
改定前（2013年4月19日付） 改定後（2013年6月1日付）
第7条（契約の申込の承諾）
2．(8)申込者が当社の提供する他のサービスの料金等の支払いをなさずある
いは遅延したとき。

2．(9)申込者が過去に当社、ソフトバンクテレコム株式会社またはソフトバンク
モバイル株式会社が提供するサービスの利用契約を解除されていることが判明
したとき。

第7条（契約の申込の承諾）
2．(8)申込者が現に当社、または当社が別途「電気通信事業等における個人情報
の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者として定めた会社
の提供する他のサービスの料金等の支払いをなさずあるいは遅延しているとき。

2．(9)申込者が過去に当社、または当社が別途「電気通信事業等における個人情
報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者として定めた会
社が提供するサービスの利用契約を解除されていることが判明したとき。

第15条（通知・連絡等）
1．当社は、会員への通知・連絡等を当社Webサイトに掲載して行うことがありま
す。

第15条（通知・連絡等）
1．当社は、会員への通知・連絡等を、電子メールの送付または当社Webサイトへの
掲載にて行うことがあります。

第16条の2（利用停止）
1．当社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスならびに
オプションサービスの全部または一部の利用を停止することがあります。その場
合、当社はあらかじめそのことを当社の定める方法で会員に通知するものとしま
す。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではないものとします。
(1) 利用契約に関して当社に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(2) 支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わないとき。
(3) 料金等の支払に使用するクレジットカードを発行したクレジットカード会社か
らクレジット利用契約の解除その他の理由によりクレジットカードの利用を認めら
れなくなったとき。
(4) 第22条その他本規約の規定に違反したとき。
(5) 本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の設備、機器、システム
等に著しい障害を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(6) 当社が提供する他のサービスの会員の場合で、当該サービスの利用停止
事由が発生したとき、またはこれらの利用を停止されたとき。
(7) 本サービスの利用契約成立後に、第7条第2項各号に該当する事由の存
在が判明したとき。
(8) 会員の料金等の支払意思が確認できないとき。
(9) 当社設備を安定運用することに支障が生じる可能性があると判断したと
き。
(10)その他、本サービス利用が適切ではないと当社が判断したとき。

第16条の2（利用停止）
1．当社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスならびにオプ
ションサービスの全部または一部の利用を停止することがあります。その場合、当社
はあらかじめそのことを当社の定める方法で会員に通知するものとします。但し、緊
急やむを得ない場合は、この限りではないものとします。
(1) 利用契約に関して当社に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
(2) 支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わないとき。
(3) 料金等の支払に使用するクレジットカードを発行したクレジットカード会社からク
レジット利用契約の解除その他の理由によりクレジットカードの利用を認められなく
なったとき。
(4) 第22条その他本規約の規定に違反したとき。
(5) 本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の設備、機器、システム等に
著しい障害を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(6) 当社が提供する他のサービスの会員の場合で、当該サービスの利用停止事由
が発生したとき、またはこれらの利用を停止されたとき。
(7) 本サービスの利用契約成立後に、第7条第2項各号に該当する事由の存在が
判明したとき。
(8) 会員の料金等の支払意思が確認できないとき。
(9) 当社設備を安定運用することに支障が生じる可能性があると判断したとき。
(10) 本サービスの利用契約成立後に第7条第2項各号に該当する事由の存在が
判明したとき。
(11)その他、本サービス利用が適切ではないと当社が判断したとき

第22条（禁止事項）
会員は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとしま
す。
(1) 他者もしくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害す
るおそれのある行為。
(2) 他者もしくは当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、ま
たは侵害するおそれのある行為。
(3) 他者のメール受信を妨害する行為、その他他者もしくは当社に不利益もし
くは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
(4) 他者もしくは当社を誹謗、中傷する行為。公序良俗に反する行為もしくは
そのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他者に提供する行為。
(5) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある
行為。
(6) 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
(7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。無限連鎖講（ネ
ズミ講）を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(8) 本サービスによりアクセス可能な当社または他者の情報を改ざん、消去す
る行為。選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為。
(9) 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為また
は嫌悪感を抱く電子メール（嫌がらせメール）を送信する行為。
(10)連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行
為。
(11)本人の同意を得ることなく、または不当な手段により他者の個人情報、も
しくは他の会社の公開されていない情報を収集する行為。
(12)本サービスの運営を妨げ、もしくはその信用を毀損する行為。IDおよびパ
スワードを不正に使用する行為。
(13)当社または他者の設備等に無権限でアクセスする行為。
(14)コンピューターウイルス等有害なプログラムを本サービスを通じて、または本
サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為。
(15)本サービスを利用して電気通信事業法に定める電気通信事業を営む行
為。
(16)本サービスを利用して、不特定または多数の第三者の需要に応じて、電
気通信役務を反復継続して提供する行為
(17)その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(18)上記各号のいずれかに該当する行為（当該行為を他者が行っている場合

第22条（禁止事項）
１．会員は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとしま
す。
(1) 他者もしくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するお
それのある行為。
(2) 他者もしくは当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または
侵害するおそれのある行為。
(3) 他者のメール受信を妨害する行為、その他他者もしくは当社に不利益もしくは
損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
(4) 他者もしくは当社を誹謗、中傷する行為。公序良俗に反する行為もしくはその
おそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他者に提供する行為。
(5) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行
為。
(6) 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
(7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。無限連鎖講（ネズミ
講）を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(8) 本サービスによりアクセス可能な当社または他者の情報を改ざん、消去する行
為。選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為。
(9) 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為または嫌
悪感を抱く電子メール（嫌がらせメール）を送信する行為。
(10)連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
(11)本人の同意を得ることなく、または不当な手段により他者の個人情報、もしく
は他の会社の公開されていない情報を収集する行為。
(12)本サービスの運営を妨げ、もしくはその信用を毀損する行為。IDおよびパス
ワードを不正に使用する行為。
(13)当社または他者の設備等に無権限でアクセスする行為。
(14)コンピューターウイルス等有害なプログラムを本サービスを通じて、または本
サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為。
(15)本サービスを利用して電気通信事業法に定める電気通信事業を営む行為。
(16)本サービスを利用して、不特定または多数の第三者の需要に応じて、電気通
信役務を反復継続して提供する行為
(17)その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(18)上記各号のいずれかに該当する行為（当該行為を他者が行っている場合を含
みます。）が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。その
他、当社が不適切と判断する行為。
２．会員は、前項に該当もしくは該当する恐れがあると当社が判断した場合、当社
からのご利用状況の確認に応じるものとします。

「ソフトバンクBBサービス規約」新旧対照表



改定前（2013年4月19日付） 改定後（2013年6月1日付）
第5条（契約の申し込みの承諾）
1．本サービスに係る契約は、前条に従い申込者により本サービスの申し込みが
なされ、当社が当該申し込みを承諾することを条件として、以下に定める日に
成立するものとします。なお、本サービスの契約成立日は申し込み日によって異
なります。

2．(12)申込者が当社の提供する他のサービスの料金等の支払いをなさずある
いは遅延したとき。

2．(13)申込者が過去に当社、ソフトバンクテレコム株式会社またはソフトバン
クモバイル株式会社が提供するサービスの利用契約を解除されていることが判
明したとき。

第5条（契約の申し込みの承諾）
1．本サービスに係る契約は、前条に従い申込者により本サービスの申し込みがなさ
れ、当社が当該申し込みを承諾することを条件として、以下に定める日に成立する
ものとします。なお、本サービスの契約成立日は申し込み日によって異なります。申
し込み日より180日以内に契約成立を確認できない場合は、事前に告知することな
く当社の判断により申し込みを取り消しさせていただくことがあります。

2．(12)申込者が現に当社、または当社が別途「電気通信事業等における個人情
報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者として定めた会
社の提供する他のサービスの料金等の支払いをなさずあるいは遅延しているとき。

2．(13)申込者が過去に当社、または当社が別途「電気通信事業等における個人
情報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者として定めた
会社が提供するサービスの利用契約を解除されていることが判明したとき。

第13条（禁止事項）
会員は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとしま
す。
(1) 他者もしくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害す
るおそれのある行為。
(2) 他者もしくは当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、ま
たは侵害するおそれのある行為。
(3) 他者のメール受信を妨害する行為、その他他者もしくは当社に不利益もし
くは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
(4) 他者もしくは当社を誹謗、中傷する行為。公序良俗に反する行為もしくは
そのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他者に提供する行為。
(5) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある
行為。
(6) 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
(7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。無限連鎖講（ネ
ズミ講）を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(8) 本サービスによりアクセス可能な当社または他者の情報を改ざん、消去す
る行為。選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為。
(9) 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為また
は嫌悪感を抱く電子メール（嫌がらせメール）を送信する行為。
(10)連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行
為。
(11)本人の同意を得ることなく、または不当な手段により他者の個人情報、も
しくは他の会社の公開されていない情報を収集する行為。
(12)本サービスの運営を妨げ、もしくはその信用を毀損する行為。IDおよびパ
スワードを不正に使用する行為。
(13)当社または他者の設備等に無権限でアクセスする行為。
(14)コンピューターウイルス等有害なプログラムを本サービスを通じて、または本
サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為。
(15)本サービスを利用して電気通信事業法に定める電気通信事業を営む行
為。
(16)本サービスを利用して、不特定または多数の第三者の需要に応じて、電
気通信役務を反復継続して提供する行為

第13条（禁止事項）
１．会員は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとしま
す。
(1) 他者もしくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するお
それのある行為。
(2) 他者もしくは当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または
侵害するおそれのある行為。
(3) 他者のメール受信を妨害する行為、その他他者もしくは当社に不利益もしくは
損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
(4) 他者もしくは当社を誹謗、中傷する行為。公序良俗に反する行為もしくはその
おそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他者に提供する行為。
(5) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行
為。
(6) 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
(7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。無限連鎖講（ネズミ
講）を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(8) 本サービスによりアクセス可能な当社または他者の情報を改ざん、消去する行
為。選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為。
(9) 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為または嫌
悪感を抱く電子メール（嫌がらせメール）を送信する行為。
(10)連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
(11)本人の同意を得ることなく、または不当な手段により他者の個人情報、もしく
は他の会社の公開されていない情報を収集する行為。
(12)本サービスの運営を妨げ、もしくはその信用を毀損する行為。IDおよびパス
ワードを不正に使用する行為。
(13)当社または他者の設備等に無権限でアクセスする行為。
(14)コンピューターウイルス等有害なプログラムを本サービスを通じて、または本
サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為。
(15)本サービスを利用して電気通信事業法に定める電気通信事業を営む行為。
(16)本サービスを利用して、不特定または多数の第三者の需要に応じて、電気通
信役務を反復継続して提供する行為

(17)その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(18)上記各号のいずれかに該当する行為（当該行為を他者が行っている場合
を含みます。）が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行
為。その他、当社が不適切と判断する行為。

(17)その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(18)上記各号のいずれかに該当する行為（当該行為を他者が行っている場合を含
みます。）が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。その
他、当社が不適切と判断する行為。

２．会員は、前項に該当もしくは該当する恐れがあると当社が判断した場合、当社
からのご利用状況の確認に応じるものとします。

第14条（サービスの停止）
1．会員が、本規約に違反した場合もしくは前条各号の一に該当すると当社が
判断した場合、当社は、事前に通知することなく、当該会員に対する本サービス
の提供を、当社が相当と判断する期間停止することができるものとします。この
場合でも、当該会員は停止期間中の料金を支払う義務を免れないものとしま
す。

第14条（サービスの停止）
1．会員が、本規約に違反した場合、前条各号の一に該当すると当社が判断した場
合、または本サービスの利用契約成立後に第5条第2項各号に該当する事由の存
在が判明した場合、当社は、事前に通知することなく、当該会員に対する本サービ
スの提供を、当社が相当と判断する期間停止することができるものとします。この場
合でも、当該会員は停止期間中の料金を支払う義務を免れないものとします。

第18条（通知・連絡等）
1．当社は、会員への通知・連絡等を当社Webサイトに掲載して行うことがありま
す。

第18条（通知・連絡等）
1．当社は、会員への通知・連絡等を、電子メールの送付または当社Webサイトへの
掲載にて行うことがあります。

「Yahoo! BB 光 with フレッツサービス規約」新旧対照表



改定前（2013年4月19日付） 改定後（2013年6月1日付）
第5条（契約の申し込みの承諾）
1．本サービスに係る契約は、前条に従い申込者により本サービスの申し込みが
なされ、当社が当該申し込みを承諾することを条件として、初回認証日に成立
するものとします。申し込み日より90日以内に初回認証を確認できない場合
は、事前に告知することなく当社の判断により申し込みを取り消しさせていただ
くことがあります。

2．(12)申込者が当社の提供する他のサービスの料金等の支払いをなさずある
いは遅延したとき。

2．(13)申込者が過去に当社、ソフトバンクテレコム株式会社またはソフトバン
クモバイル株式会社が提供するサービスの利用契約を解除されていることが判
明したとき。

第5条（契約の申し込みの承諾）
1．本サービスに係る契約は、前条に従い申込者により本サービスの申し込みがなさ
れ、当社が当該申し込みを承諾することを条件として、初回認証日に成立するもの
とします。申し込み日より180日以内に初回認証を確認できない場合は、事前に告
知することなく当社の判断により申し込みを取り消しさせていただくことがあります。

2．(12)申込者が現に当社、または当社が別途「電気通信事業等における個人情
報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者として定めた会
社の提供する他のサービスの料金等の支払いをなさずあるいは遅延しているとき。

2．(1３)申込者が過去に当社、または当社が別途「電気通信事業等における個人
情報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者として定めた
会社が提供するサービスの利用契約を解除されていることが判明したとき。

第13条（禁止事項）
会員は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとしま
す。
(1) 他者もしくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害す
るおそれのある行為。
(2) 他者もしくは当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、ま
たは侵害するおそれのある行為。
(3) 他者のメール受信を妨害する行為、その他他者もしくは当社に不利益もし
くは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
(4) 他者もしくは当社を誹謗、中傷する行為。公序良俗に反する行為もしくは
そのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他者に提供する行為。
(5) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある
行為。
(6) 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
(7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。無限連鎖講（ネ
ズミ講）を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(8) 本サービスによりアクセス可能な当社または他者の情報を改ざん、消去す
る行為。選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為。
(9) 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為また
は嫌悪感を抱く電子メール（嫌がらせメール）を送信する行為。
(10)連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行
為。
(11)本人の同意を得ることなく、または不当な手段により他者の個人情報、も
しくは他の会社の公開されていない情報を収集する行為。
(12)本サービスの運営を妨げ、もしくはその信用を毀損する行為。IDおよびパ
スワードを不正に使用する行為。
(13)当社または他者の設備等に無権限でアクセスする行為。
(14)コンピューターウイルス等有害なプログラムを本サービスを通じて、または本
サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為。
(15)本サービスを利用して電気通信事業法に定める電気通信事業を営む行
為。
(16)本サービスを利用して、不特定または多数の第三者の需要に応じて、電
気通信役務を反復継続して提供する行為
(17)その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(18)上記各号のいずれかに該当する行為（当該行為を他者が行っている場合

第13条（禁止事項）
１．会員は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとしま
す。
(1) 他者もしくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するお
それのある行為。
(2) 他者もしくは当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または
侵害するおそれのある行為。
(3) 他者のメール受信を妨害する行為、その他他者もしくは当社に不利益もしくは
損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
(4) 他者もしくは当社を誹謗、中傷する行為。公序良俗に反する行為もしくはその
おそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他者に提供する行為。
(5) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行
為。
(6) 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
(7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。無限連鎖講（ネズミ
講）を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(8) 本サービスによりアクセス可能な当社または他者の情報を改ざん、消去する行
為。選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為。
(9) 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為または嫌
悪感を抱く電子メール（嫌がらせメール）を送信する行為。
(10)連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
(11)本人の同意を得ることなく、または不当な手段により他者の個人情報、もしく
は他の会社の公開されていない情報を収集する行為。
(12)本サービスの運営を妨げ、もしくはその信用を毀損する行為。IDおよびパス
ワードを不正に使用する行為。
(13)当社または他者の設備等に無権限でアクセスする行為。
(14)コンピューターウイルス等有害なプログラムを本サービスを通じて、または本
サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為。
(15)本サービスを利用して電気通信事業法に定める電気通信事業を営む行為。
(16)本サービスを利用して、不特定または多数の第三者の需要に応じて、電気通
信役務を反復継続して提供する行為
(17)その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(18)上記各号のいずれかに該当する行為（当該行為を他者が行っている場合を含
みます。）が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。その
他、当社が不適切と判断する行為。
２．会員は、前項に該当もしくは該当する恐れがあると当社が判断した場合、当社
からのご利用状況の確認に応じるものとします。

第14条（サービスの停止）
1．会員が、本規約に違反した場合もしくは前条各号の一に該当すると当社が
判断した場合、当社は、事前に通知することなく、当該会員に対する本サービス
の提供を、当社が相当と判断する期間停止することができるものとします。この
場合でも、当該会員は停止期間中の料金を支払う義務を免れないものとしま
す。

第14条（サービスの停止）
1．会員が、本規約に違反した場合、前条各号の一に該当すると当社が判断した場
合、または本サービスの利用契約成立後に第5条第2項各号に該当する事由の存
在が判明した場合、当社は、事前に通知することなく、当該会員に対する本サービ
スの提供を、当社が相当と判断する期間停止することができるものとします。この場
合でも、当該会員は停止期間中の料金を支払う義務を免れないものとします。

第18条（通知・連絡等）
1．当社は、会員への通知・連絡等を当社Webサイトに掲載して行うことがありま
す。

第18条（通知・連絡等）
1．当社は、会員への通知・連絡等を、電子メールの送付または当社Webサイトへの
掲載にて行うことがあります。

「Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス規約」新旧対照表



改定前（2013年4月19日付） 改定後（2010年3月31日付）
第６条（契約の成立）
2.(13)申込者が当社の提供する他のサービスの料金等の支払いをなさずある
いは遅延したとき。

第６条（契約の成立）
2.(13)申込者が現に当社、または当社が別途「電気通信事業等における個人情
報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者として定めた会
社の提供する他のサービスの料金等の支払いをなさずあるいは遅延しているとき

第６条（契約の成立）
2.(14)申込者が過去に当社、ソフトバンクテレコム株式会社またはソフトバンク
モバイル株式会社が提供するサービスの利用契約を解除されていることが判明
したとき。

第６条（契約の成立）
2.(14)申込者が過去に当社、または当社が別途「電気通信事業等における個人
情報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者として定めた
会社が提供するサービスの利用契約を解除されていることが判明したとき

第１１条（通知・連絡等）
1．当社は、会員への通知・連絡等を当社Webサイトに掲載して行うことがありま
す。

第１１条（通知・連絡等）
1．当社は、会員への通知・連絡等を、電子メールの送付または当社Webサイトへの
掲載にて行うことがあります。

「Yahoo! BB 光シティサービス規約」新旧対照表



改定前（2008年6月1日付） 改定後（2010年3月31日付）
第5条（契約の申込の承諾）
2.(8)申込者が当社の提供する他のサービスの料金等の支払いをなさずあるい
は遅延したとき

2.(9)申込者が過去に当社、ソフトバンクテレコム株式会社またはソフトバンク
モバイル株式会社が提供するサービスの利用契約を解除されていることが判明
したとき

第5条（契約の申込の承諾）
2.(8)申込者が現に当社、または当社が別途「電気通信事業等における個人情報
の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者として定めた会社
の提供する他のサービスの料金等の支払いをなさずあるいは遅延しているとき

2.(9)申込者が過去に当社、または当社が別途「電気通信事業等における個人情
報の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者として定めた会
社が提供するサービスの利用契約を解除されていることが判明したとき

第11条（禁止事項）
会員は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとしま
す。
(1) 他者もしくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害す
るおそれのある行為。
(2) 他者もしくは当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、ま
たは侵害するおそれのある行為。
(3) 他者のメール受信を妨害する行為、その他他者もしくは当社に不利益もし
くは損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
(4) 他者もしくは当社を誹謗、中傷する行為。公序良俗に反する行為もしくは
そのおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他者に提供する行為。
(5) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある
行為。
(6) 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
(7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。無限連鎖講（ネ
ズミ講）を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(8) 本サービスによりアクセス可能な当社または他者の情報を改ざん、消去す
る行為。選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為。
(9) 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為また
は嫌悪感を抱く電子メール（嫌がらせメール）を送信する行為。
(10)連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行
為。
(11)本人の同意を得ることなく、または不当な手段により他者の個人情報、も
しくは他の会社の公開されていない情報を収集する行為。
(12)本サービスの運営を妨げ、もしくはその信用を毀損する行為。IDおよびパ
スワードを不正に使用する行為。
(13)当社または他者の設備等に無権限でアクセスする行為。
(14)コンピューターウイルス等有害なプログラムを本サービスを通じて、または本
サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為。
(15)本サービスを利用して電気通信事業法に定める電気通信事業を営む行
為。
(16)本サービスを利用して、不特定または多数の第三者の需要に応じて、電
気通信役務を反復継続して提供する行為
(17)その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(18)上記各号のいずれかに該当する行為（当該行為を他者が行っている場合

第11条（禁止事項）
１．会員は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとしま
す。
(1) 他者もしくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するお
それのある行為。
(2) 他者もしくは当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または
侵害するおそれのある行為。
(3) 他者のメール受信を妨害する行為、その他他者もしくは当社に不利益もしくは
損害を与える行為、またはそれらのおそれのある行為。
(4) 他者もしくは当社を誹謗、中傷する行為。公序良俗に反する行為もしくはその
おそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他者に提供する行為。
(5) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行
為。
(6) 事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
(7) ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。無限連鎖講（ネズミ
講）を開設し、またはこれを勧誘する行為。
(8) 本サービスによりアクセス可能な当社または他者の情報を改ざん、消去する行
為。選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為。
(9) 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為または嫌
悪感を抱く電子メール（嫌がらせメール）を送信する行為。
(10)連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。
(11)本人の同意を得ることなく、または不当な手段により他者の個人情報、もしく
は他の会社の公開されていない情報を収集する行為。
(12)本サービスの運営を妨げ、もしくはその信用を毀損する行為。IDおよびパス
ワードを不正に使用する行為。
(13)当社または他者の設備等に無権限でアクセスする行為。
(14)コンピューターウイルス等有害なプログラムを本サービスを通じて、または本
サービスに関連して使用し、もしくは提供する行為。
(15)本サービスを利用して電気通信事業法に定める電気通信事業を営む行為。
(16)本サービスを利用して、不特定または多数の第三者の需要に応じて、電気通
信役務を反復継続して提供する行為
(17)その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(18)上記各号のいずれかに該当する行為（当該行為を他者が行っている場合を含
みます。）が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。その
他、当社が不適切と判断する行為。
２．会員は、前項に該当もしくは該当する恐れがあると当社が判断した場合、当社
からのご利用状況の確認に応じるものとします。

第12条（サービスの停止）
1．会員が、本規約に違反した場合もしくは前条各号の一に該当すると当社が
判断した場合、当社は、事前に通知することなく、当該会員に対する本サービス
の提供を、当社が相当と判断する期間停止することができるものとします。この
場合でも、当該会員は停止期間中の料金を支払う義務を免れないものとしま
す。

第12条（サービスの停止）
1．会員が、本規約に違反した場合、前条各号の一に該当すると当社が判断した場
合、または本サービスの利用契約成立後に第5条第2項各号に該当する事由の存
在が判明した場合、当社は、事前に通知することなく、当該会員に対する本サービ
スの提供を、当社が相当と判断する期間停止することができるものとします。この場
合でも、当該会員は停止期間中の料金を支払う義務を免れないものとします。

第16条（通知・連絡等）
1．当社は、会員への通知・連絡等を当社Webサイトに掲載して行うことがありま
す。

第16条（通知・連絡等）
1．当社は、会員への通知・連絡等を、電子メールの送付または当社Webサイトへの
掲載にて行うことがあります。

「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（2013年4月19日付） 改定後（2013年6月1日付）
第７条（利用契約の成立）
３．当社は、次の各号の一に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しない
ことがあります。
（8）申込者が当社の提供する他のサービスの料金等の支払いをなさずあるいは
遅延したとき

（9）申込者が過去に当社、ソフトバンクテレコム株式会社またはソフトバンクモ
バイル株式会社が提供するサービスの利用契約を解除または利用停止されて
いることが判明したとき

第７条（利用契約の成立）
３．当社は、次の各号の一に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しないこと
があります。
（8）申込者が現に当社または当社が別途「電気通信事業等における個人情報の取
り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者として定めた会社の提
供する他のサービスの料金等の支払いをなさずあるいは遅延しているたとき

（9）申込者が過去に当社、または当社が別途「電気通信事業等における個人情報
の取り扱いについて」において個人情報を当社と共同利用する者として定めた会社
が提供するサービスの利用契約を解除または利用停止されていることが判明したと
き

第２１条（会員の義務）
１．会員は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとし
ます。
（1）他者もしくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害す
るおそれのある行為。
（2）他者もしくは当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、ま
たは侵害するおそれのある行為。
（3）他者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそ
れのある行為。
（4）他者もしくは当社を誹謗、中傷する行為。公序良俗に反する行為もしくはそ
のおそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他者に提供する行為。
（5）犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある
行為。
（6）事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
（7）ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。
（8）無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、またはこれを勧誘する行為。
（9）選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為。
（10）本人の同意を得ることなく、または不当な手段により他者の個人情報、も
しくは他の会社の公開されていない情報を収集する行為。
（11）自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会
社などの組織を名乗ったりまたは他の人物や組織と提携、協力関係にあると
偽ったりする行為（故意または過失に基づき誤認した場合も含みます。）。
（12）本サービスの運営を妨げ、もしくはその信用を毀損する行為。
（13）その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
（14）多数の不完了呼（会員の通信が、着信先の応答前に終了するものをいい
ます。以下同じとします｡）を発生させる行為。
（15）本サービスあるいは本サービスのオプションサービスを利用して多数の通信
を行う等、通信の伝送交換に妨害を与える、または妨害を与えるおそれがある
行為。
（16）本サービスを利用して電気通信事業法に定める電気通信事業を営む行為
（17）本サービスを利用して、不特定または多数の第三者の需要に応じて、電気
通信役務を反復継続して提供する行為。
（18）本サービスを又貸しするなど、本サービスを利用する地位を第三者に譲渡
または貸与する行為。

第２１条（会員の義務）
１．会員は本サービスの利用にあたって以下の行為を行ってはならないものとしま
す。
（1）他者もしくは当社の著作権、その他の権利を侵害する行為、または侵害するお
それのある行為。
（2）他者もしくは当社の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または
侵害するおそれのある行為。
（3）他者もしくは当社に不利益もしくは損害を与える行為、またはそれらのおそれの
ある行為。
（4）他者もしくは当社を誹謗、中傷する行為。公序良俗に反する行為もしくはその
おそれのある行為、または公序良俗に反する情報を他者に提供する行為。
（5）犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行
為。
（6）事実に反する、またはそのおそれのある情報を提供する行為。
（7）ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為。
（8）無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、またはこれを勧誘する行為。
（9）選挙の事前運動等公職選挙法に違反する行為。
（10）本人の同意を得ることなく、または不当な手段により他者の個人情報、もしく
は他の会社の公開されていない情報を収集する行為。
（11）自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社な
どの組織を名乗ったりまたは他の人物や組織と提携、協力関係にあると偽ったりす
る行為（故意または過失に基づき誤認した場合も含みます。）。
（12）本サービスの運営を妨げ、もしくはその信用を毀損する行為。
（13）その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
（14）多数の不完了呼（会員の通信が、着信先の応答前に終了するものをいいま
す。以下同じとします｡）を発生させる行為。
（15）本サービスあるいは本サービスのオプションサービスを利用して多数の通信を
行う等、通信の伝送交換に妨害を与える、または妨害を与えるおそれがある行為。
（16）本サービスを利用して電気通信事業法に定める電気通信事業を営む行為
（17）本サービスを利用して、不特定または多数の第三者の需要に応じて、電気通
信役務を反復継続して提供する行為。
（18）本サービスを又貸しするなど、本サービスを利用する地位を第三者に譲渡また
は貸与する行為。
（19）合理的必要がないにもかかわらず、通話を保留にしたまま長時間放置する行

（20）接続機器のRＪ11モジュラージャックに、電話機等以外の機器を接続する
行為または接続機器のRＪ11モジュラージャックに電話機等を接続する際に、電
話機以外の機器を仲介させる行為
（21）その他、当社が不適切と判断する行為。
２．会員は、本サービスの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うも
のとし、万一本サービスの利用に関連し他の会員または第三者に対して損害を
与えたものとして、当社に対して当該会員または第三者から何らかの請求がな
されまたは訴訟が提起された場合、当該会員は、自らの費用と責任において当
該請求または訴訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。

（20）接続機器のRＪ11モジュラージャックに、電話機等以外の機器を接続する行為
または接続機器のRＪ11モジュラージャックに電話機等を接続する際に、電話機以
外の機器を仲介させる行為
（21）その他、当社が不適切と判断する行為。
２．会員は、本サービスの利用およびその結果につき自ら一切の責任を負うものと
し、万一本サービスの利用に関連し他の会員または第三者に対して損害を与えたも
のとして、当社に対して当該会員または第三者から何らかの請求がなされまたは訴
訟が提起された場合、当該会員は、自らの費用と責任において当該請求または訴
訟を解決するものとし、当社を一切免責するものとします。
３．会員は、第１項に該当もしくは該当する恐れがあると当社が判断した場合、当
社からのご利用状況の確認に応じるものとします。

「BBフォン利用規約」新旧対照表



改定前（2013年4月19日付） 改定後（2013年6月1日付）
第２９条（利用停止）
１．当社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、本サービスならびに
オプションサービスの全部または一部の利用を停止することがあります。その場
合、当社はあらかじめそのことを当社の定める方法で会員に通知するものとしま
す。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではないものとします。
（1）利用契約に関して当社に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
（2）支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わないとき（なお、第４１
条第２項により、権利の譲渡が行われた場合には、権利の譲受人に対する料
金等の不払も含むものとします。）。
（3）料金等の支払に使用するクレジットカードを発行したクレジットカード会社か
らクレジット利用契約の解除その他の理由によりクレジットカードの利用を認めら
れなくなったとき。
（4）第２１条その他本規約の規定に違反したとき。
（5）本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の設備、機器、システム
等に著しい障害を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
（6）当社が提供する他のサービスの会員の場合で、当該サービスの利用停止事
由が発生したとき、またはこれらの利用を停止されたとき。
（7）本サービスの利用契約成立後に、第７条第３項各号に該当する事由の存
在が判明したとき。
（8）会員の料金等の支払意思が確認できないとき。
（9）当該月における本サービスの料金等が30,000円を超過し、かつ従前の利
用状況および支払状況等から､料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当
社が判断したとき。
（10）当社が提供する電気通信サービスの安定運用に支障が生じる可能性があ
ると判断したとき。
（11）その他、本サービス利用が適切ではないと当社が判断したとき。

第２９条（利用停止）
１．当社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、事前に通知することな
く、本サービスならびにオプションサービスの全部または一部の利用を停止すること
があります。
（1）利用契約に関して当社に虚偽の事項を通知したことが判明したとき。
（2）支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わないとき（なお、第４１条第
２項により、権利の譲渡が行われた場合には、権利の譲受人に対する料金等の不
払も含むものとします。）。
（3）料金等の支払に使用するクレジットカードを発行したクレジットカード会社からク
レジット利用契約の解除その他の理由によりクレジットカードの利用を認められなく
なったとき。
（4）本規約の規定に違反したとき。
（5）本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の設備、機器、システム等に
著しい障害を及ぼし、または及ぼすおそれがある行為をしたとき。
（6）当社が提供する他のサービスの会員の場合で、当該サービスの利用停止事由
が発生したとき、またはこれらの利用を停止されたとき。
（7）本サービスの利用契約成立後に、第７条第３項各号に該当する事由の存在が
判明したとき。
（8）会員の料金等の支払意思が確認できないとき。
（9）当該月における本サービスの料金等が30,000円を超過し、かつ従前の利用状
況および支払状況等から､料金等の回収に支障が生じるおそれがあると当社が判
断したとき。
（10）当社が提供する電気通信サービスの安定運用に支障が生じる可能性があると
判断したとき。
（11）その他、本サービス利用が適切ではないと当社が判断したとき。

２．会員が複数の利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうち
のいずれかについて前項の規定により本サービスの利用を停止されたときは、
当社は、当該会員が締結している他の全ての利用契約に基づく本サービスの利
用を停止することができるものとします。
３．本条に基づき本サービスの利用が停止された場合であっても、利用契約が
解除されるまでの間については、会員は料金等支払義務を免れないものとしま
す。また、当社は本条に基づく本サービスの利用停止により会員に発生した損
害について、一切責めを負わないものとします。
４．本条第１項第（７）号により、本サービスの利用停止を行うときであって、当
社が必要と判断する場合、第２３条の定めにかかわらず、当社の定める方法で
通話料金等の請求をさせて頂く場合があります。
５．第１項第（９）号により当社が利用停止した場合、第２３条の支払時期およ
び第２７条の支払方法の定めにかかわらず、当社は、当該月の停止時点までの
料金等を，当社の定める方法で会員に請求することができます。当社の請求に
対して、会員が支払をした場合は、当社はその利用停止を解除します。
６．当社は、第２１条第１項第（１９）号に規定する長時間放置された通話と疑
われる通話を検知した場合は、当該通話を一旦切断することがあります。

２．会員が複数の利用契約を締結している場合において、当該利用契約のうちの
いずれかについて前項の規定により本サービスの利用を停止されたときは、当社
は、当該会員が締結している他の全ての利用契約に基づく本サービスの利用を停
止することができるものとします。
３．本条に基づき本サービスの利用が停止された場合であっても、利用契約が解除
されるまでの間については、会員は料金等支払義務を免れないものとします。また、
当社は本条に基づく本サービスの利用停止により会員に発生した損害について、一
切責めを負わないものとします。
４．本条第１項第（７）号により、本サービスの利用停止を行うときであって、当社が
必要と判断する場合、第２３条の定めにかかわらず、当社の定める方法で通話料金
等の請求をさせて頂く場合があります。
５．第１項第（９）号により当社が利用停止した場合、第２３条の支払時期および第
２７条の支払方法の定めにかかわらず、当社は、当該月の停止時点までの料金等
を，当社の定める方法で会員に請求することができます。当社の請求に対して、会
員が支払をした場合は、当社はその利用停止を解除します。
６．当社は、第２１条第１項第（１９）号に規定する長時間放置された通話と疑われ
る通話を検知した場合は、当該通話を一旦切断することがあります。

第３４条（通知・連絡等）
１．当社は、書面による郵送、ホームページへの掲載、その他当社が適当である
と判断する方法により、会員に随時必要な事項の通知・連絡等を行うものとし
ます。

第３４条（通知・連絡等）
１．当社は、書面による郵送、電子メールの送付、ホームページへの掲載、その他当
社が適当であると判断する方法により、会員に随時必要な事項の通知・連絡等を
行うものとします。

「BBフォン利用規約」新旧対照表



改定前（2010年4月15日付） 改定後（2013年6月1日付）
第2条（用語の定義）
(2) 「本ソフトウェア」とは、株式会社シマンテック（以下「シマンテック」といいま
す。）およびマカフィー株式会社（以下「マカフィー」といいます。）が提供および使
用許諾をするセキュリティ対策用ソフトウェア（最新プログラムモジュールを含みま
す。）をいいます。

(9) 「認証番号」とは当社が本サービス会員のうち「BB セキュリティpowered by
Symantec TM Plus」「BB セキュリティpowered by Symantec TM」および「BB セ
キュリティpowered by Symantec TM Lite」を利用する会員に対して発行する文
字列データ（PIN 番号）をいいます。なお、認証番号は、本サービス会員の利用
するYahoo! BB サービス会員回線ごとに１つ発行されます。

第2条（用語の定義）
(2) 「本ソフトウェア」とは、株式会社シマンテック（以下「シマンテック」といいま
す。）およびマカフィー株式会社（以下「マカフィー」といいます。）およびBBソフトサー
ビス株式会社（以下「BBSS」といいます。）が提供および使用許諾をするセキュリティ
対策用ソフトウェア（最新プログラムモジュールを含みます。）をいいます。

(9) 「認証番号」とは当社が本サービス会員のうち「BBセキュリティ powered by
Symantec TM Plus」「BBセキュリティ powered by Symantec TM」および「BBセキュリ
ティ powered by Symantec TM Lite」を利用する会員に対して発行する文字列デー
タ（PIN番号）、「BBセキュリティ for Smart Device powered by McAfee®」を利用する
会員に対して発行する文字列データ（シリアル番号）、「BBセキュリティ Internet
SagiWall™（Android版）」を利用する会員に対して発行する文字列データ（シリアル番
号）をいいます。なお、認証番号は、本サービス会員の利用するYahoo! BBサービス
会員回線ごとに１つ発行されます。

第3条（本サービス）
2. 本サービスには、次の5つのサービス種類があります。
(1)BBセキュリティ powered by Symantec TM Plus
(2)BBセキュリティ powered by Symantec TM Lite
(3)BBセキュリティ powered by Symantec TM
(4)BBセキュリティ powered by McAfeeⓇ
(5)BBセキュリティ powered by McAfeeⓇ Lite

第3条（本サービス）
2. 本サービスには、次の7つのサービス種類があります。
(1)BBセキュリティ powered by Symantec TM Plus
(2)BBセキュリティ powered by Symantec TM Lite
(3)BBセキュリティ powered by Symantec TM
(4)BBセキュリティ powered by McAfeeⓇ
(5)BBセキュリティ powered by McAfeeⓇ Lite
(6)BBセキュリティ for Smart Device powered by McAfee®
(7)BBセキュリティ Internet SagiWall™（Android版）

第4条（契約の単位）
2. 本サービスは、サービス種類ごとに契約可能なライセンス数が異なります。
（1） BBセキュリティ powered by Symantec TM Plus：10ライセ
ンス
（2） BBセキュリティ powered by Symantec TM Lite：10ライセ
ンス
（3） BBセキュリティ powered by Symantec TM ：10ライセンス
（4） BBセキュリティ powered by McAfeeⓇ：1ライセンス
（5 ）BBセキュリティ powered by McAfeeⓇ Lite：1ライセンス

3. 本サービスは、1ライセンスにつき最大3台のコンピュータで利用することがで
きるものとします。

第4条（契約の単位）
2. 本サービスは、サービス種類ごとに契約可能なライセンス数、1ライセンスにつき
利用可能な端末台数が異なります。
サービスの種類：契約可能なライセンス数（1ライセンスにつき利用可能な端末台

数）
(1)BBセキュリティ powered by Symantec TM Plus：10ライセンス（3台）
(2)BBセキュリティ powered by Symantec TM Lite：10ライセンス（3台）
(3)BBセキュリティ powered by Symantec TM：10ライセンス（3台）
(4)BBセキュリティ powered by McAfeeⓇ：1ライセンス（3台）
(5)BBセキュリティ powered by McAfeeⓇ Lite：1ライセンス（3台）
(6)BBセキュリティ for Smart Device powered by McAfee®：10ライセンス（1台）
(7)BBセキュリティ Internet SagiWall™（Android版）：10ライセンス（1台）

3. 削除

第13条（保証・責任の制限）
2. 本サービスは本サービス会員のコンピュータを保護するために常に通信を監
視するサービスであることに鑑み、本サービス会員の通信速度の低下等が発生
する場合があることにつき、本サービス会員はあらかじめ了承するものとします。

第13条（保証・責任の制限）
2. 本サービスは本サービス会員の端末を保護するために常に通信を監視するサービ
スであることに鑑み、本サービス会員の通信速度の低下等が発生する場合があるこ
とにつき、本サービス会員はあらかじめ了承するものとします。

第14条（本サービスの中止・停止等）
1. （1）当社、シマンテックまたはマカフィーのサーバー等の設備、その他本サービ
スを提供するために必要なシステムの保守点検・更新を定期的または緊急に行
う場合

第14条（本サービスの中止・停止等）
1.（1） 当社、シマンテック、マカフィーまたはBBSSのサーバー等の設備、その他本
サービスを提供するために必要なシステムの保守点検・更新を定期的または緊急に
行う場合

第18条（利用契約終了後の措置）
1. 本サービス会員は、1つの利用契約が終了した場合には、当該利用契約に
係る本ソフトウェアを会員のコンピュータからアンインストールするとともに、当該
利用契約に係る本ソフトウェアの複製物等をすべて破棄するものとし、以後一
切利用してはならないものとします。

第18条（利用契約終了後の措置）
1. 本サービス会員は、1つの利用契約が終了した場合には、当該利用契約に係る
本ソフトウェアを会員の端末コンピュータからアンインストールするとともに、当該利
用契約に係る本ソフトウェアの複製物等をすべて破棄するものとし、以後一切利用
してはならないものとします。

第19条（権利の帰属）
本サービスおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する著作権、特
許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当
社、シマンテックまたはマカフィーに帰属します。

第19条（権利の帰属）
本サービスおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する著作権、特許
権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社、シ
マンテック、マカフィーまたはBBSSに帰属します。

第23条（個人情報等の保護）
当社は、本サービス会員および申込者の個人情報の収集、利用、提供および公
表等にあたり、「個人情報の保護に関する法律」（平成15年5月30日法律第
57 号）、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイド
ライン」、および「個人情報保護マネジメントシステム‐要求事項」（JSIQ15001）
の遵守徹底を図り、当社の「個人情報保護のための行動指針」
（http://www.softbankbb.co.jp/privacy/index.html）に従い適切に実施しま
す。

第23条（個人情報等の保護）
当社は、本サービス会員および申込者の個人情報の収集、利用、提供および公表
等にあたり、「個人情報の保護に関する法律」（平成15年5月30日法律第57号）、
総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」、およ
び「個人情報保護マネジメントシステム‐要求事項」（JISQ15001）の遵守徹底を図
り、当社の「個人情報保護のための行動指針」
（http://www.softbankbb.co.jp/privacy/index.html）に従い適切に実施します。

「「BBセキュリティ」サービス利用規約」新旧対照表


