくじ」サービスをご利用のお客様が[1]「3Gケータイ版ポイントご利

用規約」に基づくポイントを付与された後に SoftBank 3G携帯電話から 4G 

ケータイ、AQUOSケータイ、iPhone又は SoftBankスマートフォンに機種変

更され、引き続き「お父さんくじ」サービスをご利用される場合は、従前の

「3G ケータイ版ポイントご利用規約」に基づく「ポイント」は、「スマートフォン、

4G ケータイ、AQUOSケータイ版ポイントご利用規約」に基づく「共通ポイン

ト」となって引き継がれ、[2] 4G ケータイ、AQUOSケータイ、iPhone又は

SoftBankスマートフォンから SoftBank 3G携帯電話に機種変更され、引き

続き「お父さんくじ」サービスをご利用される場合は、従前の「スマートフォン、

4G ケータイ、AQUOSケータイ版ポイントご利用規約」に基づく「共通ポイン

ト」は、「3Gケータイ版ポイントご利用規約」に基づく「ポイント」となって引き

継がれ、それぞれにかかるご利用規約に従って取り扱われることになります。

[3]SoftBank 3G携帯電話から 4G ケータイ、AQUOSケータイ、iPhone又は

SoftBankスマートフォンに、もしくは 4G ケータイ、AQUOSケータイ、iPhone

又は SoftBankスマートフォンから SoftBank 3G携帯電話に機種変更した日

がくじメール配信日の1～2日前の場合、機種変更する前の端末向けメール

が届く場合がございます。 

(5) 損害賠償等 

当社が、お客様の本規約に反した行為又は違法な行為によって損害を受け

た場合には、当社はお客様に対して損害賠償請求ができるものとします。ま

た、通信料や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）の月額使用料金について、当社指定の支払期日までにお支払い

が確認できない場合、又はお客様がお父さんくじサービスの利用において

契約約款もしくは本規約に違反した場合には、当社は、利用契約の解約又

は契約約款に定める措置をとることができるものとします。 

(6) 合意管轄 

お父さんくじサービス又は本規約に関連して生じる紛争については、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。 

 

・ 「Yahoo!」、「Yahoo!」及び「Y!」のロゴマークは、米国 Yahoo! Inc.の登録商

標又は商標です。 

・ お父さんくじはソフトバンク株式会社の商標です。 



・ SOFTBANK、ソフトバンクの名称及びロゴは日本国及びその他の国にお

けるソフトバンクグループ株式会社の登録商標又は商標です。 

・ 「AQUOS/アクオス」はシャープ株式会社の登録商標です。 

 

発行日：2010年 10月 1日 

最終改定日：2019年 9月 13日 

 


