
 

SkyLinkMobile 製品セットサービス利用規約 

本規約は、エレコム株式会社（以下、「当社」という。）が提供する「SkyLinkMobile 製品セットサー

ビス」（以下、「本サービス」という。）の利用条件について定めるものとする。本サービスのご利用に

あたっては、本規約をよくお読みのうえ、ご理解頂いたうえでお申込みください。本サービスのお申

込みをもって、本規約に同意したものとみなします。当社は、本規約を変更することがあります。こ

の場合、本サービスの利用条件は変更後の規約に従うものとします。本規約（変更があった場合は、

変更後の規約）を当社が運営する Web サイト（以下、「当社 Web サイト」という。）において掲載す

るものとします。 

第一章  総則 

第 1 条（目的） 

本規約は、当社が利用者に対して提供する本サービスに関する基本的事項を定めることを目的としま

す。 

第 2 条（用語の定義）  

本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用語 用語の意味 

利用者 本サービス利用契約を締結した利用者 

ワイヤレスデータ通信 携帯電話事業者の提供による無線データ通信 

ユニバーサルサービス料 

電気通信事業法（昭和 59 年法律第 86 号）に定める基礎的電気通信役務

の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務の提供

に係る交付金及び負担金算定 等規則（平成 14 年総務省令第 64 号）に

より算出された額に基づいて、当社が定める料金 

端末機器 
端末機器の技術基準適合認定等に関する規則（平成 16 年総務省令第 15 

号）で定める種類の端末設備の機器 

当社端末機器 
当社が本サービスの下で利用者に提供する端末機器のうち、当社ブランド

名の下で提供される端末機器 

当社セット機器 
当社が本サービスの下で当社端末機器とセットにしてサービスを提供する

当社ブランド名の下で提供されるセット機器 

SIM カード 
利用者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、本サービスの提供にあたり当社から貸与されるもの 

マイページ 

本サービスの利用者の契約情報、ご利用明細等サービスを利用する上で便

利な機能、情報をインターネットで確認することができる利用者専用のペ

ージ 

ID 当社が本サービスの利用者の認識のために各利用者に付与する識別番号 

パスワード 当社が本サービスの利用者の認識のために各利用者に付与するパスワード 

SkyLinkMobile サービス 

携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互

接続によりインターネット接続する電気通信サービスで、当社が各利用者

に提供するモバイルデータ通信サービス 

 



第二章 本サービスの利用 

第 3 条 （本サービスの提供） 

１．本サービスの利用を希望する申込者は、本規約に同意したうえで、当社指定の方法により本サー

ビス契約の内容を特定するために必要な氏名等の事項を申告のうえ申し込みを行うものとします。 

２．当社は申込者に対して、本サービスを提供するものとします。ただし、当社は、次のときには本

サービスを提供しないことがあります。 

（１）本サービスを提供するために必要な電気通信設備に余裕がないとき。 

（２）申込者が、当社又は本サービスの信用を毀損する虞がある態様で当該サービスを利用する虞が

あるとき。 

（３）申し込み内容に記入漏れ、誤記、または虚偽の記載があるとき。 

（４）申込者が過去に本規約に違反した事実があったとき。 

（５）申込者が料金その他の債務を現に怠り、または怠るおそれがあるとき。 

（６）申込者が、申込より以前に、当社が提供するサービスにつき当社と契約を締結したことがあり、か

つ、当社から当該契約を解除したことがある場合。 

（７）申込者が未成年者等であって、本サービスの申し込みに当たり法定代理人等の同意を得ていない

場合。 

（８）その他本サービスの申し込みを承諾することが、技術上または当社の業務の遂行上著しい支障があ

ると当社が判断した場合。 

３．当社は、前項に掲げる事由の判断のため、申込者に対し、当該申込者の身分証明に係る公的書類そ

の他の書類の提出を要求する場合があります。この場合において当該申込者から当該書類の提出が行

われない間は、当社は、前項に基づく申込の承諾を留保又は拒絶するものとします。 

４．本サービスの利用契約は、当社が利用契約の申し込みを承諾し、当社所定の手続きを完了した日

に成立するものとします。 

 

第 4 条 （利用の開始） 

１．利用者は、本サービスを利用するにあたり、本サービス製品同梱の SIM カードのパッケージに記

載のご利用手順に従い会員登録（以下、「マイページ登録」という）を行うものとします。 

２． 前項の利用開始手続きの完了日をもって、本サービスの利用開始日とするものとします。 



３．利用者の第１項に定める利用開始手続きに不備があった場合または虚偽の記載があった場合は、

当社は、本サービスの利用を停止または当該利用契約を解約する場合があります。 

 

第 5 条 （ID 及びパスワード） 

１．利用者は、ID、パスワード、その他本サービスを利用する権利を認識するに足りる情報（以下、「ID 情

報」という。）を自己の責任において管理するものとします。本サービス 1 個 に対する ID 情報は 1 つ

とし、法人または団体の管理担当者が管理するものとします。 

２．利用者は、ID 情報を他者に使用させ、他者と共有し、または売買、譲渡もしくは貸与等をしてはな

らないものとします。 

３．ID 情報の管理および使用は利用者の責任とします。ID 情報の使用上の過誤または他者による無断使

用により利用者が被る損害については、当該利用者の故意または過失の有無を問わず、当社は一切責

任を負いません。 

４．利用者の ID 情報をもって本サービスが利用されたときには、その利用者自身の利用とみなされるもの

とします。 

５．利用者の ID 情報を使用し、利用者と他者により同時に、または他者のみによって使用された場合、

本サービスの通常の機能が失われることがあります。 

 

第 6 条 （本サービス利用の要件等） 

利用者は、当社から利用者に対する通知、連絡を行うためのメールアカウント（当社が提供するサービス

に係るものである必要はありません。）を当社に対して指定するものとします。当該メールアカウントに

対する当社の電子メールの送信は、当社から利用者への意思表示又は事実の伝達とみなされます。 

 

第 7 条 （途中変更） 

契約途中において、他の契約への変更はできないものとします。 

 

第 8 条 （マイページ登録内容の変更）  

１．利用者は、利用者のご契約情報（氏名、住所または連絡先電話番号、メールアドレス、生年月日)、ク

レジットカード情報、マイページパスワード、その他マイページ登録をした内容に変更が生じた場合には、

すみやかにマイページへログインし登録内容の変更を自ら行うものとします。 



２．当社から利用者に対する通知は、マイページ登録の内容にもとづいて行い、かつ、それで足りるものと

します。また、この通知は、通常到達すべき時期に到達したものとみなされるものとします。 

 

第 9 条 （利用者による解約） 

１．利用者が利用契約の解約を希望する場合は、ELECOM SkyLink Mobile サポートセンター

（0570-550-878）へ電話にて解約申込みを行うものとします。この場合、利用者は別紙 1 に定める

最低利用期間を経過している場合に限り、違約金の支払義務を負うことなく解約を行えるものとし

ます。なお、違約金は、マイページ登録されているクレジットカードお支払口座より引き落とされ

るものとします。 

２．利用契約の解約について、２５日までに解約申込みを受理した場合、解約日は、解約申込日の属す

る料金月の末日とします。２６日以降に解約申込みを受理した場合は、翌月末日が解約日となります。 

３．第 21 条（本サービスの内容変更/廃止・告知）第 2 項の規定により本サービスの全部又は一部が廃止

されたときは、当該廃止の日に当該廃止された本サービスに係る利用契約が解除されたものとします。 

 

第三章 料金 

第 10 条 （料金） 

１．利用者は、本サービスを利用するにあたり、SIM カードを含む当社端末機器及び当社セット機器

を購入し、第 4 条（利用の開始）に記載の利用開始手続きを行うものとします。料金については、

申込前、申込後、利用開始前、利用開始後を問わず、利用者の都合により利用できない場合、また

は利用しない場合であっても、返金はされないものとします。 

２．利用者は利用開始日から利用契約の終了日が属する料金月の末日までの期間について、当社が当

社 Web サイトで別途定める利用料金を支払うものとします。なお、利用料金にユニバーサルサービ

ス料は含まれておらず、利用開始月より発生するものとします。 

３．利用料金は、契約事務手数料、月額利用料（ユニバーサルサービス料を除く、月額基本料）およ

び各種手続きにかかる手数料とします。（本サービスセットにより異なります。） 

４． 本サービスに関連して生じる月額利用料については、利用開始月、利用終了月のいずれも日割り

計算しないものとします。 

 

第 11 条 （解約金） 

当社が第 18 条（当社による利用契約の解除）の規定にもとづき利用契約を解除した場合、当社は被

った損害額を利用者に請求することができるものとします。 



 

第 12 条 （料金の支払方法など） 

１．利用者は、本サービスに係る利用料金を、当社が別途定める場合を除きクレジットカードにより

支払うものとします。 

２．利用料金をクレジットカードで支払う場合、利用者が本サービスの申込において当社に届け出た

各クレジットカード会社の規約に基づき支払うものとします。 

 

第 13 条 （割増金） 

利用者が料金の支払を不法に免れた場合は、その免れた額の他、その免れた額（消費税相当額を加算

しない額とする。以下、同様とします）の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額（料金表の

規定により消費税を加算しないこととされている料金にあってはその免れた額の 2 倍に相当する額）

を割増金として当社が別途定める方法により支払うものとします。  

 

第 14 条 （延滞利息） 

利用者は、料金その他の債務（延滞利息を除く）について支払期日を経過してなお支払いがない場合

には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年 14.6％の割合で計算して得た額を

延滞利息として支払うものとします。 

 

第四章 本サービスの利用中断、中止、停止、解約等 

第 15 条 （本サービスの一時中断） 

１．当社は、次の各号に該当する場合には、本サービスの全部又は一部を一時中断することがありま

す。 

（１）電気通信設備の保守上又は工事上止むを得ないとき。 

（２）電気通信設備の障害等止むを得ないとき。 

（３）通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなった場合に通信を制限するとき。 

（４）その他携帯電話事業者の判断によりワイヤレスデータ通信網の提供が中止されるとき。 

２．当社は、前項の規定により接続を一時中断するときは、予めそのことを利用者に当社 Web サイト、

マイページまたはその他の方法で通知することとします。ただし、緊急止むを得ない場合はこの限



りでないものとし、事後速やかに具体的な状況を説明した通知を当社 Web サイト、マイページに掲

載またはその他の方法で通知するものとします。 

 

第 16 条 （本サービスの中止） 

１．当社は、次の各号のひとつに該当する場合には、利用者に対する本サービスの全部又は一部を一

時中止にすることができるものとします。 

（１）天災その他不可抗力による場合。 

（２）当社及び携帯電話事業者の電気通信設備に障害が発生した場合。 

（３）当社及び携帯電話事業者の事業用電気通信回線設備の保守上、工事上止むを得ない場合。 

（４）利用者が、本サービスの提供に使用される設備に過大な負荷を与える行為その他この設備の運

用に支障を与える行為を自ら行い、または第三者に行わせた場合。 

（５）法令、公的機関からの要請に基づく場合。 

２．当社は、前項の規定により本サービスの提供を中止しようとするときには、前項（3）について

は中止前までに利用者に対して中止期間について通知するものとし、前項（1）、（2）、（4）及び（5）

については中止後速やかに通知を行うものとします。なお、通知は当社 Web サイト、マイページま

たはその他の方法で利用者に行うものとします。 

３．当社は、第１項による本サービスの提供を中止により利用者に損害その他不利益が発生しても何

ら責任を負わないものとします。 

 

第 17 条 （接続停止等） 

１．当社は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスを停止するこ

とがあります。 

（１）本サービスに係る料金その他本規約に基づき発生する債務について、支払期限の超過後、なお

その支払がないとき。（当社が支払いの事実を確認できない場合を含みます） 

（２）本サービスの申込内容、届出内容が事実に反することが判明したとき。 

（３）第 3 条（本サービスの提供）及び第 4 条（利用の開始）の規定に従った当社所定の申込み又は

利用開始手続きが行われないとき。 

（４）第 20 条（利用者の義務）に違反する行為が行われたとき。 



（５）本サービスで提供する当社端末機器及び当社セット機器以外で SIM カードを利用したとき。 

（６）第 37 条（利用者情報等の取扱い）第 3 項に定める契約者確認に応じないとき。 

（７）本サービスを利用することにより、当社の業務または本サービスにかかる電気通信設備に支障

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とき。  

（８）本サービスを他の利用者に重大な支障を与える態様で使用したとき。  

（９）本サービスを違法な態様で使用したとき。 

（１０）前項に挙げる他、当社が不適切と判断する態様において本サービスを利用したとき。  

２．当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、原則として利用者に対する特段

の通知は行わないものとします。ただし、マイページ登録等により利用者に対する通知方法が当社

で判明している場合は、通知する場合があります。  

３．本条にもとづく利用の停止があっても、本サービスの利用期間に変更はないものとします（利用

の停止の間、利用期間の進行が停止するものではありません）。 

４．本条にもとづく利用の停止があっても、利用料金は発生するものとします。 

５．当社は、本条にもとづく利用の停止について、損害賠償または本サービスの料金の全部または一

部を返金しないものとします。  

 

第 18 条 （当社による利用契約の解除） 

１．当社は、第 17 条（接続停止等）第 1 項各号の規定により本サービスの利用を停止された利用者

が、なおその事実を解消しない場合には、その利用契約を解除することができるものとします。  

２．当社は、利用者が第 17 条（接続停止等）第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その

事実が当社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止を

しないでその利用契約を解除することができるものとします。  

３．当社は、利用者が届け出たクレジットカードの会員資格が喪失された場合、クレジットカードの

有効期限が満了している場合、クレジットカードの利用限度額を超過した場合、その他の事由によ

りクレジットカード会社（クレジットカード決済代行業者を含みます。）から利用料金の決済を受け

られないことが判明した場合、利用契約を解除することができるものとします。 

４．本サービスにおける SIM カードの利用開始手続きの有効期限は、購入日より 1 年間とし、上記

有効期間内に利用開始されない場合、当社は本利用契約を強制的に解除するものとします。この場

合の違約金については第 9 条第 1 項が準用されるものとします。 

５．本条の規定にかかわらず、利用契約が解除されまたは消滅した場合においても、利用契約に関わ



る利用者の債権債務は、履行されるまで消滅しないものとする。債権債務の履行に当たっては、利

用者および当社は誠実にこれを行うものとします。 

 

第 19 条 （通信利用の制限等） 

１．当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する虞のある場合の災害の予防若しく

は救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通

信及び公共の利益のために緊急に行うことを要する事項を内容とする通信であって電気通信事業法

第 8 条第 1 項の総務省令（電気通信事業法施行規則第 55 条）で定めるものを優先的に取り扱うた

め、次に掲げる機関に係る通信以外の利用を制限する措置をとることがあります。 

 

機関名 

気象機関 

水防機関 

消防機関 

災害救助機関 

警察機関（海上保安機関間を含む） 

防衛機関 

輸送の確保に直接関係がある機関 

通信の確保に直接関係がある機関 

電力の供給の確保に直接関係がある機関 

ガスの供給の確保に直接関係がある機関 

水道の供給の確保に直接関係がある機関 

選挙管理機関 

新聞社、放送事業者及び通信社の機関 

国又は地方公共団体の機関 

２．当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律において定める児童

ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。 



 

第 20 条 （利用者の義務） 

利用者は、以下の行為を行わないものとします。 

（１）本サービスにより利用し得る情報を改ざんする行為。 

（２）有害なコンピュータプログラム等を送信又は書き込む行為。 

（３）当社、他の利用者又は第三者の著作権その他知的財産権を侵害する行為。 

（４）当社、他の利用者若しくは第三者を誹謗し、中傷し、又は名誉を傷つけるような行為。 

（５）当社、他の利用者又は第三者の財産、プライバシーを侵害する行為。 

（６）選挙の事前運動又はこれに類似する行為。 

（７）公序良俗に反する内容その他若年者にとって不適当な内容の情報、文章及び図形等を他人に公

開する行為。 

（８）当社若しくは第三者の電気通信設備の利用若しくは運営に支障を与える行為。 

（９）当社の書面による承諾なく、本規約上の地位を第三者に移転、質入、その他担保に供する行為。 

（１０）本サービスの運営を妨げるような行為。 

（１１）法令に違反する行為。 

（１２）その他前各号に該当する虞のある行為又はこれに類する行為。 

 

第 21 条 （本サービスの内容変更/廃止・告知） 

１．当社は、携帯電話事業者の提供条件の変更に伴う本サービスの内容変更について利用者に通知する

ことにより適宜変更することができるものとします。 

２．当社は、技術仕様の変更等により本サービスの全部または一部を廃止することがあります。 

３．当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に当社 Web サイト上または

その他の方法により利用者に告知します。この場合、当社は利用者に特段の不利益が生じないよう代

替措置を講じるよう努めるものとします。 

４．当社は、第 1 項および第 2 項よる本サービスの内容変更および本サービスの全部もしくは一部の廃止

により利用者に損害その他不利益が生じたとしても、何ら責任を負わないものとします。 



５．当社が必要と判断した場合、当社は、本サービスのご利用に関して必要となる事項を、当社 Web サイ

トにおいて随時告知または利用者に対し個別に通知することがあります。 

 

第 22 条 （権利の譲渡制限等） 

１．利用者が、本規約に基づいて本サービスの提供を受ける権利を譲渡することはできません。 

２．利用者が、本サービスを再販売する等第三者に本サービスを利用させることはできません。 

 

第五章 SIM カード 

第 23 条 （SIM カードの賃貸借） 

１．当社は利用者に対し、利用者に SIM カードを貸与するものとします。 

２．利用者は、善良なる利用者の注意をもって SIM カードを使用するものとします。 

３．利用者は、利用終了後、速やかに SIM カードを当社に返還するものとします。 

 

第 24 条 （初期不良・故障・誤購入） 

１．利用者において、利用開始手続きを行ったにもかかわらず、本規約に定める利用者の責任に基づ

く場合を除く事由により、本サービスを利用することができない場合において、当社が SIM カード

の初期不良とみなした場合、当社負担で SIM カードの交換を行うものとします。この場合、利用者

は当該 SIM カードを当社に返却するものとします。ただし、SIM カード付帯の電話番号は引き継

がないものとします。 

２．当社は、SIM カードが本来の目的に従った使用をしているのにも係らず故障した場合は、次のよ

うな場合または利用者の責任による故障が発生した場合を除き、利用開始日後 3 ヶ月（以下、「保

証期間」という）に限り、当社負担で SIM カードの交換を行うものとします。ただし、SIM カー

ド付帯の電話番号は引き継がないものとします。 

・ 利用者の過失による破損、及び水漏れによる故障または破損 

・ 落下等による故障または破損 

・ 不当な修理や改造または異常電圧に起因する故障または破損 

・ 使用中に生じた傷、汚れなど外観上の変化 

・ 火災、地震、水害、落雷などの天災地変ならびに水没などによる故障または全損 

・ 故障の原因が本製品以外にある場合 

・ 消耗部分の交換･仕様変更など 



３．交換対象の SIM カードが利用者から当社へ返却されなかった場合は、利用者は、本条第 1 項ま

たは第 2 項に定める SIM カードの交換を請求できないものとします。 

４．利用者による誤購入等の理由による購入代金の返却には一切応じかねます。  

５．当社端末機器及び当社セット機器は、本サービス期間においては、別途定める保守規定にもとづ

き保守を行うものとする。 

 

第 25 条 （SIM カードに係る禁止行為） 

利用者は次の各号の行為を行ってはならないものとします。 

（１）SIM カードを譲渡又は担保に供すること。 

（２）SIM カードを当社の承諾なく転貸又は売却して第三者に利用させること。 

（３）SIM カードを分解、解析、改造、改変等して、引渡時の現状を変更すること。 

 

第 26 条 （複製等の禁止） 

利用者は SIM カードに添付され若しくは SIM カードの一部を構成する電磁的記録（以下「プログラ

ム等」という）に関し、次の行為を行ってはならないものとします。 

（１）有償、無償を問わず、プログラム等の全部又は一部の第三者への譲渡、使用権の設定、その他

第三者に使用させること。 

（２）プログラム等の全部又は一部を複製、改変、その他のプログラム等に係る知的財産権を含むす

べての権利を侵害する行為。 

 

第 27 条 （損害賠償請求） 

第 25 条（SIM カードに係る禁止行為）、第 26 条（複製等の禁止）違反の場合において、当社が損害

を被った場合、当社は利用者に対し、利用契約を解除することなくして損害賠償の請求をすることが

できるものとします。 

 

第 28 条 （当社から貸借している SIM カードの紛失） 

１．利用者が当社から貸借している SIM カードを紛失（盗難による場合を含む。）、したときは、利用



者は当社に対し、利用停止手続きを行うことができるものとします。この場合、本サービスの停止

期間中も利用に係る月額基本料は発生するものとします。 

２．利用者は、前項の場合、利用停止手続きを行わないで、利用契約を解約することができるものと

します。ただし、別紙 1 に定める最低利用期間に達しない場合には、所定の違約金支払が必要とな

ります。 

 

第 29 条 （個別契約終了後の返還義務） 

１．何らかの事由により本規約若しくは個々の本サービスが終了した場合、利用者は当社に対して当

該本サービスに基づき貸し渡された SIM カードを次の返送先に返還するものとします。 

 〔返送先〕 

 〒060-0001 

 札幌市中央区北１条西３丁目３－２２ ＳＴＶ時計台通りビル７階 

 ELECOM SkyLinkMobile サポートセンター 

 電話番号：0570-550-878 

２．当社は利用者に対し SIM カードを紛失又は返還しなかった場合は、紛失に関する手数料を請求で

きるものとします。 

 

第六章 当社端末機器および当社セット機器 

第 30 条 （当社端末機器および当社セット機器利用にかかる利用者の義務）  

１．利用者は、当社端末機器および当社セット機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める

技術基準（以下、「技術基準」といいます）に適合するよう維持するものとします。  

２．利用者は、当社端末機器および当社セット機器について次の事項を遵守していただきます。  

（１）当社端末機器および当社セット機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しまたはその

設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して当社端末

機器および当社セット機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。  

（２）故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わない

こと。 

（３）当社端末機器に登録されている電話番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。  

（４）当社端末機器および当社セット機器に附属・付随する取扱説明書・使用方法に従うこと。 

 



第 31 条 （当社端末機器および当社セット機器の修理）  

利用者は、当社端末機器、当社セット機器または SIM カードの故障・破損等により当社端末機器、当

社セット機器または SIM カードを通信に利用することができなくなったときは、当社の問合せ専用窓

口を経由して、当社に対し当該機器の修理または交換を請求することができます。 

 

第七章 損害賠償 

第 32 条 （本サービスの利用または利用不能による損害） 

１．当社は、利用者が本サービスを利用することにより得た情報等（コンピュータプログラムを含む）

について、その品質、完全性、正確性、特定目的への適合性、有用性、ウィルスの不存在その他何

らの保証を行わないものとします。当該情報等のうち、当社以外の第三者による提供にかかるもの

に起因して生じた損害について、当社は何ら責任を負わないものとします。 

２．当社は、本サービスの不具合その他の瑕疵、利用者による本サービスの利用もしくは利用不能、

または利用者に対するサポートサービスの提供もしくは提供不能の結果として生ずべき利用者の逸

失利益、機密情報の損失、事業の中断、人身障害、プライバシーの侵害、その他利用者が被るべき

一切の金銭的および非金銭的損害、損失ならびに費用に関し、当社の故意または重大な過失により

生じた場合を除き、一切の責任を負わないものとします。 

３．当社が、当社の責めに帰すべき事由により、利用者に対し本サービスの全部を提供できなかった

ために利用者が本サービスの全部を利用することができない状態が発生した時刻から起算して、連

続 24 時間以上その状態が連続した場合には、24 時間ごとに日数を計算し、本サービスの月額利用

料金を限度として、利用者から当社へ申し出があった場合、当社は利用者の本サービスの月額利用

料金の支払いを免除します。なお、当該時間未満の利用不能については、当社は利用者に対し、月

額利用料金の支払いの免除を行わないものとする。また、利用者が当該申し出をし得ることとなっ

た日から 3 ヶ月を経過する日までに当該申し出をしなかったときは、利用者はその権利を失うもの

とします。 

４．前項に定める他は、当社は本規約に関し、利用者に発生する一切の損害（利用者の情報が破損又

は滅失したことによる損害を含む。）に対し一切の責任を負わないものとします。 

５．当社は、利用者に対し本規約に別に定める場合を除き、本条による以外の一切の賠償責任を負わ

ないものとします。 

 

第 33 条 （保証及び責任の限定）  

１．当社は、本サービスについて、完全性、正確性、有用性または正当性に関する保証、利用者の利用目

的に適合することの保証、および通信速度に関する保証を含め、何らの保証も行いません。 



２．当社は、利用者が本サービスの利用に関して被った損害（その原因の如何を問いません。）について賠

償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、

この限りでありません。 

３．利用者が本サービスの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠

償をしたときは、当社は、利用者に対し、当該賠償について求償することができます。 

４．本サービスにおける当社端末機器、当社セット機器または SIM カードの購入日は、セット機器の

出荷日とします。 

５．本サービスにおける SIM カードの利用開始手続きの有効期限は、当社端末機器及び当社セット機

器の保証期間と同一期間とし、購入日より１年間とします。上記有効期間内に利用開始されない場合

には、利用ができなくなると同時に保証期間満了とします。 

６．本サービスの保証範囲は、当社端末機器、当社セット機器または SIM カードに対してであり、当

社端末機器、当社セット機器または SIM カードを個別に利用した場合には、保証範囲外とします。

また、他社製品等を組み合わせて利用した場合および当社製品であっても同梱された機器以外で利用

した場合も保証範囲外とします。 

 

第 34 条 （自己責任の原則）  

１．利用者は、本サービスを利用して行った、自己の行為およびその結果について、責任を負います。 

２．利用者が本サービスを利用して第三者に損害を与えた場合、利用者は自己の責任と費用をもって解

決するものとし、当社に損害を与えないものとします。 

 

第 35 条 （利用者の設備等にかかる維持責任） 

利用者が本サービスを利用するために必要となる設備については、利用者が自己の費用と責任において維

持するものとします。 

 

第八章 サポート 

 

第 36 条 （利用者に対する対応窓口） 

１．当社は、利用者が本サービスを利用期間中、利用者からの各種問い合わせに利用窓口を設置し、

対応するものとします。 



２．当社は、前項に定めるものを除き、利用者に対して、保守、デバッグ、アップデートまたはアッ

プグレードなどいずれを問わず、如何なる技術的役務を提供する義務を負わないものとします。ま

た、当社は、本サービスの利用に関する一般的な技術情報を除く、如何なる技術情報も提供する義

務を負わないものとします。 

３．当社は、本サービスに関し、利用者から必要な情報が提供されない場合、十分な技術サポート等

を提供できない場合があります。 

４．当社は、前項により当社が利用者から収集した情報について、技術サポートのほか、当社サービ

スの提供に伴う利用者の本人確認、アフターサービス、新商品のキャンペーン等の案内ならびに商

品開発およびサービス向上等のための調査に利用する場合があります。ただし、この場合、利用者

を特定できる形で公開することはありません。 

 

第 37 条 （利用者情報等の取扱い） 

１．当社は、第 3 条（本サービスの提供）及び第 4 条（利用の開始）の下で利用者から提供された利

用者情報（以下、利用者情報）について善良な管理者としての注意をもって管理するものとします。 

２．当社は、利用者情報を以下の目的にのみ利用し、法令に基づいて官公庁から開示を求められた場

合を除き、第三者へ開示しないものとします。 

（１）携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等および携帯電話通信役務の不正な利用防止に

関する法律（以下、携帯電話不正利用防止法）に定められた不正利用防止の目的 

（２）本サービスの利用料金を回収する目的 

（３）利用者に対するサポートサービスを提供する目的 

（４）利用者に対し、本サービスの追加または変更のご案内、または緊急連絡の目的で、電子メール

または郵便等で通知をする目的  

（５）本サービスレベルの維持向上を図るため、アンケート調査及びその分析を行うこと。 

（６）商品開発等の目的で本サービスに関する利用動向を調査し、特定個人の識別が不可能な形式に

加工したうえで、その分析結果を自ら利用し、または第三者に提供する目的  

３．当社は、契約者確認（携帯電話不正利用防止法第 9 条で定める契約者確認をいう。以下、本条に

おいて同様）を求められたときは、当該利用者に対し、契約者確認を行うことがあります。この場

合、利用者は、当社の定める期日までに契約者確認に応じるものとします。  

４．当社は、利用者の同意に基づき必要な限度においてマイページ情報を第三者に提供する場合がありま

す。また、本サービスの提供に係る業務におけるマイページ情報の取扱いの全部又は一部を第三者

に委託する場合にあっては、当社は、当社の監督責任下においてマイページ情報を第三者に委託する



ものとします。 

 

第 38 条 （他の電気通信事業者への情報の通知) 

利用者は、第 9 条（利用者による解約）または第 18 条（当社による利用契約の解除）の規定に基づ

き利用契約を終了した後、現に料金その他の債務の支払いがない場合、または第 37 条（利用者情報

等の取扱い）第 3 項に定める契約者確認に応じない場合には、当社が、当社以外の電気通信事業者（当

社 Web サイトにおいて事業者名を掲載します）からの請求にもとづき、氏名、住所、電話番号、生年

月日および支払状況等の情報（利用者を特定するために必要なものおよび支払状況に関するものであ

って、当社が別に定めるものに限ります。）を当該事業者に通知することにあらかじめ同意するものと

します。  

 

第 39 条 （初期設定サービス） 

１．本サービスでは、当社端末機器および当社セット機器に関し、初期利用設定済みの状態で、利用

者に納品されるものとします。 

２．初期設定とは、以下を指すものとします。 

① 当社端末機器および当社セット機器への SkyLinkMobile サービス利用設定 

３．本サービス申込みにより利用者は、初期設定サービスに同意したものとみなします。 

 

第九章 雑則 

第 40 条 （分離性）  

本利用規約の一部分が無効で強制力を持たないと判明した場合でも、本利用規約の残りの部分の有効

性はその影響を受けず引続き有効で、その条件に従って強制力を持ち続けるものとします。 

 

第 41 条 （権利及び義務の譲渡） 

利用者は、当社の事前の書面による承諾のない限り、本規約及び本規約により生じる権利又は義務の

一部又は全部を第三者に譲渡し、又は継承させることはできないものとします。 

 

第 42 条 （地位の継承） 



当社について、合併があった場合には、合併後存続する法人又は合併後設立された法人は、本規約上

の地位を継承するものとします。 

 

第 43 条 （契約の変更） 

料金及びこれに付随するものに変更が生じたときには、利用者、当社協議の上必要な措置を行うもの

とします。 

 

第 44 条 （存続義務） 

本規約が解約、解除、消滅、その他事由によって終了した場合、第 11 条（解約金）、第 18 条（当社

による利用契約の解除）第 4 項、第 33 条（保証及び責任の制限）、第 37 条（利用者情報等の取扱い）、

第 38 条（他の電気通信事業者への情報の通知）、第 41 条（権利及び義務の譲渡）、第 42 条（地位の

継承）、第 444（存続義務）、第 45 条（信義則）、第 46 条（準拠法及び管轄裁判所）は、なおも有効

なものとして存続するものとする。 

 

第 45 条 （信義則） 

本規約に定めのない事項、又は本規約の各条項の解釈に対して疑義が生じたときは、利用者当社協議

の上、本合意主旨に従い、誠意をもってこれを解決するものとする。 

 

第 46 条 （準拠法及び管轄裁判所） 

１．本規約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。 

２．本規約に関するあらゆる法的申立て又は手続きについては、大阪地方裁判所を第一審の専属管轄

裁判所とする。 

 

 

附則 

制定：平成 29 年 3 月 1 日 ver1.0 

 



別紙１（第 9 条第 1 項・第 28 条第 2 項参照） 

■本サービス最低利用期間■  １ヶ年 

■違約金■  15,000 円（税別） 

 

 


