【SBM ネット LTE 特約】
ＳＢＭソリューション株式会社
第 1 条 総則
1.

本特約は、ＳＢＭソリューション株式会社(以下「当社」といいます)が提供する SBM
ネット LTE(以下「本サービス」といいます)を利用する当社の会員(以下「会員」とい
います)に適用されます。

2.

本サービスについて、本特約に規定のない事項は、SBM ネット法人会員規約その他の
規約および当社が別途提示する事項が適用されます。

3.

本特約と会員規約その他の規約等とが抵触する場合、本サービスの提供に関する限り、
本特約が優先するものとします。

4.

当社は、本特約を変更する場合があります。この場合、変更後の本特約の内容を提示し、
改正年月日を付記します。

5.

用語の定義
(1) 「SIM カード」とは、会員識別番号その他の情報を記憶することができる IC
カードであって、本特約に基づき当社が会員に貸与するものをいいます。
(2) 「ユニバーサルサービス」とは、電気通信事業法第７条の規定により、国民生
活に不可欠であるためあまねく日本全国における提供が確保されるべきとし
て総務省令で定める加入電話、公衆電話、緊急通報（110 番・118 番・119 番）
の電話サービス等の基礎的電気通信役務をいいます。
(3) 「ユニバーサルサービス料」とは、ユニバーサルサービス提供の確保のため必
要な負担金として、その使用している電話番号の数に比例した額を、基礎的電
気通信役務支援機関である一般社団法人電気通信事業者協会を通じて、東日
本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社に支払うために、当社が
会員から本特約に定める方法および金額にて徴収する料金をいいます。
(4) 「携帯電話事業者」とは、当社と本サービスの提供にかかる相互接続協定その
他の契約を締結している携帯電話事業者をいいます。現時点の携帯電話事業
者は、株式会社 NTT ドコモです。
(5) 「データ通信サービス」とは、無線データ通信でパケット交換方式により符号
の伝送を行うサービスをいいます。
(6) 「回線交換サービス」とは、回線交換方式によるショートメッセージサービス
をいいます。

第 2 条 サービス内容
1.

本サービスは、当社が、携帯電話事業者との提携により携帯電話事業者が提供する回線
を利用し、会員（個人会員および法人会員）に、データ通信サービス、ショートメッセ
ージサービスを提供するものです。

2.

本サービスは、当社が別途示す料金プランにより構成され、料金プランごとにユーザー
ＩＤを付与し、それぞれ契約が締結されるものとします。

3.

当社は、データ通信サービスおよび回線交換サービスに伴い、本サービス注意事項に定
める関連するサービスを提供することができます。

第 3 条 契約
1.

本サービス利用に係る契約は、会員が本特約を承諾のうえ、当社所定の方法に従い本サ
ービスを申込み、かつ当社が審査・手続きを経て承認した時点（以下「承認日」といい
ます）で成立するものとします。

2.

当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの申込みを保留し、もしく
は承諾せず、または提供するインターネットサービスの範囲を制限する場合がありま
す。
(1) 本サービスの申込みにおいて虚偽の記載、誤記、その他の手続き上の不備があ
った場合
(2) モバイルサービスの提供契約が理由のいかんを問わず終了した場合
(3) 会員が料金等の債務不履行と認められる事実を行った場合または支払を怠る
恐れがあると当社が判断した場合
(4) 約款違反や料金未納・滞納等により、本特約もしくは会員規約その他の規約に
基づく契約等の解除、または本サービス等の利用を停止されたことがある場
合
(5) 申込者の宅内環境等により、本サービスの提供が技術的に困難と思われる場
合
(6) 当社が貸与する SIM カードまたは機器の保管の義務または返却の義務を怠っ
た場合
(7) 営利目的のために複数の本サービスを申込みすること、または申込みした
SIM または通信端末を利用して営業活動を行うおそれがあると当社が判断す
る場合
(8) 次条に定める本人確認ができない場合
(9) 申込者が日本国外に居住する場合
(10) その他、当社が本サービスの利用者として適当でないと判断した場合

第 4 条 通信端末
1.

本サービスへの接続には、別途当社の定める技術基準に適合する SIM カードおよび通
信端末が必要となります。

2.

当社が、会員の使用する通信端末について、前項に定める基準・規則等に適合している
と認められないと判断した場合、本サービスの提供を中止することがあります。

3.

当社が会員に通信端末を販売した場合、会員は別に定める利用料金を支払うものとし
ます。また、申込み以降に通信端末の利用を解約した場合、解約月の翌月に残りの金額

を一括して支払うものとします。
第 5 条 SIM カード
1.

当社は、本サービスの利用に必要な SIM カードを会員に貸与し、会員はこれを借受け
るものとします。

2.

当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない理由がある場合、当社が貸与する SIM
カードを変更することができます。

3.

当社が貸与した SIM カードは、会員の責において利用していただきます。会員以外の
第三者が SIM カードの利用等を行った場合、当社は、当該利用を全て当該会員による
本サービスの利用とみなし、当該会員に債務の履行を請求できるものとします。

4.

会員は、SIM カードに登録されている会員識別番号その他の情報を読出し、変更また
は消去してはならないものとします。

5.

会員は、本サービスの契約の終了または変更後、SIM カードを当社に返却するものと
します。返却がなかった場合または会員が SIM カードを自己の責に帰すべき事由によ
り滅失毀損させた場合、当社は、当該会員に対し、別途定める損害金を請求することが
できます。

第 6 条 提供エリアおよび通信速度
1.

本サービスの提供エリアは、別途定める携帯電話事業者のエリアのとおりとなります。

2.

前項に定める提供エリア内であっても、電波の伝わりにくい場所等（屋内、トンネル、
地下、建物内、高層ビルやマンションの高層階等、ビルの陰、山間部、海上等を含みま
すが、これらに限られないものとします）では、本サービスを利用できない場合または
通信速度が低下する場合があり、この点に関して、当社はいかなる保証も行いません。

3.

本サービスの注意事項、その他広告類を含む告知等で表示する通信速度は、理論値です。
会員は、かかる通信速度が実際の通信速度の上限を示すものではなく、接続状況、会員
が使用する SIM カード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化
し、表示の速度が出ないことがありうることを、あらかじめ承諾するものとします。当
社は、通信速度についていかなる保証も行いません。

4.

当社は、会員が当社および他の会員の通信を逼迫する通信を行う場合、公平な通信速度
を維持するために、通信を逼迫する会員の通信速度または通信量を規制する場合があ
ります。

5.

会員は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ、
情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。

第 7 条 サービスの一時停止
1.

当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、天災事
変による不可抗力もしくは公共の利益のために緊急を要する通信の場合、または携帯
電話事業者の提供する電気通信サービスの契約約款の規定または当社と携帯電話事業
者もしくは当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者との間で締結さ

れる契約の規定に基づき、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、会員に
通知することなく、通信を一時的に制限または停止することがあります。
2.

当社は、一定期間における通信時間が当社の定める時間を超えるときまたは一定期間
における通信容量が当社の定める容量を超えるとき、その通信を制限または停止する
ことがあります。

3.

前二項により会員に損害が生じた場合も、当社は責任を負いません。

第 8 条 サービスの変更と廃止
1.

当社は、当社所定の方法（当社所定の Web サイトに掲載する方法を含みます）にて会
員に通知することにより、本サービスの変更または廃止をすることがあります。本サー
ビスを廃止する場合は、原則として廃止の 1 ヶ月前までに会員に通知します。

2.

当社は、前項による本サービスの変更または廃止につき、会員に対し、何ら責任を負う
ものではありません。

第 9 条 解約
1.

会員は、当社に対し、当社の指定する方法で通知をすることにより、本サービスの契約
を解約することができます。

2.

当社は、本サービスの契約の当月解約申込を当月の 5 日まで受付けます。受付けされ
た解約申込は、解約申込を当社が受領した月の月末にその効力を生じるものとします。

3.

解約の場合、当社は、すでに受領した料金等の払い戻しには応じられません。

4.

本サービスには、当社が別途定める最低利用期間があります。前各項にかかわらず、最
低利用期間が満了されずに、会員または次条に基づき当社が本サービスの解約をする
場合、当社は、会員に対し、別途定める条件のもと解約事務手数料を請求いたします。

第 10 条 解除および損害賠償
1.

当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、当該会員に対し何ら通知催告等
の手続なくして、本サービスの提供を停止し、または契約を解除することができるもの
とします。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合
(2) 会員が当社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にか
かる届出を怠った場合、または、届出られた内容が事実に反することが判明し
た場合
(3) 当社の定める技術基準に適合しない端末で利用した場合、または当社の指定
する以外の SIM カードを利用したことに起因し、当社または提供元の電気通
信事業者等に損害が生じた場合
(4) 当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備（当社所有または管理す
る電気通信設備に限りません）に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれの
ある行為が行われた場合
(5) 本サービスを違法または公序良俗に反する態様で利用した場合

(6) 会員が、本特約、法人会員規約その他の約款の定めに違反する行為を行った場
合
(7) 第 3 条第 2 項各号に定める事実が明らかになった場合
2.

前条に基づく当社の解除権の行使の有無に関わらず、会員が債務を支払期日が過ぎて
もなお弁済しない場合、会員は、債務のほか第１２条第４項に定める延滞利息を、当社
が指定した日までに指定する方法で一括して支払うものとします。

3.

前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、全て会員の負担とします。

第 11 条 免責
1.

当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更または電気通信設備
の更改等により、会員が、SIM カードの改造または撤去等を要し、または会員の準備
した端末設備または電気通信設備の改造または変更（以下この条において「改造等」と
いいます）を要することとなる場合でも、その改造等に要する費用を一切負担しません。

2.

当社のサービスの提供、遅延、サービスが利用できなかったこと、当社のサービスを通
じて登録、提供もしくは収集された会員の情報の消失、その他当社のサービスに関連し
て発生した会員の損害について、当社は本約款にて明示的に定める以外、一切責任を負
いません。

3.

当社のサービスは、現時点で会員に対し提供されているものとし、当社または提携先が
提供する情報またはソフトウェアについて、当社のホームページまたは配布する資料・
マニュアルに明記する、しないに関わらず、その完全性、正確性、適用性、有用性等に
関し、一切責任を負いません。

4.

当社は、いかなるハードウェアおよびソフトウェアのサポートを拒否する権利がある
ものとします。また、当社は、市場に流通するすべての製品に対して動作保証責任を負
わず、会員が所有または購入するハードウェアおよびソフトウェアについても一切動
作保証はいたしません。ハードウェアおよびソフトウェアに対するサポート責任はそ
れらの製品の製造会社および発売会社にあるものとします。

5.

当社は、当社の故意または重過失に帰すべからざる事由から会員に生じた損害、当社の
予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、事業上の障害および逸失利益、
会員のデータ等（会員のデータおよび第三者が蓄積したデータを含みます。
）の紛失な
らびに第三者からの損害賠償請求に基づく会員の損害その他の損害については、会員
が本約款を遵守したかどうかに関係なく責任を負いません。

第 12 条 料金および支払
1.

本サービスは、利用契約の承認日の含まれる月を契約開始月として、会員のご利用の有
無にかかわらず、当社所定の料金（月額基本料、ユニバーサルサービス料等）が発生し、
会員は、当該料金を当社に支払うものとします。

2.

当社は、本サービスに係る料金を、事前通知をもって変更することがあります。

3.

第 1 項にかかわらず、会員が当社の販売する機器等（SIM カードを含みます。以下同

じ）を利用する場合、機器等の発送日から 2 営業日または会員が機器等の設定（認証）
を行った日のいずれか早く到来する日の含まれる月を、契約開始月とします。ただし、
回線交換サービスについては、機器等の発送日の翌日の含まれる月を、契約開始月とす
るものとします。
4.

支払期日が過ぎてもなお会員が本サービスに係る料金を弁済しない場合、会員は、延滞
利息として支払期日の翌日から支払日まで、年１４．５％の割合で計算される金額を、
当社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。

第 13 条 利用停止、解約等および料金
1.

会員の料金が、平均的なユーザーまたは会員の利用実績と比較して著しく高額となっ
ていること等が確認された場合、当社は会員に対してご利用状況の確認を行い、または
回線を当月の月末まで停止することがあります。

2.

当社が利用停止目安額等を設定している場合であって、会員が当該利用停止目安額を
超過して利用したときであっても、その事由にかかわらず、当該利用により発生した料
金は減免されません。

3.

会員が本サービスの解約を申込み、または当社が本特約に従い解約をした場合であっ
ても、回線処理の状況により SMS 送信の機能が利用可能な場合があります。当該機能
のご利用が確認できた場合は、サービス解約の申込日またはサービス解約日がいつで
あるかにかかわらず、当社は、当該利用に起因する料金を請求し、会員はかかる請求に
従い、当該料金を当社に支払うものとします。

第 14 条 会員情報の取り扱い
1.

当社は、本サービスの提供にかかわる業務を目的として、本サービスの提供に伴い取得
した会員の情報を、クレジットカード会社等の金融機関もしくは電気通信事業者等の
当社の提携先および業務の委託先に、提供または預託できるものとします。

2.

会員は、当社が携帯電話事業者の要求を受けた場合、緊急通報において会員識別番号の
通知を受けた場合、会員の回線に接続された通信端末の位置情報を送出する場合があ
ることを、あらかじめ承諾するものとします。なお、当社は送出された位置情報に起因
する損害については、その原因のいかんにかかわらず、一切の責任を負わないものとし
ます。

3.

当社は、前二項の場合または当社の規約もしくは法令に基づく場合を除き、会員情報の
提供先とその利用目的を通知し承諾を得ること（オンライン画面上または書面上にそ
れらを明示し、会員が提供の拒否を選択できる機会を設けることを含む）を行わない限
り、第三者に会員の情報を開示または提供しないものとします。
ただし、以下の各号に定める場合、当社の判断により必要な範囲内で個人情報を開示ま
たは提供することがあり、会員はこれを承諾するものとします。
(1) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関
する法律（プロバイダー責任制限法）の第４条（発信者情報の開示請求等）に

基づく開示請求の要件を満たす請求があった場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要があると当社が判断した場合
(3) 警察機関等から捜査関係事項照会書等による会員情報の開示を求められた場
合
(4) 公衆衛生の向上もしくは児童の健全な育成のために特に必要がある場合であ
って、本人の同意を得ることが困難であるとき
(5) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事
務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を
得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
以上
附則
本規約は、2020 年 1 月 10 日より実施します。
本改正規定は、2020 年 6 月 21 日より実施します。

