
「ソフトバンクBBサービス規約」新旧対照表

「Yahoo! BB 光 with フレッツサービス規約」新旧対照表

改定前（2011 年 2 月 18 日付） 改定後（2011 年 4 月 21 日付）

第 24条（サービスの利用）
1.会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡等す
る内容に従い、本サービスを利用するものとしま

す。

2.会員IDおよびパスワードを用いて本サービスが
利用された場合には、会員自身が本サービスを利

第 24条（サービスの利用）
1.会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡等す
る内容に従い、本サービスを利用するものとしま

す。

2.会員IDおよびパスワードを用いて本サービスが
利用された場合には、会員自身が本サービスを利

改定前（2010 年 6 月 1 日付） 改定後（2011 年 4 月 21 日付）

第２０条（サービスの利用）

１．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡等す

る内容に従い、本サービスを利用するものとします。

２．サービス会員回線または会員ＩＤおよびパスワード

を用いて第三者により本サービスが利用された場合に

は、会員自身が本サービスを利用したものとみなしま

す。

３．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、

その利用にあたって別途制限事項を設けることがあり

ます。この場合、会員は当該制限事項に従うものとし

ます。

４．会員は、本サービスを通じて発信する情報につき

一切の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または

損害を与えないものとします。

５．本サービスの利用に関連して、会員が他者に対し

て損害を与えた場合、または会員が他者と紛争を生じ

た場合、当該会員は自己の費用と責任で解決するも

のとし、当社に何等の迷惑または損害を与えないもの

とします。

第２０条（サービスの利用）

１．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡等す

る内容に従い、本サービスを利用するものとします。

２．サービス会員回線または会員ＩＤおよびパスワード

を用いて第三者により本サービスが利用された場合に

は、会員自身が本サービスを利用したものとみなしま

す。

３．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、

その利用にあたって別途制限事項を設けることがあり

ます。この場合、会員は当該制限事項に従うものとし

ます。

４．会員は、本サービスを通じて発信する情報につき

一切の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または

損害を与えないものとします。

５．本サービスの利用に関連して、会員が他者に対し

て損害を与えた場合、または会員が他者と紛争を生じ

た場合、当該会員は自己の費用と責任で解決するも

のとし、当社に何等の迷惑または損害を与えないもの

とします。

６．当社は、会員がＷｅｂサイトを閲覧する場合に、児

童ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネットコ

ンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレ

スリストをいいます。）に基づき、当該Ｗｅｂサイト、画像

又は映像等の閲覧を制限することがあります。



用したものとみなします。

3.前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、
その利用にあたって別途制限事項を設けることが

あります。この場合、会員は当該制限事項に従う

ものとします。

4.会員は、本サービスを通じて発信する情報につき
一切の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑ま

たは損害を与えないものとします。

5.本サービスの利用に関連して、会員が他者に対し
て損害を与えた場合、または会員が他者と紛争を

生じた場合、当該会員は自己の費用と責任で解決

するものとし、当社に何等の迷惑または損害を与

えないものとします。

用したものとみなします。

3.前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、
その利用にあたって別途制限事項を設けることが

あります。この場合、会員は当該制限事項に従う

ものとします。

4.会員は、本サービスを通じて発信する情報につき
一切の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑ま

たは損害を与えないものとします。

5.本サービスの利用に関連して、会員が他者に対し
て損害を与えた場合、または会員が他者と紛争を

生じた場合、当該会員は自己の費用と責任で解決

するものとし、当社に何等の迷惑または損害を与

えないものとします。

6.当社は、会員がWebサイトを閲覧する場合に、
児童ポルノアドレスリスト（一般社団法人インタ

ーネットコンテンツセーフティ協会が提供する児

童ポルノアドレスリストをいいます。）に基づき、

当該Webサイト、画像又は映像等の閲覧を制限す
ることがあります。

「Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス規約」新旧対照表

改定前（2011 年 2 月 18 日付） 改定後（2011 年 4 月 21 日付）

第 24条（サービスの利用）
1.会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡等す
る内容に従い、本サービスを利用するものとしま

す。

2.会員IDおよびパスワードを用いて本サービスが
利用された場合には、会員自身が本サービスを利

用したものとみなします。

3.前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、
その利用にあたって別途制限事項を設けることが

あります。この場合、会員は当該制限事項に従う

ものとします。

4.会員は、本サービスを通じて発信する情報につき
一切の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑ま

たは損害を与えないものとします。

第 24条（サービスの利用）
1.会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡等す
る内容に従い、本サービスを利用するものとしま

す。

2.会員IDおよびパスワードを用いて本サービスが
利用された場合には、会員自身が本サービスを利

用したものとみなします。

3.前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、
その利用にあたって別途制限事項を設けることが

あります。この場合、会員は当該制限事項に従う

ものとします。

4.会員は、本サービスを通じて発信する情報につき
一切の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑ま

たは損害を与えないものとします。



5.本サービスの利用に関連して、会員が他者に対し
て損害を与えた場合、または会員が他者と紛争を

生じた場合、当該会員は自己の費用と責任で解決

するものとし、当社に何等の迷惑または損害を与

えないものとします。

5.本サービスの利用に関連して、会員が他者に対し
て損害を与えた場合、または会員が他者と紛争を

生じた場合、当該会員は自己の費用と責任で解決

するものとし、当社に何等の迷惑または損害を与

えないものとします。

6.当社は、会員がWebサイトを閲覧する場合に、
児童ポルノアドレスリスト（一般社団法人インタ

ーネットコンテンツセーフティ協会が提供する児

童ポルノアドレスリストをいいます。）に基づき、

当該Webサイト、画像又は映像等の閲覧を制限す
ることがあります。

「Ｙａｈｏｏ！ ＢＢ 光 マンションサービス規約（基本）」新旧対照表

改定前（2010 年 3 月 31 日付） 改定後（2011 年 4 月 21 日付）

第１７条（サービスの利用）

１．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡

等する内容に従い、本サービスを利用するもの

とします。

２．会員回線または会員ＩＤ及びパスワードを用

いて第三者により本サービスが利用された場

合には、会員自身が本サービスを利用したもの

とみなします。

３．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応

じ、その利用にあたって別途制限事項を設ける

ことがあります。この場合、会員は当該制限事

項に従うものとします。

４．会員は、本サービスを通じて発信する情報に

つき一切の責任を負うものとし、当社に何等の

迷惑または損害を与えないものとします。

５．本サービスの利用に関連して、会員が他者に

対して損害を与えた場合、または会員が他者と

紛争を生じた場合、当該会員は自己の費用と責

任で解決するものとし、当社に何等の迷惑また

は損害を与えないものとします。

第１７条（サービスの利用）

１．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡

等する内容に従い、本サービスを利用するもの

とします。

２．会員回線または会員ＩＤ及びパスワードを用

いて第三者により本サービスが利用された場

合には、会員自身が本サービスを利用したもの

とみなします。

３．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応

じ、その利用にあたって別途制限事項を設ける

ことがあります。この場合、会員は当該制限事

項に従うものとします。

４．会員は、本サービスを通じて発信する情報に

つき一切の責任を負うものとし、当社に何等の

迷惑または損害を与えないものとします。

５．本サービスの利用に関連して、会員が他者に

対して損害を与えた場合、または会員が他者と

紛争を生じた場合、当該会員は自己の費用と責

任で解決するものとし、当社に何等の迷惑また

は損害を与えないものとします。

６．当社は、会員がＷｅｂサイトを閲覧する場合

に、児童ポルノアドレスリスト（一般社団法人イ



ンターネットコンテンツセーフティ協会が提供す

る児童ポルノアドレスリストをいいます。）に基づ

き、当該Ｗｅｂサイト、画像又は映像等の閲覧を

制限することがあります。

「Ｙａｈｏｏ！ ＢＢ 光 マンションサービス規約（ホールセール）」新旧対照表

改定前（2010 年 3 月 31 日付） 改定後（2011 年 4 月 21 日付）

第１４条（サービスの利用）

１．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡

等する内容に従い、本サービスを利用するもの

とします。

２．会員回線または会員ＩＤ及びパスワードを用

いて第三者により本サービスが利用された場合

には、会員自身が本サービスを利用したものと

みなします。

３．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応

じ、その利用にあたって別途制限事項を設ける

ことがあります。この場合、会員は当該制限事

項に従うものとします。

４．会員は、本サービスを通じて発信する情報に

つき一切の責任を負うものとし、当社に何等の

迷惑または損害を与えないものとします。

５．本サービスの利用に関連して、会員が他者に

対して損害を与えた場合、または会員が他者と

紛争を生じた場合、当該会員は自己の費用と責

任で解決するものとし、当社に何等の迷惑また

は損害を与えないものとします。

第１４条（サービスの利用）

１．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡

等する内容に従い、本サービスを利用するもの

とします。

２．会員回線または会員ＩＤ及びパスワードを用

いて第三者により本サービスが利用された場合

には、会員自身が本サービスを利用したものと

みなします。

３．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応

じ、その利用にあたって別途制限事項を設ける

ことがあります。この場合、会員は当該制限事

項に従うものとします。

４．会員は、本サービスを通じて発信する情報に

つき一切の責任を負うものとし、当社に何等の

迷惑または損害を与えないものとします。

５．本サービスの利用に関連して、会員が他者に

対して損害を与えた場合、または会員が他者と

紛争を生じた場合、当該会員は自己の費用と責

任で解決するものとし、当社に何等の迷惑また

は損害を与えないものとします。

６．当社は、会員がＷｅｂサイトを閲覧する場合

に、児童ポルノアドレスリスト（一般社団法人

インターネットコンテンツセーフティ協会が提

供する児童ポルノアドレスリストをいいます。）

に基づき、当該Ｗｅｂサイト、画像又は映像等

の閲覧を制限することがあります。



「Yahoo! BB 光シティサービス規約」新旧対照表
改定前（2010 年 3 月 31 日付） 改定後（2011 年 4 月 21 日付）

第１５条（サービスの利用）

１．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡等す

る内容に従い、本サービスを利用するものとします。

２．会員は、当社が認めた場合を除き、同居の家族以

外の第三者に対し、本サービスを利用させることはで

きません。専用回線またはＩＤを用いて本サービスが利

用された場合には、会員自身が本サービスを利用した

ものとみなします。

３．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、

その利用にあたって別途制限事項を設けることがあり

ます。この場合、会員は当該制限事項に従うものとし

ます。

４．会員は、本サービスを通じて発信する情報につき

一切の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または

損害を与えないものとします。

５．本サービスの利用に関連して、会員が他者に対し

て損害を与えた場合、または会員が他者と紛争を生じ

た場合、当該会員は自己の費用と責任で解決するも

のとし、当社に何等の迷惑または損害を与えないもの

とします。

第１５条（サービスの利用）

１．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡等す

る内容に従い、本サービスを利用するものとします。

２．会員は、当社が認めた場合を除き、同居の家族以

外の第三者に対し、本サービスを利用させることはで

きません。専用回線またはＩＤを用いて本サービスが利

用された場合には、会員自身が本サービスを利用した

ものとみなします。

３．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、

その利用にあたって別途制限事項を設けることがあり

ます。この場合、会員は当該制限事項に従うものとし

ます。

４．会員は、本サービスを通じて発信する情報につき

一切の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または

損害を与えないものとします。

５．本サービスの利用に関連して、会員が他者に対し

て損害を与えた場合、または会員が他者と紛争を生じ

た場合、当該会員は自己の費用と責任で解決するも

のとし、当社に何等の迷惑または損害を与えないもの

とします。

６．当社は、会員がＷｅｂサイトを閲覧する場合に、児

童ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネット

コンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノア

ドレスリストをいいます。）に基づき、当該Ｗｅｂサイ

ト、画像又は映像等の閲覧を制限することがありま

す。

「ソフトバンクBB プロバイダーサービス規約」新旧対照表

改定前（2009 年 11 月 1 日付） 改定後（2011 年 4 月 21 日付）

第２２条（サービスの利用）

１．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡

等する内容に従い、本サービスを利用するものと

します。

２．会員ＩＤおよびパスワードを用いて本サービ

スが利用された場合には、会員自身が本サービス

第２２条（サービスの利用）

１．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡

等する内容に従い、本サービスを利用するものと

します。

２．会員ＩＤおよびパスワードを用いて本サービ

スが利用された場合には、会員自身が本サービス



を利用したものとみなします。

３．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応

じ、その利用にあたって別途制限事項を設けるこ

とがあります。この場合、会員は当該制限事項に

従うものとします。

４．会員は、本サービスを通じて発信する情報に

つき一切の責任を負うものとし、当社に何等の迷

惑または損害を与えないものとします。

５．本サービスの利用に関連して、会員が他者に

対して損害を与えた場合、または会員が他者と

紛争を生じた場合、当該会員は自己の費用と責

任で解決するものとし、当社に何等の迷惑また

は損害を与えないものとします。

を利用したものとみなします。

３．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応

じ、その利用にあたって別途制限事項を設けるこ

とがあります。この場合、会員は当該制限事項に

従うものとします。

４．会員は、本サービスを通じて発信する情報に

つき一切の責任を負うものとし、当社に何等の迷

惑または損害を与えないものとします。

５．本サービスの利用に関連して、会員が他者に

対して損害を与えた場合、または会員が他者と紛

争を生じた場合、当該会員は自己の費用と責任で

解決するものとし、当社に何等の迷惑または損害

を与えないものとします。

６．当社は、会員がＷｅｂサイトを閲覧する場合

に、児童ポルノアドレスリスト（一般社団法人

インターネットコンテンツセーフティ協会が提

供する児童ポルノアドレスリストをいいます。）

に基づき、当該Ｗｅｂサイト、画像又は映像等

の閲覧を制限することがあります。

「Yahoo! BBダイヤルアップ接続サービス契約約款」新旧対照表

改定前（2009 年 11 月 1 日付） 改定後（2011 年 4 月 21 日付）

第 15条(通信利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態の発生

により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一

部または全部を接続することができなくな

った場合には、公共の利益のために緊急を要

する事項を内容とする通信を優先的に取扱

うため、本サービスの提供を制限し、または

中止する措置をとることがあります。

2.本サービスの会員で、当社の電気通信設備に
過大な負荷を生じる行為をしたときには、利

用を制限することがあります。

第 15条(通信利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態の発生

により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一

部または全部を接続することができなくな

った場合には、公共の利益のために緊急を要

する事項を内容とする通信を優先的に取扱

うため、本サービスの提供を制限し、または

中止する措置をとることがあります。

2.本サービスの会員で、当社の電気通信設備に
過大な負荷を生じる行為をしたときには、利

用を制限することがあります。

3．当社は、会員がＷｅｂサイトを閲覧する場
合に、児童ポルノアドレスリスト（一般社団

法人インターネットコンテンツセーフティ

協会が提供する児童ポルノアドレスリスト



をいいます。）に基づき、当該Ｗｅｂサイト、

画像又は映像等の閲覧を制限することがあ

ります。

「モバイル接続利用規約」新旧対照表

改定前（2009 年 11 月 1 日付） 改定後（2011 年 4 月 21 日付）

第８条の２(利用の制限)

１．本サービスの利用について、法令等の規制、

仲介業者、提携ISP、電気通信事業者またはイ

ンターネット接続サービス事業者等が定める

約款等により制限される可能性があることを

会員は予め承諾するものとします。

２．当社は、会員がＷｅｂサイトを閲覧する場合

に、児童ポルノアドレスリスト（一般社団法人

インターネットコンテンツセーフティ協会が

提供する児童ポルノアドレスリストをいいま

す。）に基づき、当該Ｗｅｂサイト、画像又は

映像等の閲覧を制限することがあります。

「海外ローミング利用規約」新旧対照表

改定前（2009 年 11 月 1 日付） 改定後（2011 年 4 月 21 日付）

第 12条（利用の制限）
１．本サービスの利用について、国内外の法令

等の規制、仲介業者、提携 ISP、電気通信事
業者またはインターネット接続サービス事

業者等が定める約款等により制限される可

能性があることを会員は予め承諾するもの

とします。

第 12条（利用の制限）
１．本サービスの利用について、国内外の法令

等の規制、仲介業者、提携 ISP、電気通信事業者
またはインターネット接続サービス事業者等が定

める約款等により制限される可能性があることを

会員は予め承諾するものとします。

２．当社は、会員がＷｅｂサイトを閲覧する場

合に、児童ポルノアドレスリスト（一般社団法人

インターネットコンテンツセーフティ協会が提供

する児童ポルノアドレスリストをいいます。）に基

づき、当該Ｗｅｂサイト、画像又は映像等の閲覧

を制限することがあります。



「公衆無線ＬＡＮ利用規約」新旧対照表

改定前（2010 年 3 月 31 日付） 改定後（2011 年 4 月 21 日付）

第９条（利用の制限）

１．当社は、技術上やむを得ない理由等により、

事前の通知なく、無線基地局設備の点検また

は全部もしくは一部を移設、増設もしくは減

設することがあります。この場合、提供区域

であっても本サービスの提供を行うことがで

きなくなる場合があります。

２．無線基地局設備には同時接続可能数に限りが

あるため、最大同時接続数を超えた場合は利

用できません。また、同時に接続する利用者

の利用状況等により最大同時接続数が異なる

場合があります。

第９条（利用の制限）

１．当社は、技術上やむを得ない理由等により、

事前の通知なく、無線基地局設備の点検また

は全部もしくは一部を移設、増設もしくは減

設することがあります。この場合、提供区域

であっても本サービスの提供を行うことがで

きなくなる場合があります。

２．無線基地局設備には同時接続可能数に限りが

あるため、最大同時接続数を超えた場合は利

用できません。また、同時に接続する利用者

の利用状況等により最大同時接続数が異なる

場合があります。

３．当社は、会員がＷｅｂサイトを閲覧する場合

に児童ポルノアドレスリスト（一般社団法人

インターネットコンテンツセーフティ協会が

提供する児童ポルノアドレスリストをいいま

す。）に基づき、当該Ｗｅｂサイト、画像又は

映像等の閲覧を制限することがあります。


