
「BBセキュリティ」サービス利用規約

ソフトバンクBB株式会社

第 1章 総則

第 1条（規約の適用）
1. 本規約はソフト バンク BB株式会社（ 以下「 当社」 と いいます。） が Yahoo! BBサ
ービス（ 後記第 2 条第 4 号に定義します。） のオプショ ンサービスと して提供する
「 BBセキュリ ティ 」 サービス（ 後記第 2条第 1号に定義し、 以下「 本サービス」
と いいます。） の利用に関し適用されます。

2. 利用者は本サービスの利用にあたり 、 本規約、使用許諾契約（ 後記第 2条第7号に
定義します。）および会員規約（ 後記第 2条第8号に定義します。） が適用されるも
のと します。

3. 本規約に定める内容と使用許諾契約との間に齟齬が生じた場合、 本規約に定める内
容が優先して適用されるものと します。

4. 本規約に定める内容と会員規約との間に齟齬が生じた場合、 本規約に定める内容が
優先して適用されるものと します。

5. 当社は、 利用者の承諾なく 本規約を変更できるものと します。

第 2条（用語の定義）
本規約において、 次の用語は、 次の各項に定める意味で用いるものと します。

1. 「 本サービス」 と は、 本ソフト ウェア（ 本条第 2号に定義します。）、 本ソフト ウェ
アのダウンロードをする機会および本サービスに関するサポート を提供するサービ

スの総称をいいます。

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。）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。

3. 「 利用契約」 と は、 本サービスを利用するための本規約に基づく契約をいいます。
4. 「 Yahoo!BB サービス」 とは、 ヤフー株式会社および当社が提供するブロードバン
ドサービスの総称をいいます。

5. 「 会員」 とは、 Yahoo! BBサービスを利用している者または本サービスの申込と と
もに Yahoo! BBサービスの利用申込をおこなった者をいいます。

6. 「 利用者」 と は、 当社と本サービスの利用契約を締結した会員をいいます。
7. 「 使用許諾契約」 とは、 シマンテックが定めるシマンテックと会員間で締結される



本ソフト ウェアの使用許諾契約をいいます。

8. 「 会員規約」 と は、 Yahoo! BBサービスの契約に係る契約約款をいいます。
9. 「 認証番号」 とは PIN番号をいいます。
10. 「 PIN番号」 とは、 当社が Yahoo! BB回線ごと に会員に発行する「 BBセキュリ テ
ィ powered by Symantec TM Plus」、「 BBセキュリ ティ powered by Symantec TM」

または「 BBセキュリ ティ powered by Symantec TM Lite」 の利用に必要な文字列
データをいいます。

11. 「 オンライン登録」 と は、 本ソフト ウェアのダウンロード後、 本サービスの利用に
必要な各種ファイルのダウンロード機能等を使用するための登録をいいます。

第 2章 本サービスおよび利用契約

第 3条（本サービス）
1. 当社は本サービスを日本国内においてのみ提供します。
2. 本サービスには、 次の 3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

3. 前項に定める本サービスのサービス種類の変更はできないものと します。
4. 本サービスの動作条件等の利用上の詳細条件については、 当社はサービス種類に応
じて別途会員に対して提示するものとします。

第 4条（契約の単位）
1. 当社は、 本ソフト ウェアのライセンスごと に 1つの利用契約を締結します。
2. 本サービスは、 Yahoo! BBサービス 1回線ごと に 3つのサービス種類が利用できる
ものと し、1つのサービス種類につき利用できるライセンスの数は最大10個までと
します。

3. 会員は本サービスを、 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 5条（利用契約の申込・成立）
1. 利用契約の申込は、 会員が本規約および使用許諾契約に同意のう え、 当社が別途定
める手続きに従い行う ものとします。

2. 本サービスの利用契約は、会員の Yahoo! BB サービスの契約および使用許諾契約の
成立を条件と して、会員がオンライン登録を完了したと きに成立するものと します。

3. 当社は、 会員に本規約、 使用許諾契約または会員規約に反する事由がある場合、利



用契約の申込が適当でないと当社が判断する場合等の事由が存する場合には、 利用

契約の申込を承諾しない場合があり ます。

第 6条（オンライン登録を完了しない場合の取り扱い）
利用契約の申込日から起算して 6 ヶ月を経過してもオンライン登録を完了しないライセン
スについては、 当社は、 会員が当該ライセンスに関する利用契約の申込を撤回したものと

みなすことができるものと します。

第 7条（サポート等）
当社は、当社ホームページに掲載している本サービスの動作環境（ http://bbsecu.jp/kiyaku）
に従い、 動作環境を満たし た利用者に対し 、 以下のサポート を提供いたし ます。

（ 1） 本サービスのセッ ト アップに関するサポート
（ 2） 本サービスの製品ト ラブル／エラーに関するサポート
（ 3） 本サービスの機能／設定／操作に関するサポート

.
第 8条（認証番号の発行）

1. 当社は、 本サービスの利用契約の申込をおこなった会員に認証番号を発行し、電子
メール等当社所定の方法にて会員に対し通知するものと します。

2. 認証番号の発行後は、認証番号の管理・ 保管は会員の責任および費用で行う ものと
し、 当該会員以外の第三者に利用させる行為の他、譲渡、貸与、 または質入等の担

保権の設定その他一切の処分を行ってはならないものと します。

3. 第三者が、 会員の認証番号を使用して本サービスを利用した場合の責任は、 すべて
当該認証番号を保有する会員の責任とみなされるものと します。

第 3章 利用料金等

第 9条（利用料金）
1. 利用者は、 本サービスの利用料金を、 ライセンス数に応じて別途当社が定める料金
表および支払方法に従い、 当社に毎月支払う ものとします。

2. 本サービスの課金開始日は、利用者がオンライン登録を完了した日と します。
3. 本サービスの課金開始月および終了月の利用料金は、原則と して月額利用料金をお
支払いいただく ものと し、日割課金は行いません。

4. 利用者がすでに支払った利用料金は、 いかなる場合においても返還されないものと
します。

http://bbsecu.jp/kiyaku


第 10条（割増金）
利用者は、 前条に定める利用料金の支払を不法に免れた場合は、 その免れた額のほか、 そ

の免れた額（ 消費税相当額を加算しない額と します。） の 2倍に相当する額に消費税相当額
を加算した額を割増金と して支払う ものと します。

第 4章 責任

第 11条（禁止事項）

利用者は、本サービスの利用にあたり 、 以下の行為を行ってはならないものと します。

1. 本サービスを自己使用以外の商用その他不正の目的をもって利用すること
2. 本サービスに関連して使用される当社または第三者の著作権、商標権その他一切の
権利を侵害する行為、 またはそのおそれのある行為

3. リ バースエンジニアリ ング、逆コンパイルまたは逆アセンブル、修正、翻訳、 その
他改造行為

4. 本サービスまたは接続しているサーバーもしく はネッ ト ワークを妨害したり 混乱さ
せたり すること

5. コンピュータウィ ルス、 スパムメールその他の送信など、 当社による本サービスの
提供を妨害し、 またはその支障と なる行為

6. 認証番号を不正に使用しまたは使用させること
7. 本規約に反する行為
8. 使用許諾契約において定める禁止行為
9. 会員規約において定める禁止行為
10. その他当社が合理的理由に基づいて、不適切・ 不相当と判断する行為

第 12条（損害賠償）
1. 利用者が、 本サービスの利用に関して利用者の責に帰すべき事由により 当社に損害
を与えた場合、 利用者は当社が被った損害を賠償するものと します。

2. 利用者が本サービスの利用に関して第三者に損害を与えた場合、 または第三者と紛
争を生じた場合、利用者は、自己の責任と費用でこれを解決し、 当社にいかなる責

任も負担させないものと します。万一、 当社が他の利用者や第三者から責任を追求

された場合は、 利用者はその責任と費用において当該紛争を解決するものと し、 当

社を一切免責するものと します。

第 13条（保証・責任の制限）
1. 当社は、 本サービスおよび本ソフト ウェアの内容について、 その完全性、正確性、



確実性、有用性等につき、 いかなる保証も行わないものと します。

2. 本サービスは利用者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、 利用者の通信速度の低下等が発生する場合があること につき、

利用者はあらかじめ了承するものと します。

3. 本ソフト ウェアのダウンロードおよびインスト ールは利用者が自己の責任および費
用で行う ものと し、 その完全性や正確性等につき、 いかなる保証も行わないものと

します。

4. 利用者は、本サービスを本規約に従い、自己の判断と責任で利用するものと します。
5. 本サービスの提供にあたり 、 当社の責めに帰すべき事由により 利用者に損害が生じ
た場合には、利用者が当該損害の生じる直前の 1年間に本規約第 9条に基づいて当
社に支払った本サービスの利用料金の合計額を限度と し、 かつ直接損害に限り 賠償

いたします（ すなわち逸失利益、結果損害その他の間接損害は、一切賠償の対象と

はなり ません）。

6. 本サービスを提供する機器の故障、 ト ラブル、停電、通信回線の異常ならびにシス
テム障害等の当社の予想を超えた不可抗力により 利用者情報その他利用者に関する

データが消失、紛失、遅延等すること があり ます。 当社は、 当社に故意または重過

失がある場合を除いて、 かかる事態の発生により 利用者情報その他利用者に関する

データが消失、紛失、遅延等した場合、 これにより発生した損害につき一切責任を

負わないものと します。

7. 利用者が、第 11条に定める禁止事項に違反することにより 発生した損害については、
当社は一切責任を負わないものと します。

第 5章 本サービスの中止・変更等

第 14条（本サービスの中止・停止等）
1. 当社は、 以下の何れかの事態が発生した場合には、利用者に事前に通知を行う こと
により 、 または緊急を要するときは通知を行う ことなく 、 本サービスの全部または

一部を中止または停止できるものと します。

（ 1） 当社、またはシマンテック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

（ 2） 火災、停電、天災、労働争議、戦争、テロ 、暴動その他不可抗力または第三者
による妨害等その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり 本サー

ビスの提供が困難な場合

（ 3） 電気通信事業者の役務が提供されない場合
（ 4） その他、本サービスの運用上あるいは技術上の理由により 、本サービスの中止

または停止が必要ないし適切と当社が判断した場合



2. 前項に従い、 当社が本サービスの中止または停止を行った場合、 当社は利用者その
他の第三者に対して、 いかなる責任も負担しないものと します。

第 15条（本サービスの変更）
1. 当社は、自らの判断により 利用者に予め通知すること なく 、 本サービスの全部また
は一部の変更または追加ができるものと します。

2. 当社は、 利用者に対して通知すること により 、 本サービスの全部または一部を終了
させること ができるものと します。 かかる終了について、 当社は利用者その他の第

三者に対して、 いかなる責任も負担しないものと します。

第 6章 利用契約の終了

第 16条（利用者による解約）
1. 利用者は、 当社が別途定める手続きに従い、 利用契約の解約を行う こと ができるも
のと します。

2. 前項による解約は、 利用者から解約の申入れが当社に到達した月の末日をもって効
力を生じるものと します。

第 17条（当社による解除）
1. 当社は、 以下の場合、 利用者に何らの催告をすること なく 利用契約を即時解除でき
るものと します。 なお、 この場合、 利用者が複数の利用契約を締結している場合に

は、 当社は当該利用契約についても同様に解除すること ができるものとします。

（ 1） 利用者が本規約、使用許諾契約または会員規約に反する行為をし 、または違反
状態に至ったと き

（ 2） 本サービスその他当社が提供するサービスについて、当社に対する債務の支払
いを怠ったと き

（ 3） 事由の如何を問わずYahoo! BBサービスの利用を休止、停止または終了した
と き

（ 4） その他当社が当該利用者による本サービス利用の継続が不適当と判断すると
き

2. 前項により 利用契約が解除された場合、 利用者は、本サービスの利用料金その他本
サービスに関連して当社に対して有する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失

し、 当該債務の全額を直ちに支払う ものと します。 この場合も、 第 10 条の規定が
適用されるものと します。

第 18条（利用契約終了後の措置）



1. 利用者は、 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。

2. 利用者は、 すべての利用契約が終了した場合には、認証番号を破棄するものと し、
以後一切利用してはならないものと します。

3. 当社は、 利用者が利用契約を終了した後は、 利用者に対し当該利用契約に係るサポ
ート の提供その他本サービスに関する一切の責任を負わないものと します。

4. 事由の如何を問わず、 利用契約が終了した場合における本サービス利用中に係る利
用者の一切の債務は、 利用契約の終了後においてもその債務が履行されるまで消滅

しません。

第 7章 雑則

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、 またはシマンテッ

クに帰属します。

第 20条（譲渡禁止）
利用者は、 本規約に基づく権利義務の一部または全部を第三者に利用させる行為の他、 譲

渡、貸与、 または質入等の担保権の設定その他一切の処分を行ってはならないものと しま

す。

第 21条（準拠法）
本規約およびこれに関する一切の法律関係については、日本国法を準拠法と し、 本規約は

日本国法に従って解釈されるものと します。

第 22条（合意管轄）
本規約に関連して生ずる一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を

第一審の専属的合意管轄裁判所と します。

第 23条（個人情報等の保護）
当社は、 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」（ https://www.softbankbb.co.jp/privacy/index.html） に従い適切に実施します。

（ 2003年 11月 16日制定実施）
（ 2004年 11月 15日改定）
（ 2004年 12月 1日上記改定実施）
（ 2005年 2月 1日改定実施）
（ 2005年 3月 20日改定実施）
（ 2005年 10月 1日改定実施）
（ 2005年 10月 15日改定）
（ 2005年 11月 1日実施）
（ 2005年 12月 1日承継改定実施）
（ 2006年 3月 15日改定）
（ 2006年 4月 1日上記改定実施）
（ 2006年 10月 1日改定実施）
（ 2007年 3月 31日承継改定実施）
（ 2007年 10月 1日改定実施）
（ 2008年 2月 4日改定実施）
（ 2008年 5月 15日改定）
（ 2008年 6月 1日上記改定実施）

https://www.softbankbb.co.jp/privacy/index.html

