お預かりする個人情報の取り扱いについて（要約）

■ ソフトバンク株式会社
個人情報の取り扱いについての詳細および最新版は、当社ホームページを必ずご確認ください。
以下では、要旨のみ記載いたします。
https://www.softbank.jp/corp/group/sbm/privacy/
（1）お客さまの個人情報〔氏名、名称、電話番号、住所等、ソフトバンク株式会社（以下、
「当社」という）がお客さまに関して取得するすべての個人情
報〕は、以下の目的で利用いたします。
①お問い合わせ対応・情報提供等のサポート ② 課金計算 ③ 料金請求 ④ 不正利用防止 ⑤ マーケティング調査・分析、統計数値作成・分析結果の利用
⑥当社・他社の商品・サービス・キャンペーンのご案内、当社・他社の広告配信・表示 ⑦ サービス向上のための情報提供 ⑧ 工事・保守・障害対応等の
サポート ⑨ NTT 東西および協定事業者との相互接続 ⑩賦払金請求・分割支払金請求（他社からの委託分を含む） ⑪その他当社サービスおよびそれに付
随するサービス、割賦販売および個別信用購入あっせんの提供・管理に必要な業務
（2）共同利用
当社は、電気通信サービスの提供等を目的として、個人情報を以下の内容で共同利用する場合があります。当社は、「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」に従い、お客さまが同意された「電気通信事業等における個人情報の取り扱いについて」に定義された範囲を超えて共同利用する
ことはありません。
①当社のグループ会社
③SB ペイメントサービス株式会社
⑤PS コミュニケーションズ株式会社

②Wireless City Planning 株式会社
④SB C&S 株式会社およびそのグループ会社
⑥ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社

（3）第三者提供
当社は、第三者への提供を利用目的として以下のとおり定めます。
提供先
警察機関その他行政機関
仮想移動体通信事業者を含む携帯電話事業者
仮想移動体通信事業者を含む携帯電話事業者、その他電気通信事業者等
携帯電話事業者
仮想移動体通信事業者を含む携帯電話事業者、BWA（広帯域移動無線アク
セス）システムを用いてサービスを提供する他事業者
加入指定信用情報機関、または加入個人信用情報機関等
債権譲渡先
商品・サービス・キャンペーンの案内、提供、サポート等を行う事業者
当社の販売代理店・販売協力会社、インターネット検索サービス事業者
当社と提携しているサービスの提供者
再販・レンタル事業者
提携するコンテンツ提供者
警察、海上保安庁または消防等の救助機関
携帯電話の加入者
NTT 東日本、NTT 西日本
ヤフー株式会社
広告配信に係るプラットフォームを提供する提携事業者

目的
不正利用による犯罪（
「振り込め詐欺」等）防止
①迷惑メール送信等の防止、②「携帯電話不正利用防止法」に基づく不正加
入防止、③SMS による迷惑メール送信等の防止、④製品の品質改善
不正加入等防止のための加入審査
MNP 手続き
料金未払いの防止※1
契約者の対象契約に関する契約審査、および代金のお支払い能力調査
個品割賦購入契約および立替払契約内容に基づく割賦債権の譲渡
当社および当社指定の事業者に係わる商品・サービス・キャンペーンの案内・
提供・合算請求・料金回収、サポートなど
①キャンペーン管理・運用、②インターネット検索サービスに係わるサービ
スの代行
他社との提携サービスの円滑な提供のため
契約順守の確認、および再販・レンタル事業者が行う契約審査のため
提携するコンテンツ提供者を通じた犯罪の防止
要救助者の捜索
当社の電気通信サービスが携帯電話の電気通信設備等として利用される際の
提供可否判断と登録情報の維持
NTT 東日本、NTT 西日本の光コラボレーションモデルを活用した当社の光サー
ビスの登録・提供・工事等
契約者への商品・サービス・キャンペーンの案内・分析等
契約者への当社または他社の商品・サービス・キャンペーンの案内・分析等

※1 料金未払いの防止に向け、加入審査などに用いるため、料金未払い者情報を提供いたします。詳しくは、電気通信事業者協会ホームページ
（http://www.tca.or.jp/mobile/nonpayment.html）をご覧ください。
※当社は、当社が取り扱う個人情報を、個人の識別ができない情報に加工した上で、第三者に提供する場合があります。
※推奨型広告配信サービスでは匿名加工を施した情報を利活用します。詳しくはホームページの 「お客さま情報の利活用にあたってのプライバシー保護
の取り組み」をご覧ください。（https://www.softbank.jp/corp/group/sbm/privacy/utilization/）

■ ヤフー株式会社
ヤフー株式会社（以下「当社」とします）は、当社が取得した個人情報を含めたパーソナルデータについて、当社のプライバシーポリシーに基づき取り扱
います。以下は抜粋です。当社のプライバシーポリシーの全文は （https://about.yahoo.co.jp/docs/info/terms/chapter1.html#cf2nd）でご確認いただ
けます。
・パーソナルデータの利用目的
当社は、以下のことを行うためパーソナルデータを利用いたします。パーソナルデータの具体的な活用事例については、こちら（https://privacy.yahoo.
co.jp/utilization.html）をご確認ください。
（1）お客様等に適した当社のサービス等をご提供するため
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（2）お客様等からのお問い合わせに対応するため
（3）商品の配送、代金請求、ポイント付与等をするため
（4）お客様等に当社およびパートナーのサービス等に関するお知らせをするため
（5）当社のサービス等の安全なご提供を確保するため。これには、利用規約に違反しているお客様を発見して当該お客様に通知をしたり、サービス等を
悪用した詐欺や不正アクセスなどの不正行為を調査・検出・予防したり、これらに対応することが含まれます
（6）当社のサービス等の改善および当社の新たなサービス等を検討するため
（7）当社のサービス等のご利用状況等を調査、分析するため
上記にかかわらず、当社が第三者からパーソナルデータの提供を受ける際に、当該パーソナルデータの利用目的について別途定めがある場合は、その定め
に従い当該パーソナルデータを利用します。
・パーソナルデータの提供の同意
1. 法令で認められた場合のほか、お客様等の同意をいただいた場合は、当社はパートナー等の第三者（外国にある第三者を含みます。以下同じ）に対し
てパーソナルデータを提供いたします。ただし、以下の場合においては、氏名や住所など直接特定の個人を識別することができる情報を除外した上で、
当社は第三者に対して、必要な範囲でパーソナルデータを提供いたします。
（1）当社のサービス等の提供に必要な場合
（2）当社のサービス等の品質向上のために必要な場合
（3）当社の新たなサービス等の検討のために必要な場合
（4）調査・研究・分析のために研究機関に提供する場合
2. 前項の場合に加え、以下の場合においては、氏名や住所など直接特定の個人を識別することができる情報を除外した上で、当社はグループ企業に対し
て、必要な範囲でパーソナルデータを提供いたします。なお、当該提供にあたり、当社はグループ企業による第三者への再提供（法令上の強制力を伴う
開示請求に応じる場合を除きます）を禁止します。
（1）グループ企業のサービス等の提供に必要な場合
（2）グループ企業のサービス等の品質向上のために必要な場合
（3）グループ企業の新たなサービス等の検討のために必要な場合
3. 個別のサービス等において別途の条件でご契約いただいている場合には、その契約条件が優先して適用されます。

■ 株式会社エディオン
弊社の「個人情報保護方針」に基づく、お客様の個人情報取り扱いについてご案内いたします。
全文は https://www.edion.co.jp でご確認いただけます。
お客様情報の収集
弊社をご利用の際や弊社カードをお申し込みの際には、快適な暮らしのお手伝いのためにお客様情報を収集させていただいております。
お客様情報の利用目的
お客様の個人情報は、法令の規定に基づく場合および別途お客様の同意をいただいた場合の他、次の目的に利用させていただきます。
①配達・工事・修理・訪問点検やリコール時のメーカー修理対応 ②ご購入商品に関連するアフターサービスの実施 ③新製品情報・お買得セールの
ご案内 ④商品の開発や市場調査業務での活用 ⑤カード会員様には会員特典（長期保証・ポイント）のご案内
お客様情報の安全管理
お客様の個人情報は、厳正な管理のもとで安全に保管し、他に漏洩することのないように弊社にて大切にお守りします。
お客様情報の提供・開示
お客様の個人情報は、法令の規定に基づく要請およびお客様に事前の同意を得た場合の他、以下の場合を除き、第三者に提供・開示することはございま
せん。
なお、業務委託先・提携先企業に対しては適切な監督を行います。
①エディオングループならびにフランチャイズ加盟店で総合的なサービスを提供するために利用目的の範囲内で情報の共同利用が必要な場合および
その利用目的のために外部業者・メーカーに業務委託が必要な場合 ②カードサービスの運営にあたり、業務の遂行上必要な限りにおいて提携企業に
情報を提供する場合 ③金融機関等に対してご購入商品の決済のため、お客様情報の確認が必要な場合およびその利用目的のためにご本人様に代わっ
てご家族様にご対応いただくことが必要な場合 ④リコールなど、お客様の生命・身体、財産の保護のため必要な限りにおいてメーカー等に情報を提
供する場合
お客様情報の共同利用
エディオングループは、お客様情報を上記の利用目的の範囲内で業務の遂行上必要な限りにおいて共同利用いたします。
①共同利用するお客様情報の項目
氏名、住所、電話番号、FAX 番号、メールアドレス等、エディオングループをご利用の際やカードをお申込の際収集させていただいた項目
②共同利用する者の範囲
エディオングループ各社（詳細は URL をご覧ください） https://www.edion.co.jp
③共同利用するお客様情報の管理責任者
株式会社エディオン
お客様情報に関するお問い合わせ
お客様情報の照会・更新
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お客様が、ご自身の個人情報の照会または更新などをご希望される場合はお申し出ください。適切に対応させていただきます。
受付窓口
照会・更新・利用停止等につきましては、最寄りのエディオングループ各店舗の店長がご相談を承ります。

■ NTT 東日本
本日、記入いただきましたお客さまの情報については、お客さまに NTT 東日本のサービスをご提供するために利用いたします。また、NTT 東日本では、電
気通信サービス等の提供・販売等に際してお客さま情報を取り扱うに当たり、以下の目的にて利用いたします。
①本書面に記載頂いたお客さまの個人情報については、お客さまの本人確認、与信管理、電気通信サービス等の提供、電気通信サービス等の料金の計算お
よび請求、これらに関するお客さまへのご連絡、その他契約約款等に基づく契約内容の実施に必要となる範囲内で利用いたします。また、電気通信サー
ビス等のご紹介、ご提案およびコンサルティング、電気通信サービス等の品質改善・CS（顧客満足度）向上等のための施策（アンケート調査を含みま
す。
）の実施、新たな電気通信サービス等の企画および開発、電気通信サービス等の提供に必要な設備の管理および改善、その他 NTT 東日本の電気通信
等に関わる業務の実施に必要な範囲内で利用いたします。なお、お客さまとの電気通信サービス等に係わる契約が解除された後においても、上記の利用
目的の範囲内で個人情報を利用することがあります。
②また、本申込書に記載いただいた個人情報については、個人情報保護法の規定に基づき、NTT 東日本が業務を委託する他の事業者および委託された他の
事業者の業務（他の事業者の商品・サービスの販売・取次等）に対して提供することがあるとともに、NTT 東日本の契約約款等の規定または個人情報保
護法、電気通信事業法、その他の法令の規定に従い、第三者に提供することがあります。

■ NTT 西日本
本日、記入いただきましたお客さまの情報については、お客さまに NTT 西日本のサービスをご提供するために利用いたします。また、NTT 西日本では、電
気通信サービス等の提供・販売等に際してお客さま情報を取り扱うに当たり、以下の目的にて利用いたします。
①本書面に記載頂いたお客さまの個人情報については、お客さまの本人確認、与信管理、電気通信サービス等の提供、電気通信サービス等の料金の計算お
よび請求、これらに関するお客さまへのご連絡、その他契約約款等に基づく契約内容の実施に必要となる範囲内で利用いたします。また、電気通信サー
ビス等のご紹介、ご提案およびコンサルティング、電気通信サービス等の品質改善・CS（顧客満足度）向上等のための施策（アンケート調査を含みます。）
の実施、新たな電気通信サービス等の企画および開発、電気通信サービス等の提供に必要な設備の管理および改善、その他 NTT 西日本の電気通信等に関
わる業務の実施に必要な範囲内で利用いたします。なお、お客さまとの電気通信サービス等に係わる契約が解除された後においても、上記の利用目的の
範囲内で個人情報を利用することがあります。
②また、本申込書に記載いただいた個人情報については、個人情報保護法の規定に基づき、NTT 西日本が業務を委託する他の事業者および委託された他の
事業者の業務（他の事業者の商品・サービスの販売・取次等）に対して提供することがあるとともに、NTT 西日本の契約約款等の規定または個人情報保
護法、電気通信事業法、その他の法令の規定に従い、第三者に提供することがあります。

■ 株式会社 NTT ぷらら
2008 年 3 月 1 日
株式会社ＮＴＴぷらら（以下「当社」という）は、電気通信事業および定款等にて定めるサービスを提供するにあたり、業務の内容及び大量の個人情報を
取扱う重要性を考慮し、個人情報を適切に保護するために、以下の取組みを実施しております。
1．当社では、個人情報を取り扱う部門ごとに個人情報の管理責任者を配置し個人情報の適切な管理を行わせております。
2．当社は、個人情報をご提供いただく場合は、ご提供いただく目的や、個人情報について対応させていただく当社の窓口などをあらかじめお知らせした
うえで、必要な範囲内で個人情報をご提供いただきます。
3．当社は、個人情報の利用をあらかじめご了解いただいた範囲内で行います。 ご了解頂いた範囲を超えた個人情報の取扱いは行ないません。そのために、
個人情報に関するルールの策定、運用、監査を行います。
4．当社は、あらかじめご了解いただいている場合、当社の業務を委託する会社に提供する場合、当社の提携先に提供する場合、および当社サービスに関
わる会員規約に定める場合を除き個人情報を第三者に提供・開示いたしません。
5．前 4.の場合、当社は、個人情報の保護にかかわる契約を締結することにより個人情報を適切に管理させ漏洩、再提供しないよう義務づけます。
6．ご本人が個人情報の照会、訂正、削除等を希望される場合は、当社の担当の窓口にご連絡いただければ、合理的な期間内に適切に対応させていただき
ます。
7．当社は、個人情報を安全に管理し、不正アクセス、改竄、漏洩などの予防並びに是正に努めます。
8．当社は、個人情報保護の法令、国が定める指針その他の規範を遵守するとともに、環境の変化に合わせ、個人情報保護の継続的な改善、向上に努めま
す。
代表取締役社長 板東浩二
個人情報保護管理者 取締役サービス本部長 沼尻孝
苦情相談窓口 オペレーション本部 ぷらら CS 部長 石澤健吾
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■お問い合わせ先・苦情の解決の申出先
当社の個人情報の取扱いについてのお問い合わせは、下記までお申し付けください。
NTT ぷらら

お客様相談窓口 【E-mail】privacy@plala.co.jp

■当社の所属する認定個人情報保護団体の名称及び苦情の解決の申出先
電気通信個人情報保護推進センター 【E-mail】privacy@dekyo.or.jp

■ 株式会社ベネフィット・ワン
当社は、個人情報の収集、利用、提供および公表などにあたり、個人情報を保護するため、次の各項の実施に努めます。詳しくは当社ホームページ
https://bs.benefit-one.co.jp/BE-ONE/official/privacy.html をご確認ください。
（1）個人情報の利用目的
当社は、優待サービスおよび健康支援サービスの提供を目的として、個人情報を以下の内容で利用いたします。
①商品、サービス提供に関する情報の提供およびご提案②当社サービス利用申込の受付、商品、サービスの提供、お問い合わせへの回答③代金・料金の請
求、回収④商品、サービスの企画および利用に関する調査、アンケート等のお願いおよびその後の連絡⑤統計資料の作成⑥新規商品、サービスのご提案⑦
その他一般事務の連絡およびお問い合わせ
（2）第三者提供
当社は、本人の同意なく無断で個人情報を取得、利用又は提供しません。利用について本人の同意を得た場合でも、特定された利用目的の達成に必要な範
囲内でのみ使用し、また、提供を同意されない限り、第三者に提供することはありません。
（3）個人情報に関するお問い合わせ窓口
個人情報保護管理者 総務部長
連絡先窓口：個人情報取扱い事務局
E-mail：privacy@benefit-one.co.jp
受付電話番号：03-6870-3800

■ ジャパンベストレスキューシステム株式会社
当社は、お客様が安心してサービスをご利用頂けるよう、プライバシーポリシーを制定し、個人情報の適切な取扱いに努めます。詳細は当社ホームページ
（http://bbsoujiresc.jp/privacy）をご参照ください。
プライバシーポリシーの概要は、以下のとおりです。
（利用目的）
当社は、BB お掃除＆レスキューの会員（以下「本サービス会員」といいます）の個人情報を、次の目的達成に必要な範囲で利用します。
（1）本サービス会員よりご依頼を受けた各種サービスのご提供
（2）本サービス会員へのサービス向上を図るためのアンケートの発送、回収等
（3）本サービス会員から頂いたご意見、ご要望へのご回答及び新サービスの企画立案
（4）本サービス会員に対しての、ご自身の契約状況や各種登録情報についての確認及びご連絡
（5）その他、本サービス会員への適切かつ円滑なサービス提供
（6）（1）
（4）（5）の目的における当社業務委託先による利用
（開示・提供）
当社は、利用目的の達成に必要な範囲で個人情報を当社の業務委託先に提供し、また会員管理のためにソフトバンクに会員の利用状況の情報を提供します。
これらを除き、個人情報を事前の同意なく第三者に提供いたしません。ただし、法令による開示の要請や、裁判所・警察等の公的機関または弁護士会から
の法律に基づく照会を受けた場合はこれに当たりません。
（お問い合わせ、訂正･利用停止等）
個人情報の開示、訂正、削除等については、当社個人情報受付センター（電話：03-3548-8582）にてお受けします。

■ スカパーJSAT 株式会社
スカパーJSAT 株式会社（以下、当社とします）は、個人情報の保護に対し、非常に重要な責務を有していると認識しており、この重大な責務を遂行するた
め、個人情報の保護に関する基本方針を以下のとおり制定するとともに、個人情報保護マネジメントシステムを構築し、当社の全役職員及び関係者への徹
底を図ります。
また、個人情報の保護に関する基本方針を当社 HP 上で公表し、全役職員に周知し、且つ第三者が入手可能な処置を講じるものとします。
http://www.skyperfectv.co.jp/privacypolicy/
1.個人情報の保護に関連する関係法令、規範（ガイドライン等）、契約事項、関連規程等を遵守し、適正な利用と管理を励行いたします。
2.個人情報を取得するにあたりましては、利用目的（取得目的）、共同利用・提供範囲の限定、苦情・問合せ相談の対応窓口（当グループ各社に設置）等
を、原則として事前にお知らせいたします。（ホームページ上での公表も含みます。）
3.当社に個人情報の管理責任者を置き、当社の全役職員及び業務委託先を含む関係者に対する教育啓蒙を通じ、個人情報保護の周知徹底を図ってまいりま
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す。
4.当社が管理する個人情報につきましては、目的外利用、不正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏えい等を防止するための合理的な対策を講じ、是正及
び予防処置を適宜実施いたします。また、個人情報を預託する業務委託先につきましては、基準を定め適切に監督してまいります。
5.個人情報保護に関する内部監査を定期的に行い、関係法令、規範（ガイドライン等）、契約事項、関連規程等の遵守状況を評価し改善すると共に、予防・
是正処置等による実効性と信頼性向上を図ってまいります。
6.情報技術や社会動向等の外部環境の変化及び組織変更等の内部環境の変化を考慮し、個人情報保護マネジメントシステムを継続的に改善いたします。
7.関係法令、規範（ガイドライン等）、契約事項、関連規程等に違反する行為があった場合は、就業規則に定める制裁に基づき対処いたします。
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規約・約款について

■ SoftBank 光
■SoftBank 光は下記各社の規約・約款に基づき提供いたします。
BB コンテンツサービス利用規約
「BB ソフト」サービス個別規定

SoftBank 光サービス規約

ソフトバンク株式会社

ヤフー株式会社
■SoftBank 光

BB フォン利用規約
機器レンタル規約
｢BB セキュリティ」サービス利用規約
BB コンテンツサービス利用規約
オプションパック規約
個品割賦購入約款
光電話（N）サービス規約
リモートサポートサービス（N）利用規約
ソフトバンク Wi-Fi スポット利用規約
Yahoo! BB サービス会員規約（約款）

BB サポートワイド会員規約
とく放題（B）会員規約
「BB ライフホームドクター」サービス利用規約
「BB マルシェ by 大地を守る会」サービス利用規約
「BB お掃除＆レスキュー」サービス利用規約
テレビ伝送サービス利用規約
IP 電話サービス契約約款
光セットアップサポートサービス利用規約

ver エンジョイネットでのご契約、ご利用の場合は下記の規約・約款も適用になります。

株式会社エディオン

エディオンネット契約約款

SoftBank コラボプラン特約

■下記 WEB ページにて最新の規約・約款を掲載しております。
ソフトバンク株式会社
株式会社エディオン

https://www.softbank.jp/ybb/terms/sbhikari/
http://www.enjoy.jp/

■NTT ぷららのひかり TV のご契約、ご利用にあたっては、別途 NTT ぷららが定めるサービスご利用規約が適用されます。
詳細につきましては右記のホームページでご確認いただけます。 https://www.hikaritv.net/term/
■スカパー！のご契約、ご利用にあたっては、別途スカパーJSAT が定める各種約款が適用されます。
詳細につきましては右記のホームページでご確認いただけます。 https://www.skyperfectv.co.jp/top/legal/yakkan/
■SoftBank 光について…ソフトバンク株式会社 ※最新の規約・約款の郵送をご希望の場合は、下記までお問い合わせください。
＿契約内容及び各種お問い合わせ
SoftBank 光サポートセンター

0800-111-2009

（10：00～19：00 受付／通話料無料）

■ SoftBank Air
■SoftBank Air は下記各社の規約・約款に基づき提供いたします。
BB コンテンツサービス利用規約
「BB ソフト」サービス個別規定

SoftBank Air サービス規約

ソフトバンク株式会社

ヤフー株式会社

機器レンタル規約
｢BB セキュリティ」サービス利用規約
BB コンテンツサービス利用規約
オプションパック規約
個品割賦購入約款
ソフトバンク Wi-Fi スポット利用規約
Yahoo! BB サービス会員規約（約款）

BB サポートワイド会員規約
とく放題（B）会員規約
「BB ライフホームドクター」サービス利用規約
「BB マルシェ by 大地を守る会」サービス利用規約
「BB お掃除＆レスキュー」サービス利用規約

■SoftBank Air ver エンジョイネットでのご契約、ご利用の場合は下記の規約・約款も適用になります。
株式会社エディオン

エディオンネット契約約款

SoftBank コラボプラン特約

■下記 WEB ページにて最新の規約・約款を掲載しております。
ソフトバンク株式会社
株式会社エディオン

https://www.softbank.jp/ybb/terms/air/
https://www.enjoy.jp/

■SoftBank Air について…ソフトバンク株式会社 ※最新の規約・約款の郵送をご希望の場合は、下記までお問い合わせください。
＿契約内容及び各種お問い合わせ

0800-1111-820

（10：00～19：00 受付／通話無料）
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■ Yahoo! BB 光 with フレッツ／Yahoo! BB 光 フレッツコース
■Yahoo! BB 光 with フレッツ／Yahoo! BB 光 フレッツコースは下記各社の規約・約款に基づき提供いたします。
Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス規約

ソフトバンク株式会社

ヤフー株式会社

BB フォン利用規約
機器レンタル規約
｢BB セキュリティ」サービス利用規約
BB コンテンツサービス利用規約
オプションパック規約
個品割賦購入約款
IP 電話サービス契約約款
Yahoo! BB サービス会員規約（約款）

BB コンテンツサービス利用規約
「BB ソフト」サービス個別規定
BB サポートワイド会員規約
とく放題(B)会員規約
「BB ライフホームドクター」サービス利用規約
「BB マルシェ by 大地を守る会」サービス利用規約
「BB お掃除＆レスキュー」サービス利用規約
ソフトバンク Wi-Fi スポット利用規約

■Yahoo! BB 光 with フレッツ ver エンジョイネット／Yahoo! BB 光 フレッツコース ver エンジョイネットでのご契約、ご利用の場合は下記の
規約・約款も適用になります。
株式会社エディオン

エディオンネット契約約款

SoftBank コラボプラン特約

■下記 WEB ページにて最新の規約・約款を掲載しております。
ソフトバンク株式会社
株式会社エディオン

https://www.softbank.jp/ybb/terms/yf/
https://www.softbank.jp/ybb/terms/yfc/
https://www.enjoy.jp/

■NTT ぷららのひかり TV のご契約、ご利用にあたっては、別途 NTT ぷららが定めるサービスご利用規約が適用されます。
詳細につきましては右記のホームページでご確認いただけます。 https://www.hikaritv.net/term/
Yahoo! BB 光 with フレッツ／Yahoo! BB 光 フレッツコースについて…ソフトバンク株式会社 ※最新の規約・約款の郵送をご希望の場合は、下記まで
お問い合わせください。
＿契約内容及び各種お問い合わせ

0120-981-030

（10：00～19：00 受付／通話料無料）

■ Yahoo! BB for Mobile
■Yahoo! BB for Mobile は下記各社の規約・約款に基づき提供いたします。
ソフトバンクプロバイダーサービス規約
ソフトバンク株式会社

ヤフー株式会社

公衆無線 LAN 利用規約
ダイヤルアップサービス契約約款
海外ローミング利用規約
「BB セキュリティ」サービス利用規約
BB コンテンツサービス利用規約
Yahoo! BB サービス会員規約（約款）

BB コンテンツサービス利用規約
「BB ソフト」サービス個別規定
BB サポートワイド会員規約
とく放題(B)会員規約
「BB ライフホームドクター」サービス利用規約
「BB マルシェ by 大地を守る会」サービス利用規約
「BB お掃除＆レスキュー」サービス利用規約

■下記 WEB ページにて最新の規約・約款を掲載しております。
ソフトバンク株式会社

https://www.softbank.jp/ybb/terms/for_mobile /

■Yahoo! BB for Mobile について…ソフトバンク株式会社 ※最新の規約・約款の郵送をご希望の場合は、下記までお問い合わせください。
＿契約内容及び各種お問い合わせ
Yahoo! BB for Mobile サポートセンター

0120-965-343

（10：00～19：00 受付／通話料無料）
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■ Yahoo! BB ADSL
■Yahoo! BB ADSL は下記各社の規約・約款に基づき提供いたします。
BB コンテンツサービス利用規約
「BB ソフト」サービス個別規定

ソフトバンク BB サービス規約

ソフトバンク株式会社

ヤフー株式会社

BB フォン利用規約
機器レンタル規約
｢BB セキュリティ」サービス利用規約
BB コンテンツサービス利用規約
オプションパック規約
個品割賦購入約款
Yahoo! BB サービス会員規約（約款）

BB サポートワイド会員規約
とく放題（B）会員規約
「BB ライフホームドクター」サービス利用規約
「BB マルシェ by 大地を守る会」サービス利用規約
「BB お掃除＆レスキュー」サービス利用規約
ソフトバンク Wi-Fi スポット利用規約

■下記 WEB ページにて最新の規約・約款を掲載しております。
ソフトバンク株式会社

https://www.softbank.jp/ybb/terms/adsl/

Yahoo! BB ADSL について…ソフトバンク株式会社 ※最新の規約・約款の郵送をご希望の場合は、下記までお問い合わせください。
＿契約内容及び各種お問い合わせ

0800-1111-820

（10：00～19：00 受付／通話料無料）

■ Yahoo! BB 光シティ／BB フォン光シティ
■Yahoo! BB 光シティ／BB フォン光シティは下記各社の規約・約款に基づき提供いたします。
BB コンテンツサービス利用規約
「BB ソフト」サービス個別規定

Yahoo! BB 光シティサービス規約
ソフトバンク株式会社

ヤフー株式会社

機器レンタル規約
｢BB セキュリティ」サービス利用規約
BB コンテンツサービス利用規約
Yahoo! BB サービス会員規約（約款）

専用サービス契約約款
IP 電話サービス契約約款

■下記 WEB ページにて最新の規約・約款を掲載しております。
ソフトバンク株式会社

https://www.softbank.jp/ybb/terms/hikaric/

Yahoo! BB 光シティ／BB フォン光シティについて…ソフトバンク株式会社 ※最新の規約・約款の郵送をご希望の場合は、下記までお問い合わせくださ
い。
＿契約内容及び各種お問い合わせ
0120-964-761 （10：00～18：00 受付／通話料無料）
光シティサポートセンター

※記載内容は2019年10月24日現在のものです。※記載されている会社名、製品名およびサービス名は、各社の登録商標および商標です。
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