ビューン（Android™搭載端末版）ご利用規約
表示価格は税抜き価格です
ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。
）が Android 搭載端末をご利用のお客さ
まに提供するビューンは、
「３G 通信サービス契約約款」及び「4G 通信サービス契約約款」、
ウェブご利用規約、その他当社が別に定める規定等（以下併せて「契約約款等」といいます。）
およびこの「ビューン（Android 搭載端末版）ご利用規約 」(以下「本規約」といいます。)
に従って提供されます。ビューンのご利用にあたっては、契約約款等および本規約をご承諾
の上、ご利用ください。

1. ビューンの利用
1-1.サービス概要
(1) ビューンは、当社の通信網を通じて、お客さまに新聞・雑誌・コミック・書籍・テレビ
などのコンテンツを専用ウェブアプリケーション（以下「専用アプリ」といいます。
）で提
供するサービス(以下「本サービス」といいます)です。本サービスは会員制で、月額情報料
はビューン 300 円（税抜）です。サービス内容の詳細につきましては、当社ホームページ
(http://www.softbank.jp)をご覧ください。なお、本サービスの専用アプリは、ソフトバンク
株式会社から業務委託を受けた株式会社ビューンが管理・運営します。
(2) 本サービスのご利用には、
「ウェブ使用料(月額使用料:300 円(税抜)/月)」のお申し込みが
必要です。
(3) 本サービスの全ての機能をご利用になるには、別途 Wi-Fi 通信網への接続が必要になり
ます。モバイル Wi-Fi ルーターから 3G/4G/4G LTE 通信網経由で接続する場合には、ご利用
できない場合があります。
(4) お客さまは、定められた利用期間および方法で、日本国内に限り本サービスを利用する
ことができます。
(5) 本サービスのご利用には、512MB 以上の空き容量がある microSD カードが必要です。
1-2.申込み/解除について
(1) 本サービスの利用にあたっては、当社の定める方法により、お申し込みをいただく必要
があります。また、本サービスの解除についても、当社の定める方法により、解除のお申し
込みをいただく必要があります。
(2) 契約約款に基づき 3G サービス利用権または 4G サービス利用権を解除または譲渡する
場合、本サービスは解除されます。
(3) ウェブ使用料の解除があった場合、本サービスも解除されます。

(4) iPhone、iPad、SoftBank 携帯電話及び一部の Android 搭載端末等では、本サービスのお
申し込みはできません。詳細は当社ホームページ(http://www.softbank.jp)をご覧ください。
(5) iPhone、スマートフォン/タブレット（X シリーズ及び一部の Android 搭載端末）
、シン
プルスタイル(3G 携帯電話)、データ通信専用機種等に変更された場合もしくはダブルナン
バーＢ回線へ変更があった場合、本サービスは解除されます。
(6) Yahoo!きっずをお申し込みされた場合は、専用アプリの閲覧はできますが、コンテンツ
に含まれる動画や、コンテンツに含まれる URL からアクセスするサイトにおける動画の閲
覧、購入等はできない場合がございます。
(7) iPhone、iPad、SoftBank、スマートフォン/タブレット（X シリーズ及び一部の Android
搭載端末）
、ディズ二―・モバイル 3G 携帯電話及び一部の Android 搭載端末、シンプルス
タイル(3G 携帯電話)、データ通信専用機種や Yahoo!きっずをご利用の場合、本サービスの
お 申 し 込 み は で き ま せ ん 。（ 対 応 機 種 の 詳 細 に つ い て は 、 当 社 ホ ー ム ペ ー ジ
(http://www.softbank.jp)をご覧ください。
）なお、対応機種で本サービスをお申し込み後これ
らの非対応機種に変更された場合や、本サービスのお申し込み後に Yahoo!きっずをお申し
込みされた場合、専用アプリの閲覧等はできない場合がございます。
(8) 当社の正規販売店以外でお買い求めいただいた携帯電話端末にて本サービスをご利用
の場合は、情報変更時に本サービスが解除される場合があります。
(9) 対象の 3G 端末・Android 搭載端末ですでにご加入いただいているお客さまが、機種変
更された場合、サービスは自動継続されます。

1-3.料金等について
(1) 本サービスの月額情報料はビューン 300 円（税抜）です。また、本サービスのご利用（本
サービスのお申し込み・解除等を含みます。
）には、別途契約約款に定める通信料が発生し
ます。
(2) 本サービスを解約された場合、月額情報料の日割計算による減額は行いません。また、
同月中に本サービスのお申し込み・解除を繰り返された場合、お申し込みの都度月額情報料
が発生しますのでご注意ください。
(3) 世界対応ケータイサービスをご利用中に専用アプリを起動した場合、通信が発生します。
その際の通信料は、国内パケット定額サービスの対象外となりますのでご注意ください。

1-4.アプリケーションの利用
(1) 当社は、専用アプリの提供にあたり、個人情報、契約者固有 ID、通信機器固有 ID(通信
機器本体等に関する情報(製造番号、機種名、品番等））および行動履歴等の送出が必要な場
合に、取得の同意が得られない場合は、専用アプリの利用を制限する場合または提供を見合
わせる場合がございます。

(2) 当社が定めた利用期間および方法で、日本国内に限りコンテンツを利用することができ
ます。
(3) お客さまは、個人的な利用のみを目的としてコンテンツを閲覧するものとし、商業目的
などで不特定多数にコンテンツを閲覧させることや、コンテンツを譲渡、複製、貸与、公衆
送信などすること、またはこれらの行為を第三者に行わせることはできません。
2. 利用上の注意事項について
(1) お客さまのご利用されている携帯電話によって、コンテンツの表示が異なる場合あるい
は表示されない場合があります。
(2) 各雑誌は、主要な特集・記事などを中心に閲覧いただけます。本誌のうち閲覧できる分
量は雑誌によって異なります。また、閲覧できるページでも著作権などの関係で一部閲覧で
きない記事や写真があります。
(3) 専用アプリのダウンロードには、3G/4G/4G LTE 通信網または Wi-Fi 通信網への接続が
必要になります。また、本サービスの全ての機能をご利用になるには、Wi-Fi 通信網への接
続が必要になります（モバイル Wi-Fi ルーターから 3G/4G/4G LTE 通信網経由で接続する
場合は、ご利用できない場合があります）。いずれも通信料金はお客さまのご負担となりま
すのでご注意下さい。
(4) お客さまが USIM カードの変更や故障などによる修理を行った場合、本サービスを正常
にご利用いただけない場合や、本サービスが解除される場合があります。
(5) 以下の場合、本サービスを正常にご利用いただけない場合があります。
1:お客さまの携帯電話が電波の届かない場所、もしくは電源が入っていない状態の場合
2:その他、お客さまの携帯電話の設定の都合等
(6) 本サービスのご利用状況によって大量のパケット通信が必要となりますので、「パケッ
ト定額サービス」への加入を強く推奨します。「パケット定額サービス」未加入でご利用い
たしますと、ご利用状況によりパケット通信料が高額になる場合があります。
3. コンテンツの保存と外部利用について
(1) 本サービスで提供されるコンテンツについて、著作権者の許可なく私的利用の範囲を超
えて複製、改変、再頒布等を行うことは、著作権法により固く禁じられております。
(2) 前項に基づく使用の結果生じた問題および損害について当社は一切の責任を負わない
ものとします。
4. 個人情報の利用について
当社は、当社が保有するお客さまの個人情報を、本サービスの提供や本サービスに関連した
キャンペーン等の実施を目的として利用するとともに、別途当社が定めるプライバシーポ
リシーに従い、管理・保有・利用させていただきます。

5. 閲覧履歴等の情報の利用
(1) 当社は、本サービスを提供するにあたって、お客さまによるコンテンツの閲覧履歴情報、
および、契約者固有ＩＤ、端末識別情報を含む端末、システム、本アプリ、通信環境に関す
る技術情報等の情報を取得することがあります。当社は、当社が取得するこれらの情報につ
いて、本規約および別途当社が定めるプライバシーポリシーに従い、取り扱います。
(2) 当社は、前項の規定に基づいて当社が取得する行動履歴等の情報を、前条の規定に基づ
いて当社が保有するお客さまの個人情報と関連付けて利用する場合がございます。
(3) 第 1 項により取得される情報は、本アプリを通じて、お客さまの個人情報と関連付けな
い状態で業務委託先である株式会社ビューンに送出されます。株式会社ビューンが取得す
る情報については、株式会社ビューンのプライバシーポリシー
（http://www.viewn.co.jp/privacy）が適用されます。
6. 取得する情報の利用目的
当社は、前 2 条の規定に基づいて保有、取得する情報について、以下に定める目的に従って
利用いたします。なお、前 2 条の規定に基づいて取得した情報を、本条に定める目的以外の
目的で利用する場合には、その都度、その利用目的を明らかにした上で、お客さまから事前
の同意をいただきます。
(1) お客さまからの問い合わせへの対応および当社サービスの利用に関する手続きのご案
内や情報の提供等のカスタマーサポートのため
(2) 利用者の利便性の向上、品質改善および有益なサービスの提供を目的として、利用状況
の分析、効果測定、その他各種マーケティング調査および分析を行うため並びに個人が
識別できない状態でそれらの第三者への提供のため
(3) 当社および協業する会社のサービス等のご案内のため
(4) 紛争および訴訟等の対応のため
(5) 当社が提供する特典の適用の有無を識別するため
(6) コンテンツ提供者との間において、料金支払いおよび売上金の分配額を計算するため
(7) 当社サービスの不正契約・不正利用（不正 ID 取得）の防止および発生時に調査等を行
うため
(8) その他、当社サービスの提供に必要な業務のため

7. 当社の免責事項
当社は、本サービスで提供されるコンテンツの安全性・有用性・正確性等について、明示ま
たは黙示にも一切保証するものではありません。本サービスの提供、遅滞、変更、中止もし
くは廃止、本サービスを通じて登録、提供されるコンテンツ等の消失、その他本サービスに
関連して発生したお客さまの損害について、当社および業務委託先である株式会社ビュー

ンに帰責性がある場合を除き、当社は一切その責任を負わないものとします。
8. 本サービスの停止等
(1) 当社の都合により、本サービスの全部または一部が変更、一時中止、若しくは本サービ
スが全面的に停止される場合があります。
(2) お客さまが本サービスに関連して当社に損害を与えた場合や本規約に違反した場合等、
当社が本サービスを提供する上で不適切と判断したお客さまについては、当社は、本サービ
スの利用停止、解除、その他契約約款に定める措置をとることができるものとします。
9. その他
(1) 本サービスの配信元
本サービスの配信元は以下となります。
東京都港区東新橋 1-9-1
ソフトバンク株式会社
(2) 新聞・雑誌・テレビ・コミックなどの内容に関するお問い合わせ
本サービスで閲覧いただける新聞・雑誌・テレビ・コミックなどの内容に関するお問い合わ
せには、当社および業務委託先である株式会社ビューンでは一切応じられませんので、ご了
承ください。
(3) 本規約の内容の変更
本規約の内容は、当社の都合により、お客さまへの事前の通知なしに変更されることがあり
ます。当該変更後は、変更後の本規約に従い、当社は本サービスを提供するものとし、お客
さまはこれに従うものとします。
(4) 損害賠償
お客さまの本規約に反した行為、違法な行為等によって当社が損害を受けた場合、当社はお
客さまに対して損害賠償請求ができるものとします。
(5) 合意管轄
お客さまと当社との間で本サービスまたは本規約に関連して訴訟の必要が生じた場合は、
当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
・
「Yahoo!」および「Yahoo!」
「Y!」のロゴマークは、米国 Yahoo! Inc.の登録商標または商
標です。
・
「ビューン」および「VIEWN」の名称、ロゴは株式会社ビューンの商標です。
・
「Android™」は、Google Inc. の商標または登録商標です。
・SOFTBANK およびソフトバンクの名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフト
バンク株式会社の登録商標または商標です。
・表示価格は税抜です。
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