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第１章 総則
（規約の制定）
第1条 当社は Box over VPN サービス利用規約（別紙を含みます。以下「本規約」といいます。）を定め、これにより
Box over VPN サービス（以下「BOV サービス」といいます。
）を提供します。
２ BOV サービスに係る契約者（以下「BOV サービス契約者」といいます。
）は、本規約を誠実に遵守するものとします。
３ 当社は、別紙 2 に規定する、BOV サービスに付帯するコンサルティングサービス（以下「BOV コンサルティングサー
ビス」といいます。
）を本規約により提供します。
（本規約の範囲）
第2条 本規約は、BOV サービス契約者と当社との間の BOV サービスに関する一切の関係に適用します。
２ 当社が BOV サービスの円滑な運用を図るため必要に応じて BOV サービス契約者に通知する BOV サービスの利用に関す
る諸規程は、本規約の一部を構成するものとします。
（本規約の変更）
第3条 当社は、本規約を必要に応じて変更することがあります。当該変更を行うときは、当該変更後の本規約の内容及
びその効力発生時期を、当社の Web サイト上(https://www.ntt.com/about-us/disclosure/tariff.html) への掲載その他
の適切な方法により周知します。
２ 本規約の変更の効力が発生した後、契約者が、特段の申し出なく、本サービスを利用したとき、利用料金を支払った
とき、その他当該変更に特段の異議無く承諾したものと当社が判断したときは、かかる変更に同意したものとみなし、特
に断りの無い限り料金その他の提供条件は変更後の規約によります。
（本規約の公表）
第4条 当社は、当社のホームページ（http://www.ntt.com/about-us/disclosure/tariff.html）に、本規約を公表しま
す。
（定義）
第5条 本規約において、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
１ BOV サービス
別紙 1 料金表に定める、BOV サービス接続回線を介して Box サービスを提供する電気通
信サービス。
２ 協力会社
Box.Inc 社とします。
３ BOV サービス契約
BOV サービスの提供を受けるための契約。
４ BOV サービス契約者
当社と BOV サービス契約を締結している者。
５ BOV サービス利用権
契約 ID 及び非契約 ID から成る BOV サービスを利用することができる権利。
６ BOV サービス契約
同一 BOV サービス契約に基づく BOV サービス利用権から構成されるグループ。
グループ
７ BOV サービス利用者
BOV サービス契約者から BOV サービス利用権を許諾された者であって、BOV サービス契
約者と雇用関係等、当社が別に定める関係を有する者に限ります。
（注）本欄に規定する当社が別に定める関係を有する者は、 BOV サービス契約者また
は、BOV サービス契約者から正規の手段をもって BOV サービス利用権を委譲された者と
します。
８ 登録データ
協力会社のサーバに BOV サービス契約者が BOV サービスの機能を利用して登録したデー
タ
９ 添付データ
BOV サービスの機能以外を利用して作成したファイルデータであり、かつ協力会社のサ
ーバに BOV サービス契約者もしくは BOV サービス利用者が格納したデータ。
１０ 登録等データ
登録データ及び添付データ。
１１ BOV サービス接続回線
BOV サービスの利用に必要となる電気通信サービス。ただし料金表に規定するカテゴリ
ー1（VPN 型）及びカテゴリー2 の BOV サービスの利用は、当社が別に定める Universal
One サービス契約約款及び料金表に規定する Universal One サービスのクラウドコネク
ト接続機能（http://www.ntt.com/about-us/disclosure/tariff.html）を利用するもの
に限ります。
１２ Box サービス
BOV サービスの利用に必要となる協力会社のサービスであり、協力会社が BOX SERVICE
AGREEMENT（BSA）（https://legal.app.box.com/v/BSAv07162019JPN）、及び Fair Use
Policy（https://cloud.box.com/s/cotkk9k3op6zw07rmr6jb3mhgv2dix4a）に規定する
Box サービスとします。
１３ 契約 ID
BOV サービスが利用でき、当社からの課金対象となる ID。
１４ 非契約 ID
BOV サービスが利用できるが、当社からの課金対象とならない ID。トライアル利用など。
１５ 営業日
本規約において、「営業日」とは、土曜日、日曜日及び祝日（国民の祝日に関する法律
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１６ 定期契約期間
１７ 消費税相当額

第２章

（昭和 23 年法律第 178 号）の規定により休日とされた日並びに 1 月 2 日、1 月 3 日及
び 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日をいいます。以下同じとします。
）を除く毎日午
前 10 時から午後 5 時までの時間をいいます。
契約開始日から翌年の契約開始日前日までの期間。
消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）及び同法に関する法令の規定に基づき課税される
消費税の額並びに地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）及び同法に関する法令の規定に
基づき課税される地方消費税の額。

契約

（契約の単位及び契約に関する総則）
第6条 当社は、１の BOV サービス契約グループにつき１の BOV サービス契約を締結します。この場合、BOV サービス契
約者は、１の BOV サービス契約につき１人に限ります。
２ BOV サービス契約を締結できるのは、日本国に所在のある法人に限ります。
３ BOV サービスを利用するには、別途 BOV サービス接続回線が必要となります。
（BOV サービス契約の利用申込）
第7条 BOV サービス契約の申込みをするときは、本規約に同意の上、当社所定の利用申込書等に次に掲げる事項を記載
し、当社に提出していただきます。
（1） BOV サービスに関するサービス種別
（2） その他申込みの内容を特定するために必要な事項
（3） 料金表に規定するカテゴリー1（VPN 型）及びカテゴリー2 の BOV サービスの申込を行う場合、BOV サービスを接
続する BOV サービス接続回線の契約者情報
２ 前項の申込みにあたり、当社は必要により、印鑑証明書、会社登記簿等の公的機関が発行する身分証明書の提出、提
示又はその写しの提出等を求めることがあります。
３ BOV サービス契約の申込みにおいて、
BOV サービス契約者は協力会社のサービス利用規約 BOX SERVICE AGREEMENT
（BSA）
（https://legal.app.box.com/v/BSAv07162019JPN）にも合わせて同意したこととします。本規約と他の規約との内容が
相違する場合については、本規約が全てにおいて優先して適用されるものとします。
４ BOV サービス契約者は、BOV サービス管理者画面上から BOV サービス利用者の追加を行うことができます。ただし、
非契約 ID については、当社は責任を負いません。なお、非契約 ID について、当社から課金の申し入れをした場合、BOV
サービス契約者は 30 日以内に非契約 ID の削除を行い契約 ID 数と利用中の ID 数を同一にする義務があります。
30 日以内に非契約 ID が削除されない場合、当社は BOV サービス契約者から申込みを受けたとみなし、その時点で利用中
の ID 数を上限に翌月以降課金対象とすることができるものとします。
（利用申込の承諾）
第8条
当社は BOV サービス契約の申込みがあった場合は、受け付けた順序に従って承諾します。
２ 当社は、前項の規定に関わらず、次の場合には、その利用申込を承諾しないことがあります。
(1) 料金表に規定するカテゴリー1（VPN 型）及びカテゴリー2 の BOV サービス契約の申込みをした者が、BOV サービ
ス接続回線の契約者と同一の者とならないとき。
(2) BOV サービス契約の申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した申込書を提出したとき。
(3) BOV サービス契約の申込みをした者が、第 16 条（当社が行う BOV サービス契約の解約）の規定のいずれかに該当
するとき。
(4) BOV サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(5) BOV サービス契約の申込みをした者が、BOV サービス又は当社の提供する他のサービスの料金若しくは工事に関
する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(6) その他当社の BOV サービスに係る業務の遂行上支障があるとき。
(7) 当社が本規約上定める条件を満たさないとき。
(8) 当社が当社の判断において不適当と判断したとき。
（定期契約期間）
第9条
BOV サービス契約には、定期契約期間があります。
２ 前項の定期契約期間は、BOV サービスの提供を開始した日を起算日（以下、「定期契約期間起算日」といいます。）
とし、定期契約期間起算日から 1 年とします（翌年の定期契約期間起算日の前日を「定期契約期間満了日」といいます）。
３ 定期契約期間は、第 15 条（BOV サービス契約者が行う BOV 契約の解約及び、数量の減少変更）に規定する日までに
契約解約の申出がない場合、1 定期契約期間延長することとし、以後これに準じて取り扱います。
４ BOV サービス契約グループに BOV サービス利用権を追加する場合、その追加する BOV サービス利用権の契約期間満了
日は定期契約期間起算日に定めた定期契約期間満了日と同じとします。
５ 定期契約期間中に、契約中のプランから別紙 1 料金表に定めるプランのうち、契約中のプランより料金額が高額の
プラン並びに「ビジネスプラス with Zones（INT 型）」、「エンタープライズ with Zones（INT 型）」及び「ビジネス
プラス with Zones（VPN 型）」、「エンタープライズ with Zones（VPN 型）」「MultiZones」へのプラン変更する場合、
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当該契約者の定期契約期間起算日は変更後プランの開通日に改めるものとします。
６ 定期契約期間中に契約中のプランから別紙 1 料金表に定める料金額が契約中のプランより低額のプランへの変更は
定期契約期間中適用しないものとし、定期契約期間満了日の翌日からのみ適用するものとします。
７ BOV サービス契約者は、定期契約期間内に BOV サービス契約を解約する場合及び第 16 条（当社が行う BOV サービス
契約の解約）に基づき解約された場合は、第 25 条（利用料金の支払義務）に定める利用料金を支払うものとします。
(最低利用 ID 数、帯域制限、その他通信に関わる制約事項)
第10条 BOV 契約者が BOV サービスの利用にあたり申込まなければならない最低利用 ID 数は、料金表に定めるものとし
ます。
２ 料金表に規定するカテゴリー1（VPN 型）及びカテゴリー2 の利用においては、1 契約者につき 100Mbps を BOV サービ
ス接続回線の利用可能帯域における上限値とします。ただし、VPN1Gbps ベストエフォートオプションを契約する場合、
1000Mbps(1Gbps)を上限値とします。帯域は共用型での提供です。尚、ID 数は BOV サービス契約者単位に申込みが必要な
サービスの ID 数とし、オプション等の非ユーザーID はこの ID 数に含まないものとします。また利用開始後に ID 数の追
加申込みを行う場合、5ID 以上 1ID 単位とします。ただし、契約更新日に ID 数の追加申込みを行う場合、3ID 以上 1ID
単位とします。
３ BOV サービスには協力会社の規定する転送量制限があります。転送量制限は 1 ヶ月あたり 1ID につき 1TB です。
４ BOV サービス契約者が Box サービスを複数契約に分けて利用したい場合、2 つ目以降の契約も 1 の BOV サービス契約
プランを締結する必要があります。
５ 料金表に定めるカテゴリー1（VPN 型）及びカテゴリー2 の 1BOV サービス契約に紐づく BOV サービス接続回線の代表
契約は 1 つに限ります。2 つ目以降の代表契約に紐づく BOV サービス接続回線をカテゴリー1（VPN 型）及びカテゴリー2
の BOV サービスに接続する場合は、BOV サービス契約を別に締結する必要があります。
６ BOV サービス契約者は当社が通知する通信要件に基づき、ネットワーク機器の設定変更が必要になる場合があります。
その場合の変更責任及び費用は BOV サービス契約者が負担するものとします。
７ 協力会社において、安定したサービスを提供する上で、BOV サービス契約者が過度な利用をしているとみなされた場
合には、BOV サービス契約者により当該使用超過が適切に軽減、又は解消されるまで、BOV サービス契約 ID に対して合理
的な範囲で制限を課すものとします。
（利用権の譲渡）
第11条 BOV サービス契約者は当社の事前の書面による同意により、直接又は間接に、本契約もしくは本契約に基づく権
利の全部又は一部を譲渡・継承することが可能です。この場合の手数料はかかりません。当社は、（a）当社 の関係会社
に対して、又は （b）合併、組織再編又は 当社 のすべてもしくは実質的にすべての資産の売却に係る権利の承継者に関
連して、BOV サービス利用契約を BOV サービス契約者の同意なしに譲渡することができます。
（BOV サービス契約者の地位の承継）
第12条
BOV サービス契約者について相続又は合併若しくは分割（その利用権のすべてを承継させるものに限ります。
以下この条において同じとします。
）により BOV サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続す
る法人、合併により設立された法人若しくは分割によりその利用権のすべてを承継した法人は、当社所定の書面にこれを
証明する書類を添えて当社に届け出ていただきます。
２ 前項の場合に、地位を承継した者が２人以上あるときは、そのうちの１人を当社に対する代表者と定め、これを届け
出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
３ 当社は、前項の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの１人を代表者として取り扱
います。
（BOV サービス契約者の氏名等の変更）
第13条 BOV サービス契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所について変更があったときは、そのことを速やか
に当社に届け出ていただきます。
２ 前項の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
（その他の契約内容の変更）
第14条 当社は、BOV サービス契約者から請求があったときは、第 7 条（BOV サービス契約の利用申込）に規定する利用
申込書等に記載した契約内容の変更を行います。
２ 前項の請求があったときは、当社は、第 8 条（利用申込の承諾）の規定に準じて取り扱います。
３ BOV サービス利用権の追加については、20 営業日前までに当社所定の書式に従い当社に申し出ることとします。BOV
サービス利用権の減少については、第 15 条（BOV サービス契約者が行う BOV サービス契約の解約及び、BOV サービス利用
権の減少変更）の規定に従い取り扱います。
（BOV サービス契約者が行う BOV サービス契約の解約及び、BOV サービス利用権の減少変更）
第15条 BOV サービス契約者は、BOV サービス契約を解約しようとするとき、解約しようとする定期契約期間満了日の 40
日前までにそのことをあらかじめ当社へ当社所定の書式に従い通知していただきます。
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２ 定期契約期間中は、BOV サービス利用権の数の減少はできません。BOV サービス利用権の数の減少は、次の定期契約
期間起算日から適用とします。
（当社が行う BOV サービス契約の解約）
第16条 当社は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ当社又は協力会社より BOV サービス契約者にそのことを通
知の上、本契約を解約することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払い期日を経過してもなお支払わないとき。
(2) 契約者が第 7 条（BOV サービス契約の利用申込）に基づき当社に申し出た内容に虚偽の内容を記載したとき。
(3) 契約者が第 35 条（禁止事項）及び別紙 2 第 17 条（禁止事項）を含むこの規約の規定に反する行為をしたとき。
(4) 契約者又はその役員が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団若しく
はそれらの関係者（以下、総じて「反社会的勢力」といいます。
）に該当し、又は反社会的勢力との取引若しくは人
的、資金的関係があると当社が判断したとき。
(5) 契約者が自ら又は反社会的勢力を利用して、当社に対して詐術、暴力的行為又は脅迫的言辞を用いたとき
２ 前項にかかわらず、当社は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ通知をせずに、本契約を解約することがあ
ります。
(1) 緊急又はやむを得ない場合
(2) 民事再生手続きの開始、会社更生手続の開始、破産若しくは競売を申し立てられ、又は自ら、私的整理の開始、
民事再生の開始会社更生手続の開始若しくは破産申し立てをしたとき。
(3) 手形交換所の取引停止処分若しくは資産差押又は滞納処分を受けたとき。
(4) 資本の減少、営業の廃止若しくは変更、又は解散の決議をしたとき。
(5) 前各号に定めるほか、資産、信用及び支払能力等に重大な変更を生じ、又はその恐れがあると認められる相当
の事由があるとき。
３ 当社は、本条の規定による BOV サービス契約の解約により生じた損害に対し、責任を負わないものとします。

（契約の解約に伴う登録等データの取扱い）
第17条 当社は、登録等データを、BOV サービス契約の解約日から 30 日が経過した後に当社が指定する方法により消去
します。ただし、BOV サービス契約者が第 15 条に定める当社への解約する旨の書面において、データダウンロードを希
望した場合に限り、BOV サービス契約の解約日から 30 日の期間において、当社が契約単位に個別に指定する方法により
登録等データのダウンロードを可能とします。
２ BOV サービス契約者は、当該解約又は定期契約期間満了の後 5 日以内に、API、Box ソフトウェア（BOV サービスを
利用するために協力会社がサービス契約者へ提供するソフトウェア）、ユーザーガイド及び BOV サービスの秘密情報を
知りえていた場合、それらの複製（書面又は電子的形態のユーザーガイドの複製のすべて、ならびに BOV サービス契約者の
サーバその他のシステムに保管された BOV サービスソフトウェア（BOV サービスを利用するために当社がサービス契約者
へ提供するソフトウェア）を含みます）のすべてを破棄するものとします。
３ BOV サービス契約者は、API、Box ソフトウェア、ユーザーガイド及び BOV サービス の秘密情報を知りえていた場合、
それらの複製をすべて破棄したことを保証し、権限を有する代表者が署名した書面による証明を速やかに当社に提出する
ものとします。
（当社の責任）
第18条 BOV サービス利用に対して利用料を支払っている BOV サービス契約者に対して、当社は、相当の注意及び技能を
もって BOV サービスを運用するよう努めること、ならびに当社が認識した一切の瑕疵を速やかに是正するよう業務上相当
の努力を尽くすことについて約束します。ただし、この約束は、BOV サービス非契約 ID には適用されません。当社は、
製品、又は本規約における当社の義務の履行について、前述以外のいかなる約束又は保証も行いません。
第３章 サービス
（BOV サービスの種類と内容）
第19条 BOV サービスの種類と内容は、料金表の定めるところによります。
（外国における取扱い）
第20条 当社の提供する BOV サービスの取扱いについては、外国の法令及び外国の電気通信事業者が定める契約条件等に
より制限されることがあります。
（BOV サービスの終了、変更）
第21条 当社は当社もしくは協力会社の事情により BOV サービス又は BOV サービスの一部を終了又は変更することがあり
ます。
２ BOV サービス又は BOV サービスの一部を終了又は変更するにあたり、当社は当該終了サービスの BOV サービス契約者
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に対し、30 日以上前に書面でその旨を通知し、BOV サービスを終了又は変更できるものとします。
３ 当社は、前２項の規定による BOV サービスの終了又は変更により生じた損害に対し、責任を負わないものとします。
（通知）
第22条 BOV サービス契約者は、当社から緊急的な保守に関する事項についての通知を受けることを許容することとしま
す。
２ 前項の通知の対象は、BOV サービスとして行う工事、故障通知基準は 5 分を超える断の場合とし、また BOV サービス
の一部機能の通知については、協力会社のホームページ上での通知をもって通知を行うこととする場合があります。
第４章 利用中止等
（BOV サービスの中止）
第23条 当社は、次の場合には、BOV サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 天災、地変、その他の非常事態が発生、又は発生する恐れがある場合。
(3) BOV サービスが正常に動作せず、BOV サービスを継続して提供することが著しく困難であるとき。
(4) 法令等に基づく強制的な処分により BOV サービスを提供することが著しく困難となったとき。
(5) 当社の設備等を不正アクセス行為から防御するため必要なとき。
２ 当社は、前項の規定により BOV の利用を中止するときは、あらかじめそのことを BOV サービス契約者に通知します。
ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
３ 当社は、前２項の規定による BOV の利用の中止により生じた損害に対し、責任を負わないものとします。

第５章 料金等
（料金及び工事に関する費用）
第24条 当社が提供する BOV サービスの料金は、料金表に規定する利用料金とし、工事費は無料とします。
（利用料金の支払義務）
第25条 BOV サービス契約者は、その BOV サービス契約に基づいた定期契約期間について、料金表に規定する利用料金の
支払いを要します。
２ BOV サービス契約者は、定期契約期間内に BOV サービス契約を解約する場合及び第 16 条（当社が行う BOV サービス
契約の解約）に基づき BOV サービス契約者が解約された場合、当該解約があった日から定期契約期間満了日までの期間に
相当する BOV サービスの利用料金を一括して支払うものとします。
３ BOV サービス契約者は、第 16 条（当社が行う BOV サービス契約の解約）に基づき本契約が解約された場合、前項に
加え、料金が支払われない日から解約があった日までの料金を支払うものとします。
４ 定期契約期間において、BOV サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次により
ます。
(1)
(2)

契約単位に個別に案内する利用マニュアルなど既定のマニュアル及び仕様外の利用を行ったことが原因で利用
が行えなかった場合でも支払いを要します。
前号の規定によるほか、BOV サービス契約者は、次の場合を除き、BOV サービスを利用できなかった期間中の利
用料金の支払いを要します。

区
分
１ BOV サービスの提供範囲において、BOV サービス契
約者の責めによらない理由により、その BOV サービス
を全く利用できない状態（全く利用できない状態と同
程度の状態となる場合を含みます。以下この表におい
て同じとします。）が生じた場合（２欄に該当する場
合を除きます。）にそのことを当社が知った時刻から
起算して、24 時間以上その状態が連続したとき。
２ 当社の故意又は重大な過失によりその BOV サービス
を全く利用できない状態が生じたとき。

支払いを要しない料金
そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間
（24 時間の倍数である部分に限ります。
）について、24 時間
ごとに日数を計算し、その日数に対応するその BOV サービス
についての料金

そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間
について、その時間に対応するその BOV サービスについての
料金
３ 接続休止をしたとき。
接続休止をした日から起算し、再び利用できる状態にした日
の前日までの日数に対応するその BOV サービスについての料
金
尚、当社は支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
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（定期契約期間起算日前の取り消し時の料金支払義務）
第26条 当社は BOV サービス契約者から BOV サービス利用権の申し込みがあった時点で協力会社に定期契約期間中の BOV
サービス利用権の手配を一括して行うことから、BOV サービス契約者が、BOV サービス契約の取り消しを定期契約期間起
算日の前までに行った場合は、料金表に規定する定期契約内の料金の支払いを要します。
（料金の計算方法等）
第27条 料金の計算方法並びに料金に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
２ 定期契約期間の途中で BOV サービス利用権を追加する場合、その BOV サービス利用権の契約期間満了日は第 9 条（定
期契約期間）に規定する日となり、初月の料金を日割りにて計算し請求します。
３ すべての料金について、消費税相当額を加算します。
（割増金）
第28条 BOV サービス契約者は、料金又は工事に関する費用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
っていただきます。
（延滞利息）
第29条
BOV サービス契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。
）について支払期日を経過してもなお支
払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5％の割合で計算して得た額を
延滞利息金として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、こ
の限りではありません。
（注）本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。
（価格変更）
第30条 当社は、BOV サービスの価格を変更する場合、BOV サービス契約者に対し、価格を変更する 40 日前までに当社の
ホームページ（http://www.ntt.com/about-us/disclosure/tariff.html）に、本規約を公表することにより、通知するも
のとします。
２ BOV サービス契約者は、価格変更に同意できない場合、現在の定期契約期間が満了する 40 日前までに当社指定の書
式にて BOV サービスを解約し、第 25 条（利用料金の支払義務）2 項に基づき、BOV サービス利用料金を一括して当社に支
払うものとする。
第６章

損害賠償

（BOV サービスの終了に伴う損害賠償）
第31条 第 21 条（BOV サービスの終了、変更）により BOV サービスを終了した場合、当社は、BOV サービス契約者及びそ
の他のいかなるものに対しても、責任を負わないものとします。
（責任の制限）
第32条 当社は、BOV サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったとき
は、BOV サービスの提供範囲においてその BOV サービスが全く利用できない状態（全く利用できない状態と同程度となる
場合を含みます。以下この条において同じとします。）にあることを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状
態が連続したときに限り、その BOV サービス契約者の損害を賠償します。
２ 前項の場合において、当社は BOV サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が
連続した時間（24 時間の倍数である部分に限ります。
）について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する料金
の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
３ BOV サービス接続回線など BOV サービス提供範囲以外の停止により BOV サービスが利用できない場合は、賠償対象で
はありません。
４ BOV サービスにおいては SLA（Service Level Agreement）は提供しません。ただし、以下プランの契約のある BOV
サービス契約者は、協力会社が BOX SERVICE AGREEMENT（BSA）
（https://legal.app.box.com/v/BSAv07162019JPN）に定
める基準を満たさない事象が発生した場合、当該 BSA に定める手順に則り当社に申告することで、当該プレミアサポート
または Platform Premier の料金の返金を受ける権利を有するものとします。
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種類
カテゴリー１

オプション

プラン名【略称】
Digital Workplace II(INT 型)【Digital Workplace II(INT 型)】
Digital Workplace Global II(INT 型)【Digital Workplace Global II(INT 型)】
Digital Business II(INT 型)【Digital Business II(INT 型)】
Digital Business Global II(INT 型)【Digital Business Global II(INT 型)】
Digital Workplace II(VPN 型)【Digital Workplace II(VPN 型)】
Digital Workplace Global II(VPN 型)【Digital Workplace Global II(VPN 型)】
Digital Business II(VPN 型)【Digital Business II(VPN 型)】
Digital Business Global II(VPN 型)【Digital Business Global II(VPN 型)】
プレミアサポート【Premier Support】
Platform Premier【Platform Premier】

５ 当社が当社の故意又は重大な過失により BOV サービスを提供しなかったときは、第１項及び第２項の規定は適用しま
せん。
６ あらゆる損害賠償の上限値は本規約に基づき当該申立てを最初に生じさせた事象の前の 12 ヶ月間に BOV サービス
契約者が 当社 に支払った料金の総額とします。
（免責）
第33条 当社は、前条の場合を除き、BOV サービス契約者に係る損害を賠償しないものとし、BOV サービス契約者は当社
に当該損害についての請求をしないものとします。また、BOV サービス契約者は BOV サービスの利用により第三者（他の
BOV サービス契約者を含みます。
）に対し損害を与えた場合については、自己の責任でこれを解決するものとします。
２ 当社は、BOV サービスの利用により生じる結果について、BOV サービス契約者に対し、BOV サービスの利用に必要な
設備の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争又はその他の原因を問わず、責任を負担しない
ものとします。
３ BOV サービス契約者は BOV サービス契約者の登録等データを自己の責任で管理するものとします。BOV サービス内に
おいて BOV サービス契約者の登録等データが、滅失、毀損、漏洩、その他本来の利用目的以外に使用されたとしても、そ
の結果発生する直接あるいは間接の損害について、当社は責任を負わないものとします。
４ BOV サービスを利用する場合において、協力会社が、他の会社から提供を受けたアプリケーション等を関連サービス
として無償提供する場合は、そのアプリケーション等の提供中止があったとしても、当社は損害を賠償しないものとしま
す。
５ BOV サービスを利用する場合において、協力会社以外からの提供によるアプリケーション等を利用することにより、
その結果発生する直接あるいは間接の損害については、当社は BOV サービス契約者に係る損害を賠償しないものとし、BOV
サービス契約者は当社に当該損害についての請求をしないものとします。
６ 当社は、本規約又はその締結目的たる事項に起因するか関連して生じた、
（１）逸失利益又は収入
（２）事業又は評判の喪失又は毀損
（３）予想していた削減機会の喪失
（４）のれんの喪失又は毀損
（５）ソフトウェア、データ又は情報の利用機会の喪失又は破損
（６）あらゆる間接的、特別な又は二次的な損失又は損害について、約定責任、不法行為責任（過失責任を含みます）
に対して責任を負いません。
７ 当社は、BOV サービス及び関連サイトを、
「提供可能な場合に」
「現状のまま」で提供します。本規約に明示されてい
ない限り、あらゆる種類の表明、条件付与又は保証を差し控えます。なおこの保証には、BOV サービスが中断しないこと、
エラーがないこと又は有害コンポーネントがないことに関する保証、対象コンテンツが安全であること、失われないこと
又は破損しないことに関する保証、満足できる品質、特定の目的への適合性又は非侵害に関する黙示保証、及び履行の過
程、取引の過程又は商慣習から生じる保証又は条件が含まれますが、これらに限定されません。BOV サービス契約者は、
BOV サービス及び当サイトを、BOV サービス契約者自身の単独の裁量及び危険負担で利用することと、前述のコンテンツ
の送信又はダウンロードに伴うデータ喪失について単独で責任を負うことについて認め、これに同意するものとします。
８ 本条に定める免責に関する事項は、本規約の準拠法で強行規定として定められる、法的に免責又は制限できない範囲
を免責することまでを目的とはしていません。そのため、準拠法の強行規定の定めを超える免責事項が本規約に含まれる
場合には、準拠法にて許容される最大限の範囲にて当社は免責されます。
第７章 利用に係る BOV サービス契約者の義務
（自己責任の原則）
第34条 BOV サービス契約者は BOV サービスの利用により第三者（他の BOV サービス契約者を含みます。
）に対し損害を
与えた場合、BOV サービス契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社に責任を負担させないものとします。
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２ BOV サービス契約者は、第 35 条（禁止事項）の規定に違反して BOV サービスに係る当社の設備等を毀損したときに
は、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。また、BOV サービス契約
者は、協力会社の設備等の毀損及び第 35 条（禁止事項）に違反するなどして、当社又は協力会社に損害を与えた場合、
協力会社から直接、BOV サービス契約者への損害賠償請求を行うことを認めるものとします。
（禁止事項）
第35条 BOV サービス契約者は、BOV サービスの利用にあたり、次に掲げる行為を行わないものとします。
(1) １の BOV サービス利用権を複数の BOV サービス利用者で共有。
(2) 他人の知的財産権（特許権、実用新案、著作権、意匠権、商標権等）その他の権利を侵害する行為又は侵害す
るおそれのある行為。
(3) 他人の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為。
(4) 他人を誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為。
(5) 詐欺、業務妨害等の犯罪行為又はこれを誘発若しくは扇動する行為。
(6) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待にあたる画像若しくは文書等を送信し、又は掲載する行為。
(7) 無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、又はこれを勧誘する行為。
(8) BOV サービスにより利用しうる情報を改ざんしないこと、並びに複製、派生物の作成を行うこと及び、複製、派
生物の作成を目的として利用しないこと、又は消去する行為。
(9) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他人が受信可能な状態のまま放置する行為。
(10) BOV サービス契約者が、インターネット上での BOV へのリンク又は BOV からのリンクを作成する行為、並びに、
BOV サービスの一部を構成する内容を「フレーム（Web ブラウザの中で引用表示させること）
」又は「ミラー（別の
Web サイトへ複製すること）
」する行為。
(11) BOV サービスによりアクセス可能な当社又は第三者の情報を改ざん、消去する行為。
(12) 第三者になりすまして BOV サービスを利用する行為。
(13) 本人の同意を得ること無く、他人が嫌悪感を抱く又はそのおそれのある情報を発信する行為。
(14) 当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為。
(15) 当社若しくは他人のサービス利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為。
(16) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。
(17) 有償 Box 組織のアカウントを有する者が、自社のメールアカウントを用いて作成された個人ユーザーに対して
外部ユーザーとして招待し、有償 Box 組織で作成したフォルダを利用する行為。※
※自社のメールアカウント（＠より右）を利用したユーザーは有償 Box 組織に管理対象ユーザーとして取り込むか、
自社の有償 Box 組織と無関係な個人ユーザーとして利用することしか認められません。また自社の管理対象ユーザー
とした場合は、課金対象となります。
(18) 対象ソフトウェア（BOV サービスを利用するために当社及び協力会社が提供するソフトウェア。Box ソフトウェ
ア、BOV ソフトウェアを含みます。
）について、修正、改変、改竄、修理又は派生著作物の創作を行うこと。
(19) 対象ソフトウェアについて、リバースエンジニアリング、逆アセンブルもしくは逆コンパイルを行うこと、又
は BOV サービスの提供もしくは BOV サービスへのアクセスに用いられるソースコードを発見もしくは再現しよう
とすること。
(20) BOV サービスに関する BOV サービス契約者に付与された何らかの権利を第三者へ売却、貸与、賃貸、再販、リー
ス、サブライセンス又は移転すること。
(21) BOV サービスに付帯している何らかの専有権に関する表示を削除、不明瞭化又は改変すること。
(22) 何らかの料金負担を不正に免れることを目的とする方法か、利用制限又は利用割当を超えるような方法で本サ
ービスへアクセスするか BOV サービスを利用すること。
(23) 核施設、航空機の航行、通信システム、航空管制機器、リアルタイム制御システムなどの運用と関係のある用
途、又は BOV サービスが停止することで死亡事故、人身事故、物損事故もしくは環境被害が生じる可能性のある
ような用途に BOV サービスを利用すること。
(24) BOV サービスもしくはネットワークに適用される第三者の規制、方針もしくは手順に違反すること、又は別のユ
ーザーによる対象ソフトウェアもしくは BOV サービスの完全な利用及び享受を脅かすか妨害すること。
(25) パスワードもしくは他のアクセス情報又はデバイスを共有するか、第三者による対象ソフトウェアもしくは BOV
サービスへのアクセス又は第三者による対象ソフトウェアもしくは BOV サービスの利用を許諾すること。
(26) 保存容量もしくは帯域幅を過剰に利用すること。
(27) BOV サービスに関する当社の業務の遂行又は当社及び協力会社の設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれ
があると当社又は協力会社が判断する行為。
(28) 当社もしくは協力会社が法的責任を負うか、他者が BOV サービスを利用できなくなることにつながる可能性の
あるような方法で BOV サービスを利用すること。
(29)
BOV サービスに付帯している何らかの権利に関する表示を削除、不明瞭化又は改変すること。
(30) その他、法律、法令、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
（BOV サービス契約者から当社に対する通知）
第36条 BOV サービス契約者の責めに帰すべきものか否かに関わらず、BOV サービス契約者が、第 35 条（禁止事項）につ
いて違反している、あるいは違反したことを知った場合は、当社に速やかに通知していただきます。
２ 直接又は間接に BOV サービスへのアクセス権を取得した第三者による当該不正使用が生じた場合、BOV サービス契約
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者は、当該不正使用を終了させるために必要なあらゆる措置を講じるものとし、当社又は協力会社からの通知に基づき、
当該不正使用に関連して協力会社が合理的に依頼する協力及び支援を当社又は協力会社に対して提供するものとします。
（BOV サービス契約者に対する通知）
第37条 BOV サービス契約者に対する通知は、当社の判断により、次に掲げるいずれかの方法で行うことができるものと
します。
（1） 当社の Web サイト上に掲載して行います。この場合は、掲載された時をもって、全ての BOV サービス契約者及び
BOV サービス利用者に対し通知が完了したものとみなします。
（2） BOV サービス契約者が利用申込の際に届け出た住所宛に郵送し、電子メールアドレス宛に電子メールを送信し、
あるいはＦＡＸ番号宛にＦＡＸを送信して行います。この場合は、郵便物が BOV サービス契約者の住所に到達し
た時、BOV サービス契約者の電信メールアドレスを管理するサーバに到達した時あるいはＦＡＸ受信機に到達し
た時をもって、BOV サービス契約者に対する通知が完了したものとみなします。
（3） その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合、当該通知の中で当社が指定した時をもって、当該通
知が完了したものとみなします。
２ BOV サービス契約者に対する通知は、協力会社より通知される場合があります。
３ 前項の規定に関わらず、関連法令において求められる通知手続きが指定される場合、これによります。
第８章 雑則
(当社の知的財産権）
第38条 BOV サービスの提供に関連して当社が BOV サービス契約者に貸与又は提示するソフトウェア等のプログラム又は
物品（本規約、取扱マニュアル等を含みます。以下この条において「プログラム等」といいます。）に関する著作権及び
それに含まれるノウハウなど一切の知的財産権は当社及び協力会社に帰属するものとします。
２ 契約者は、プログラム等を次のとおり取り扱うものとします。
(1) BOV サービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2) 当社もしくは協力会社の表示した著作権表示を削除又は変更しないこと。
３ 本条の規定は本契約の終了後も効力を有するものとします。
（輸出規制）
第 39 条 BOV サービス契約者は BOV サービス及び BOV サービスに使用されている技術（以下「BOV サービス等」といいま
す）を利用するにあたり、外国為替及び外国貿易法その他の日本国の輸出関連法規ならびに米国輸出管理規則に基づく輸
出規制の対象となる可能性があること、ならびにその他の国における輸出規制対象品目に該当している可能性があること
を認識の上、これらの法規を遵守するものとし、ならびに BOV サービス等を適正な政府の許可なくして、禁輸国もしくは
貿易制裁国の企業、居住者、国民、又は、取引禁止者、取引禁止企業に対して、譲渡、輸出又は再輸出しないものとしま
す。BOV サービス契約者は BOV サービスなどを、外国為替及び外国貿易法その他の日本国の輸出関連法規に定める核兵器
を含む大量破壊兵器、通常兵器の開発、製造、使用のために使用しないものとします。
（法令に規定する事項）
第 40 条 BOV サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
（個人情報の取扱い）
第 41 条 当社は、BOV サービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取扱いについては、当社が定めるプライバシ
ーポリシー（https://www.ntt.com/about-us/hp/privacy.html）によります。
２ 当社は、当社が保有している個人情報について、BOV サービス契約者から請求があったときは、原則として開示をし
ます。
３ BOV サービス契約者は、前項の請求をし、その個人情報の開示（該当個人情報が存在しない場合に、その旨を知らせ
ることを含みます。
）を受けたときは、当社のプライバシーポリシーに定める事務手数料の支払いを要します。
４ 当社は、協力会社からの依頼があった場合は、第 7 条（BOV サービス契約の利用申込）及び第 13 条（BOV サービス契
約者の氏名等の変更）に係る BOV サービス契約者の情報を渡すことがあります。

（紛争の解決）
第 42 条 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限
り円満に解決するものとします。
２ 本規約に関する準拠法は、日本国法とします。
３ 本規約に関する紛争は東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
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別紙 1

料金表

通則
（料金の計算方法等）
１ 当社は、BOV サービス契約者がその BOV サービス契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は定期契約期間単位で
計算します。
２ 利用料金の日割は定期契約期間に属する日数により行います。この場合、第 25 条（利用料金の支払義務）第４項第
２号の 1 欄に規定する料金の算出に当たっては、その日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する日とみなし
ます。
３ 第１項の規定に関わらず、利用料金については、当社は、特別の事情がある場合は、あらかじめ BOV サービス契約者
の承諾を得て２ヶ月以上の分まとめて計算することがあります。
（端数処理）
４ 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
５ BOV サービス契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等
において支払っていただきます。
６ 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金等の一括後払い)
７ 当社は、当社に特別の事情がある場合は、本規約に関わらず、BOV サービス契約者の承諾を得て、２ヶ月以上の料金
を当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
（料金表の表示）
８ この料金表に規定する料金、工事費及び解約金等について、かっこ内に税込価格（税抜価格（料金、工事費及び解約
金等の額に消費税相当額を加算しない額とします。
）に消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。
）を表示
します。
(消費税相当額の加算)
９ 本規約第 25 条（利用料金の支払義務）の規定その他本規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用
の支払いを要するものとされている額は、料金表に定める税抜価格に基づき計算された額に消費税相当額を加算した額と
します。上記算定方法により、支払いを要することになった額は、料金表に表示された額（税込価格（消費税相当額を加
算した額とします。以下同じとします。
）
）の合計と異なる場合があります。
（注）この料金表に規定する料金額は、税抜価格とします。なお、かっこ内の料金額は、税込価格を表示します。
（料金等の臨時減免）
１０ 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定に関わらず、臨時に、その料金又は工事
に関する費用を減免することがあります。
(料金の相殺）
１１ 当社は、返還すべき料金が発生した場合は、それ以後の料金月の料金でその返還すべき料金を相殺して返還するこ
とができることとします。
（BOV サービスの種類等）
１２ 当社は、この料金表を適用するに当たって、次のとおりの種類等を定めます。
（1）BOV サービスには、次の種類があります。
種
類
内
容
カテゴリー１ （Box over VPN）
協力会社のサービスに当社の BOV 接続回線を接続して提供し、本来英語で実施す
べき問い合わせを日本語で対応する保守機能を含むもの。
カテゴリー２ （VPN-GW for Box） Box サービスへの接続サービス。BOV サービス契約時に Box サービス契約全ての
ID 数と Box サービス契約全てに含まれる MAU 数と同数の契約を行うものとする。
オプションメニュー
カテゴリー１の契約者に対して協力会社の各種付帯サービスを提供するもの。協
力会社が契約単位に個別に指定する仕様に定義される条件を満たした場合のみ
利用できるものとする。なお、VPN1Gbps ベストエフォートオプションは、カテゴ
リー２の契約者に対しても提供可能とする。
（2）カテゴリー1 にて規定する提供サービスは以下のとおりとし、BOV サービス契約者が具体的に利用できるサービスの
詳細については（https://www.ntt.com/business/contact.html）を窓口として案内するものとします。
カテゴリー1 の提供サービスは、24 時間 365 日の工事、故障時のメール通知機能及び、本来英語で実施すべき問い合わせ
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を日本語で 24 時間 365 日受付し、営業日において対応する保守機能を含みます。当社の検証環境及び他の契約者の環境
にて BOV サービスが正常に利用できる状況における不具合の問い合わせについては、営業日において対応し、回答の期限
を保証しません。Box サービス部分の不具合に関しては、協力会社からの報告が全てとなり、不具合の内容によっては詳
細の報告が得られないことがあります。また、Universal One サービス部分の問合せについては契約者から直接 Universal
One サービスの窓口へ問い合わせするものとします。なお、カテゴリー1 の年間契約金額総額が 1500 万円以上の場合、プ
レミアサポートの契約が必要です。ただし、協力会社の定める為替レートの変動により適用条件が変更となる場合があり
ます。
プラン名
内容及び条件等
【略称】
ビジネスプラン（INT 型） ・協力会社の Business をインターネット経由で利用可能とするもの。
【Business(INT 型)】
・ID 数によらず本契約をすることにより月間 50,000API コール数/月の権利が付与されます。
・Business の内容は協力会社の定める機能比較表(FeatureMatrix)
（https://cloud.box.com/s/ai6nrj4byknmlzgsaxtr32ihuhov3e1v）によります。
・従業員数 501 名未満の場合最低利用 ID 数 5ID
・従業員数 501 名以上の場合最低利用 ID 数 20ID※
※協力会社及び当社が認めた場合、最低利用 ID 数はこの限りではない。
・更新時の追加は 3ID 以上のみ可
・契約中の追加は 5ID 以上のみ可
ビジネスプラン（INT 型） ・協力会社の Business をインターネット経由で利用可能とするもの。
3 年オンライン
・ID 数によらず本契約をすることにより月間 50,000API コール数/月の権利が付与されます。
【Business(INT 型)3 年 ・Business の内容は協力会社の定める機能比較表(FeatureMatrix)
オンライン】
（https://cloud.box.com/s/ai6nrj4byknmlzgsaxtr32ihuhov3e1v）によります。
・従業員数 501 名未満の場合最低利用 ID 数 5ID
・従業員数 501 名以上の場合最低利用 ID 数 20ID※
※協力会社及び当社が認めた場合、最低利用 ID 数はこの限りではない。
・更新時の追加は 3ID 以上のみ可
・契約中の追加は 5ID 以上のみ可
・Business(INT 型)3 年オンラインは、初回契約であること、オンラインでの申込であること、
契約期間を 3 年とすること、契約期間終了後に契約期間 3 年で自動更新されること、の全て
の条件を満たす場合にのみ、契約を可能とします。
ビジネスプラン（VPN 型） ・協力会社の Business を BOV サービス接続回線経由で利用可能とするもの。
【Business(VPN 型)】
・ID 数によらず本契約をすることにより月間 50,000API コール数/月の権利が付与されます。
・Business の内容は協力会社の定める機能比較表(FeatureMatrix)
（https://cloud.box.com/s/ai6nrj4byknmlzgsaxtr32ihuhov3e1v）によります。
・最低利用 ID 数：20ID
・更新時の追加は 3ID 以上のみ可
・契約中の追加は 5ID 以上のみ可
ビジネスプラスプラン
・協力会社の Business Plus をインターネット経由で利用可能とするもの。
（INT 型）
・ID 数によらず本契約をすることにより月間 50,000API コール数/月の権利が付与されます。
【Business Plus(INT
・Business Plus の内容は協力会社の定める機能比較表(FeatureMatrix)
型)】
（https://cloud.box.com/s/ai6nrj4byknmlzgsaxtr32ihuhov3e1v）によります。
・従業員数 501 名未満の場合最低利用 ID 数 5ID
・従業員数 501 名以上の場合最低利用 ID 数 20ID※
※協力会社及び当社が認めた場合、最低利用 ID 数はこの限りではない。
・更新時の追加は 3ID 以上のみ可
・契約中の追加は 5ID 以上のみ可
ビジネスプラスプラン
・協力会社の Business Plus をインターネット経由で利用可能とするもの。
（INT 型）3 年オンライン ・ID 数によらず本契約をすることにより月間 50,000API コール数/月の権利が付与されます。
【Business Plus(INT 型) ・Business Plus の内容は協力会社の定める機能比較表(FeatureMatrix)
3 年オンライン】
（https://cloud.box.com/s/ai6nrj4byknmlzgsaxtr32ihuhov3e1v）によります。
・従業員数 501 名未満の場合最低利用 ID 数 5ID
・従業員数 501 名以上の場合最低利用 ID 数 20ID※
※協力会社及び当社が認めた場合、最低利用 ID 数はこの限りではない。
・更新時の追加は 3ID 以上のみ可
・契約中の追加は 5ID 以上のみ可
・Business Plus(INT 型)3 年オンラインは、初回契約であること、オンラインでの申込であ
ること、契約期間を 3 年とすること、契約期間終了後に契約期間 3 年で自動更新されること、
の全ての条件を満たす場合にのみ、契約を可能とします。
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ビジネスプラスプラン
（VPN 型）
【Business Plus(VPN
型)】

エンタープライズプラン
（INT 型）
【Enterprise(INT 型)】

エンタープライズプラン
（INT 型）3 年オンライン
【Enterprise(INT 型) 3
年オンライン】

エンタープライズプラン
（VPN 型）
【Enterprise(VPN 型)】

・協力会社の Business Plus を BOV サービス接続回線経由で利用可能とするもの。
・ID 数によらず本契約をすることにより月間 50,000API コール数/月の権利が付与されます。
・Business Plus の内容は協力会社の定める機能比較表(FeatureMatrix)
（https://cloud.box.com/s/ai6nrj4byknmlzgsaxtr32ihuhov3e1v）によります。
・最低利用 ID 数：20ID
・更新時の追加は 3ID 以上のみ可
・契約中の追加は 5ID 以上のみ可
・協力会社の Enterprise をインターネット経由で利用可能とするもの。
・ID 数によらず本契約をすることにより月間 100,000API コール数/月の権利が付与されます。
・Enterprise の内容は協力会社の定める機能比較表(FeatureMatrix)
（https://cloud.box.com/s/ai6nrj4byknmlzgsaxtr32ihuhov3e1v）によります。
・従業員数 501 名未満の場合最低利用 ID 数 5ID
・従業員数 501 名以上の場合最低利用 ID 数 20ID※
※協力会社及び当社が認めた場合、最低利用 ID 数はこの限りではない。
・更新時の追加は 3ID 以上のみ可
・契約中の追加は 5ID 以上のみ可
・Platform プランと同一テナントで利用する場合、Enterprise(INT 型)の初回契約を行うに
あたり、Enterprise with Zones、Governance、Zones-Multi、KeySafe のうち既に契約中のも
の全てについて、対応する Platform Add-on（Platform Zones は Enterprise with Zones に
対応、Platform Governance は Governance に対応、Platform Zones-Multi は Zones-Multi に
対応、Platform KeySafe は KeySafe に対応）の契約が必要です。
・Platform プランと同一テナントで利用する場合、Enterprise(INT 型)の契約追加を行うに
あたり、既に契約中の Platform Add-on（Platform Zones、Platform Governance、Platform
Zones-Multi、Platform KeySafe）のうち既に契約中のもの全てについて、契約を追加する必
要があります。
・Platform プランと同一テナントで利用する場合、Enterprise(INT 型)プランの初回契約を
行うにあたり、Premier Support ではなく、Platform Premier の契約が必要です。
・Platform プランと同一テナントで利用する場合、Enterprise(INT 型)プランの契約追加を
行うにあたり、契約中の Platform Premier について、契約を追加する必要があります。
・協力会社の Enterprise をインターネット経由で利用可能とするもの。
・ID 数によらず本契約をすることにより月間 100,000API コール数/月の権利が付与されます。
・Enterprise の内容は協力会社の定める機能比較表(FeatureMatrix)
（https://cloud.box.com/s/ai6nrj4byknmlzgsaxtr32ihuhov3e1v）によります。
・従業員数 501 名未満の場合最低利用 ID 数 5ID
・従業員数 501 名以上の場合最低利用 ID 数 20ID※
※協力会社及び当社が認めた場合、最低利用 ID 数はこの限りではない。
・更新時の追加は 3ID 以上のみ可
・契約中の追加は 5ID 以上のみ可
・Platform プランと同一テナントで利用する場合、Enterprise(INT 型)の初回契約を行うに
あたり、Enterprise with Zones、Governance、Zones-Multi、KeySafe のうち既に契約中のも
の全てについて、対応する Platform Add-on（Platform Zones は Enterprise with Zones に
対応、Platform Governance は Governance に対応、Platform Zones-Multi は Zones-Multi に
対応、Platform KeySafe は KeySafe に対応）の契約が必要です。
・Platform プランと同一テナントで利用する場合、Enterprise(INT 型)の契約追加を行うに
あたり、既に契約中の Platform Add-on（Platform Zones、Platform Governance、Platform
Zones-Multi、Platform KeySafe）のうち既に契約中のもの全てについて、契約を追加する必
要があります。
・Platform プランと同一テナントで利用する場合、Enterprise(INT 型)プランの初回契約を
行うにあたり、Premier Support ではなく、Platform Premier の契約が必要です。
・Platform プランと同一テナントで利用する場合、Enterprise(INT 型)プランの契約追加を
行うにあたり、契約中の Platform Premier について、契約を追加する必要があります。
・Enterprise(INT 型)3 年オンラインは、初回契約であること、オンラインでの申込であるこ
と、契約期間を 3 年とすること、契約期間終了後に契約期間 3 年で自動更新されること、の
全ての条件を満たす場合にのみ、契約を可能とします。
・協力会社の Enterprise を BOV サービス接続回線経由で利用可能とするもの。
・ID 数によらず本契約をすることにより月間 100,000API コール数/月の権利が付与されます。
・Enterprise の内容は協力会社の定める機能比較表(FeatureMatrix)
（https://cloud.box.com/s/ai6nrj4byknmlzgsaxtr32ihuhov3e1v）によります。
・最低利用 ID 数：20ID
・更新時の追加は 3ID 以上のみ可
14

ビジネスプラスガバナン
ス Suite 型（INT 型）
【Business Plus
Governance(INT 型)】

ビジネスプラスガバナン
ス Suite 型（VPN 型）
【Business Plus
Governance(VPN 型)】

エンタープライズガバナ
ンス Suite 型（INT 型）
【Enterprise
Governance(INT 型)】

エンタープライズガバナ
ンス Suite 型（VPN 型）
【Enterprise
Governance(VPN 型)】

・契約中の追加は 5ID 以上のみ可
・Platform プランと同一テナントで利用する場合、Enterprise(INT 型)の初回契約を行うに
あたり、Enterprise with Zones、Governance、Zones-Multi、KeySafe のうち既に契約中のも
の全てについて、対応する Platform Add-on（Platform Zones は Enterprise with Zones に
対応、Platform Governance は Governance に対応、Platform Zones-Multi は Zones-Multi に
対応、Platform KeySafe は KeySafe に対応）の契約が必要です。
・Platform プランと同一テナントで利用する場合、Enterprise(INT 型)の契約追加を行うに
あたり、既に契約中の Platform Add-on（Platform Zones、Platform Governance、Platform
Zones-Multi、Platform KeySafe）のうち既に契約中のもの全てについて、契約を追加する必
要があります。
・Platform プランと同一テナントで利用する場合、Enterprise(VPN 型)プランの初回契約を
行うにあたり、Premier Support ではなく、Platform Premier の契約が必要です。
・Platform プランと同一テナントで利用する場合、Enterprise(VPN 型)プランの契約追加を
行うにあたり、契約中の Platform Premier について、契約を追加する必要があります。
・協力会社の Business Plus Governance をインターネット経由で利用可能とするもの。
・ID 数によらず本契約をすることにより月間 50,000API コール数/月の権利が付与されます。
・Business Plus Governance の内容は協力会社の定める機能比較表(FeatureMatrix)
（https://cloud.box.com/s/ai6nrj4byknmlzgsaxtr32ihuhov3e1v）における Business Plus
の内容に Governance を加えたものとなります。
・Governance の内容は協力会社の定める Governance 製品紹介
（https://www.box.com/ja-jp/security/governance-and-compliance）によります。
・従業員数 501 名未満の場合最低利用 ID 数 5ID
・従業員数 501 名以上の場合最低利用 ID 数 20ID※
※協力会社及び当社が認めた場合、最低利用 ID 数はこの限りではない。
・更新時の追加は 3ID 以上のみ可
・契約中の追加は 5ID 以上のみ可
・500ID 未満の場合は、Box Governance Setup の契約が必要。
・500ID 以上の場合は、Custom Consulting の契約が必要。
・協力会社の Business Plus Governance を BOV サービス接続回線経由で利用可能とするもの。
・ID 数によらず本契約をすることにより月間 50,000API コール数/月の権利が付与されます。
・Business Plus Governance の内容は協力会社の定める機能比較表(FeatureMatrix)
（https://cloud.box.com/s/ai6nrj4byknmlzgsaxtr32ihuhov3e1v）における Business Plus
の内容に Governance を加えたものとなります。
・Governance の内容は協力会社の定める Governance 製品紹介
（https://www.box.com/ja-jp/security/governance-and-compliance）によります。
・最低利用 ID 数：20ID
・更新時の追加は 3ID 以上のみ可
・契約中の追加は 5ID 以上のみ可
・500ID 未満の場合は、Box Governance Setup の契約が必要。
・500ID 以上の場合は、Custom Consulting の契約が必要。
・協力会社の Enterprise Governance をインターネット経由で利用可能とするもの。
・ID 数によらず本契約をすることにより月間 100,000API コール数/月の権利が付与されます。
・Enterprise Governance の内容は協力会社の定める機能一覧表(FeatureMatrix)
（https://cloud.box.com/s/ai6nrj4byknmlzgsaxtr32ihuhov3e1v）によります。
・Governance の内容は協力会社の定める Governance 製品紹介
（https://www.box.com/ja-jp/security/governance-and-compliance）によります。
・従業員数 501 名未満の場合最低利用 ID 数 5ID
・従業員数 501 名以上の場合最低利用 ID 数 20ID※
※協力会社及び当社が認めた場合、最低利用 ID 数はこの限りではない。
・更新時の追加は 3ID 以上のみ可
・契約中の追加は 5ID 以上のみ可
・500ID 未満の場合は、Box Governance Setup の契約が必要。
・500ID 以上の場合は、Custom Consulting の契約が必要。
・協力会社の Enterprise Governance を BOV サービス接続回線経由で利用可能とするもの。
・ID 数によらず本契約をすることにより月間 100,000API コール数/月の権利が付与されます。
・Enterprise Governance の内容は協力会社の定める機能一覧表(FeatureMatrix)
（https://cloud.box.com/s/ai6nrj4byknmlzgsaxtr32ihuhov3e1v）によります。
・Governance の内容は協力会社の定める Governance 製品紹介
（https://www.box.com/ja-jp/security/governance-and-compliance）によります。
・最低利用 ID 数：20ID
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ビジネスプラス with
Zones プラン（INT 型）
【Business Plus with
Zones(INT 型)】

ビジネスプラス with
Zones プラン（VPN 型）
【Business Plus with
Zones(VPN 型)】

エンタープライズ with
Zones プラン（INT 型）
【Enterprise with
Zones(INT 型)】

・更新時の追加は 3ID 以上のみ可
・契約中の追加は 5ID 以上のみ可
・500ID 未満の場合は、Box Governance Setup の契約が必要。
・500ID 以上の場合は、Custom Consulting の契約が必要。
・協力会社の Business Plus with Zones をインターネット経由で利用可能とするもの。
・ID 数によらず本契約をすることにより月間 50,000API コール数/月の権利が付与されます。
・Business Plus with Zones の内容は協力会社の定める機能比較表(FeatureMatrix)
（https://cloud.box.com/s/ai6nrj4byknmlzgsaxtr32ihuhov3e1v）における Business Plus
の内容に Zones を加えたものとなります。
・Zones の内容は協力会社の定める Zones 製品紹介（https://www.box.com/ja-jp/zones）に
よります。
・本規約に加え、協力会社の Zones Addendum
（https://cloud.box.com/s/dermmdknl10o2dbt8a5q8x3m4ct6c1jp）で定義される利用規約へ
の同意が必要です。
・既に契約中のお客様の場合、アップグレード案件となるため、Zones のサービス開始日より
新たに 1 年の契約となります。
・Zones へのアップグレード前と同数の契約 ID 数が必要。
・アップグレード時の総額(年額)の減少は不可。
・Japan 希望の場合は申込時にプライマリ/セカンダリの地域を Tokyo/Osaka と指定。
・従業員数 501 名未満の場合最低利用 ID 数 10ID
・従業員数 501 名以上の場合最低利用 ID 数 20ID※
※協力会社及び当社が認めた場合、最低利用 ID 数はこの限りではない。
・更新時の追加は 3ID 以上のみ可
・契約中の追加は 5ID 以上のみ可
・協力会社の Business Plus with Zones を BOV サービス接続回線経由で利用可能とするもの。
・ID 数によらず本契約をすることにより月間 50,000API コール数/月の権利が付与されます。
・Business Plus with Zones の内容は協力会社の定める機能比較表(FeatureMatrix)
（https://cloud.box.com/s/ai6nrj4byknmlzgsaxtr32ihuhov3e1v）における Business Plus
の内容に Zones を加えたものとなります。
・Zones の内容は協力会社の定める Zones 製品紹介（https://www.box.com/ja-jp/zones）に
よります。
・本規約に加え、協力会社の Zones Addendum
（https://cloud.box.com/s/dermmdknl10o2dbt8a5q8x3m4ct6c1jp）で定義される利用規約へ
の同意が必要です。
・既に契約中のお客様の場合、アップグレード案件となるため、Zones のサービス開始日より
新たに 1 年の契約となります。
・Zones へのアップグレード前と同数の契約 ID 数が必要。
・アップグレード時の総額(年額)の減少は不可。
・Japan 希望の場合は申込時にプライマリ/セカンダリの地域を Tokyo/Osaka と指定。
・最低利用 ID 数：20ID
・更新時の追加は 3ID 以上のみ可
・契約中の追加は 5ID 以上のみ可
・協力会社の Enterprise with Zones をインターネット経由で利用可能とするもの。
・ID 数によらず本契約をすることにより月間 100,000API コール数/月の権利が付与されます。
・Enterprise with Zones の内容は協力会社の定める機能比較表(FeatureMatrix)
（https://cloud.box.com/s/ai6nrj4byknmlzgsaxtr32ihuhov3e1v）における Enterprise の内
容に Zones を加えたものとなります。
・Zones の内容は協力会社の定める Zones 製品紹介（https://www.box.com/ja-jp/zones）に
よります。
・本規約に加え、協力会社の Zones Addendum
（https://cloud.box.com/s/dermmdknl10o2dbt8a5q8x3m4ct6c1jp）で定義される利用規約へ
の同意が必要です。
・既に契約中のお客様の場合、アップグレード案件となるため、Zones のサービス開始日より
新たに 1 年の契約となります。
・Zones へのアップグレード前と同数の契約 ID 数が必要。
・アップグレード時の総額(年額)の減少は不可。
・Japan 希望の場合は申込時にプライマリ/セカンダリの地域を Tokyo/Osaka と指定。
・従業員数 501 名未満の場合最低利用 ID 数 10ID
・従業員数 501 名以上の場合最低利用 ID 数 20ID※
※協力会社及び当社が認めた場合、最低利用 ID 数はこの限りではない。
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エンタープライズ with
Zones プラン（VPN 型）
【Enterprise with
Zones(VPN 型)】

Platform
Enterprise(INT 型)
【Platform
Enterprise(INT 型)】

Platform
Enterprise(VPN 型)
【Platform
Enterprise(VPN 型)】

・更新時の追加は 3ID 以上のみ可
・契約中の追加は 5ID 以上のみ可
・協力会社の Enterprise with Zones を BOV サービス接続回線経由で利用可能とするもの。
・ID 数によらず本契約をすることにより月間 100,000API コール数/月の権利が付与されます。
・Enterprise with Zones の内容は協力会社の定める機能比較表(FeatureMatrix)
（https://cloud.box.com/s/ai6nrj4byknmlzgsaxtr32ihuhov3e1v）における Enterprise の内
容に Zones を加えたものとなります。
・Zones の内容は協力会社の定める Zones 製品紹介（https://www.box.com/ja-jp/zones）に
よります。
・本規約に加え、協力会社の Zones Addendum
（https://cloud.box.com/s/dermmdknl10o2dbt8a5q8x3m4ct6c1jp）で定義される利用規約へ
の同意が必要です。
・既に契約中のお客様の場合、アップグレード案件となるため、Zones のサービス開始日より
新たに 1 年の契約となります。
・Zones へのアップグレード前と同数の契約 ID 数が必要。
・アップグレード時の総額(年額)の減少は不可。
・Japan 希望の場合は申込時にプライマリ/セカンダリの地域を Tokyo/Osaka と指定。
・最低利用 ID 数：20ID
・更新時の追加は 3ID 以上のみ可
・契約中の追加は 5ID 以上のみ可
・協力会社の Platform Enterprise をカテゴリー1 の Core(INT 型)(Enterprise 以上)と同一
テナント(EID)にて利用可能とするもの。ただし、Core のみに特化した機能※が不要な場合に
は、カテゴリー1 の Core と同時契約しないことも可能。※協力会社の定める機能比較表
(FeatureMatrix)（https://cloud.box.com/s/ai6nrj4byknmlzgsaxtr32ihuhov3e1v）における
機能から、Governance、Platform、Zones、Zones-Multi、KeySafe、Premier、Consulting を
除いたもの。
・Platform Enterprise(INT 型)の最低購入単位である 1 個のみを契約することにより月間 API
コール数 175,000API コール、月間アクティブユーザー数 100MAU、月間データ転送量 125GB、
及びストレージ容量 125GB の権利が付与されます。Platform Enterprise(INT 型)の 2 個目以
上の購入契約により別表に記載の通り権利の増加が可能。
・Platform(INT 型)及びオプションの Platform MAU(INT 型)に含まれる MAU(月間アクティブ
ユーザー数)の総和に相当する人数がインターネット経由で利用可能となります。
・Platform Enterprise の内容は協力会社の定める Platform 製品紹介
（https://www.box.com/ja-jp/platform）によります。
・本規約に加え、協力会社の Platform Addendum
（https://cloud.app.box.com/s/s3nbbi7q1h7dqgylls4l0ifauxnznh3h）で定義される利用規
約への同意が必要です。
・Platform Enterprise の初回契約を行うにあたり、すべての追加条件と提供仕様に関する、
協力会社の Platform チームと技術チームによる Consulting が必要であり、
Custom Consulting
の契約が必要です。
・Platform Enterprise の初回契約を行うにあたり、Enterprise with Zones、Governance、
Zones-Multi、KeySafe のうち既に契約中のもの全てについて、対応する Platform Add-on
（Platform Zones は Enterprise with Zones に対応、Platform Governance は Governance に
対応、Platform Zones-Multi は Zones-Multi に対応、Platform KeySafe は KeySafe に対応）
の契約が必要です。
・Platform Enterprise の契約追加を行うにあたり、既に契約中の Platform Add-on（Platform
Zones、Platform Governance、Platform Zones-Multi、Platform KeySafe）のうち既に契約
中のもの全てについて、契約を追加する必要があります。
・Platform Enterprise の初回契約を行うにあたり、Platform Premier の契約が必要です。
・Platform Enterprise の契約追加を行うにあたり、契約中の Platform Premier について、
契約を追加する必要があります。
・協力会社の Platform Enterprise をカテゴリー1 の Core(VPN 型)(Enterprise 以上)と同一
テナント(EID)にて利用可能とするもの。ただし、Core のみに特化した機能※が不要な場合に
は、カテゴリー1 の Core と同時契約しないことも可能。※協力会社の定める機能比較表
(FeatureMatrix)（https://cloud.box.com/s/ai6nrj4byknmlzgsaxtr32ihuhov3e1v）における
機能から、Governance、Platform、Zones、Zones-Multi、KeySafe、Premier、Consulting を
除いたもの。
・Platform Enterprise(INT 型)の最低購入単位である 1 個のみを契約することにより月間 API
コール数 175,000API コール、月間アクティブユーザー数 100MAU、月間データ転送量 125GB、
及びストレージ容量 125GB の権利が付与されます。Platform Enterprise(VPN 型)の 2 個目以
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Digital Workplace
II(INT 型)
【Digital Workplace
II(INT 型)】

Digital Workplace
II(VPN 型)
【Digital Workplace
II(VPN 型)】

Digital Workplace
Global II(INT 型)
【Digital Workplace
Global II(INT 型)】

上の購入契約により別表に記載の通り権利の増加が可能。
・Platform(VPN 型)及びオプションの Platform MAU(VPN 型)に含まれる MAU(月間アクティブ
ユーザー数)の総和に相当する人数が BOV サービス接続回線経由で利用可能となります。
・Platform Enterprise の内容は協力会社の定める Platform 製品紹介
（https://www.box.com/ja-jp/platform）によります。
・本規約に加え、協力会社の Platform Addendum
（https://cloud.app.box.com/s/s3nbbi7q1h7dqgylls4l0ifauxnznh3h）で定義される利用規
約への同意が必要です。
・Platform Enterprise の初回契約を行うにあたり、すべての追加条件と提供仕様に関する、
協力会社の Platform チームと技術チームによる Consulting が必要であり、
Custom Consulting
の契約が必要です。
・Platform Enterprise の初回契約を行うにあたり、Enterprise with Zones、Governance、
Zones-Multi、KeySafe のうち既に契約中のもの全てについて、対応する Platform Add-on
（Platform Zones は Enterprise with Zones に対応、Platform Governance は Governance に
対応、Platform Zones-Multi は Zones-Multi に対応、Platform KeySafe は KeySafe に対応）
の契約が必要です。
・Platform Enterprise の契約追加を行うにあたり、既に契約中の Platform Add-on（Platform
Zones、Platform Governance、Platform Zones-Multi、Platform KeySafe）のうち既に契約
中のもの全てについて、契約を追加する必要があります。
・Platform Enterprise の初回契約を行うにあたり、Platform Premier の契約が必要です。
・Platform Enterprise の契約追加を行うにあたり、契約中の Platform Premier について、
契約を追加する必要があります。
・協力会社の Digital Workplace II をインターネット経由で利用可能とするもの。
・Digital Workplace II は、Enterprise、Governance、Shield、Relay、及び Premier Support
の権利を含むもの。
・Digital Workplace II の内容は協力会社の定める機能一覧表(FeatureMatrix)
（https://cloud.box.com/s/vluv9d4hg5mtpn9vx6gc80iojhrmw1hh）によります。
・Digital Workplace II(INT 型)の契約金額が年額 400 万円以上となる場合に契約可能。ただ
し、協力会社の定める為替レートの変動により適用条件が変更となる場合があります。
・Digital Workplace II の初回契約を行うにあたり、Custom Consulting の契約が必要です。
・総契約金額が年額 800 万円以上となる場合には、お客様の要求に応じて GxP
（https://cloud.box.com/shared/static/n0bf1i3fl0aea4kujl1wl2d0ld7azjv7.pdf）を有効
にできます。ただし、協力会社の定める為替レートの変動により適用条件が変更となる場合
があります。
・協力会社の Digital Workplace II を BOV サービス接続回線経由で利用可能とするもの。
・Digital Workplace II は、Enterprise、Governance、Shield、Relay、及び Premier Support
の権利を含むもの。
・Digital Workplace II の内容は協力会社の定める機能一覧表(FeatureMatrix)
（https://cloud.box.com/s/vluv9d4hg5mtpn9vx6gc80iojhrmw1hh）によります。
・Digital Workplace II(INT 型)の契約金額が年額 400 万円以上となる場合に契約可能。ただ
し、協力会社の定める為替レートの変動により適用条件が変更となる場合があります。
・Digital Workplace II の初回契約を行うにあたり、Custom Consulting の契約が必要です。
・総契約金額が年額 800 万円以上となる場合には、お客様の要求に応じて GxP
（https://cloud.box.com/shared/static/n0bf1i3fl0aea4kujl1wl2d0ld7azjv7.pdf）を有効
にできます。ただし、協力会社の定める為替レートの変動により適用条件が変更となる場合
があります。
・協力会社の Digital Workplace Global II をインターネット経由で利用可能とするもの。
・本規約に加え、協力会社の Zones-Multi Addendum
（https://cloud.box.com/s/vriccs78bm25r36afpt7sv8onvdpfcpq）で定義される利用規約へ
の同意が必要です。
・Digital Workplace Global II は、Enterprise、Governance、Zones-Multi、Shield、Relay、
及び Premier Support の権利を含むもの。
・Digital Workplace Global II の内容は協力会社の定める機能一覧表(FeatureMatrix)
（https://cloud.box.com/s/vluv9d4hg5mtpn9vx6gc80iojhrmw1hh）によります。
・Digital Workplace Global II(INT 型)の契約金額が年額 500 万円以上となる場合に契約可
能。ただし、協力会社の定める為替レートの変動により適用条件が変更となる場合がありま
す。
・Digital Workplace Global II の初回契約を行うにあたり、Custom Consulting の契約が必
要です。
・総契約金額が年額 800 万円以上となる場合には、お客様の要求に応じて GxP
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（https://cloud.box.com/shared/static/n0bf1i3fl0aea4kujl1wl2d0ld7azjv7.pdf）を有効
にできます。ただし、協力会社の定める為替レートの変動により適用条件が変更となる場合
があります。
Digital Workplace
・協力会社の Digital Workplace Global II を BOV サービス接続回線経由で利用可能とする
Global II(VPN 型)
もの。
【Digital Workplace
・本規約に加え、協力会社の Zones-Multi Addendum
Global II(VPN 型)】
（https://cloud.box.com/s/vriccs78bm25r36afpt7sv8onvdpfcpq）で定義される利用規約へ
の同意が必要です。
・Digital Workplace Global II は、Enterprise、Governance、Zones-Multi、Shield、Relay、
及び Premier Support の権利を含むもの。
・Digital Workplace Global II の内容は協力会社の定める機能一覧表(FeatureMatrix)
（https://cloud.box.com/s/vluv9d4hg5mtpn9vx6gc80iojhrmw1hh）によります。
・Digital Workplace Global II(INT 型)の契約金額が年額 500 万円以上となる場合に契約可
能。ただし、協力会社の定める為替レートの変動により適用条件が変更となる場合がありま
す。
・Digital Workplace Global II の初回契約を行うにあたり、Custom Consulting の契約が必
要です。
・総契約金額が年額 800 万円以上となる場合には、お客様の要求に応じて GxP
（https://cloud.box.com/shared/static/n0bf1i3fl0aea4kujl1wl2d0ld7azjv7.pdf）を有効
にできます。ただし、協力会社の定める為替レートの変動により適用条件が変更となる場合
があります。
Digital Business II(INT ・協力会社の Digital Business II をインターネット経由で利用可能とするもの。
型)
・本規約に加え、協力会社の Platform Addendum
【Digital Business
（https://cloud.box.com/s/dwzfac3kgioqioi58y44vi2dgcobhkva）で定義される利用規約へ
II(INT 型)】
の同意が必要です。
・Digital Business II は、Enterprise、Governance、Shield、Relay、32GB ファイルがアッ
プロードできる権利、Premier Support 及び Platform（Platform は月間 API コール数
1,000,000API コール、月間アクティブユーザー数 1,000MAU、Platform Governance、Platform
Premier、Premier Support を含む）の権利を含むもの。
・Digital Business II の内容は協力会社の定める機能一覧表(FeatureMatrix)
（https://cloud.box.com/s/vluv9d4hg5mtpn9vx6gc80iojhrmw1hh）によります。
・Digital Business II(INT 型)の契約金額が年額 600 万円以上となる場合に契約可能。ただ
し、協力会社の定める為替レートの変動により適用条件が変更となる場合があります。
・Digital Business II の初回契約を行うにあたり、Custom Consulting の契約が必要です。
・総契約金額が年額 800 万円以上となる場合には、お客様の要求に応じて GxP
（https://cloud.box.com/shared/static/n0bf1i3fl0aea4kujl1wl2d0ld7azjv7.pdf）を有効
にできます。ただし、協力会社の定める為替レートの変動により適用条件が変更となる場合
があります。
Digital Business II(VPN ・協力会社の Digital Business II を BOV サービス接続回線経由で利用可能とするもの。
型)
・Digital Business II(VPN 型)を契約することにより月間アクティブユーザー数 1,000MAU
【Digital Business
が BOV サービス接続回線経由で利用する権利が付与されます。
II(VPN 型)】
・本規約に加え、協力会社の Platform Addendum
（https://cloud.box.com/s/dwzfac3kgioqioi58y44vi2dgcobhkva）で定義される利用規約へ
の同意が必要です。
・Digital Business II は、Enterprise、Governance、Shield、Relay、32GB ファイルがアッ
プロードできる権利、Premier Support 及び Platform（Platform は月間 API コール数
1,000,000API コール、月間アクティブユーザー数 1,000MAU、Platform Governance、Platform
Premier、Premier Support を含む）の権利を含むもの。
・Digital Business II の内容は協力会社の定める機能一覧表(FeatureMatrix)
（https://cloud.box.com/s/vluv9d4hg5mtpn9vx6gc80iojhrmw1hh）によります。
・Digital Business II(INT 型)の契約金額が年額 800 万円以上となる場合に契約可能。ただ
し、協力会社の定める為替レートの変動により適用条件が変更となる場合があります。
・Digital Business II の初回契約を行うにあたり、Custom Consulting の契約が必要です。
・総契約金額が年額 800 万円以上となる場合には、お客様の要求に応じて GxP
（https://cloud.box.com/shared/static/n0bf1i3fl0aea4kujl1wl2d0ld7azjv7.pdf）を有効
にできます。ただし、協力会社の定める為替レートの変動により適用条件が変更となる場合
があります。
Digital Business Global ・協力会社の Digital Business Global II をインターネット経由で利用可能とするもの。
II(INT 型)
・本規約に加え、協力会社の Platform Addendum
【Digital Business
（https://cloud.box.com/s/dwzfac3kgioqioi58y44vi2dgcobhkva）で定義される利用規約へ
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Global II(INT 型)】

の同意が必要です。
・本規約に加え、協力会社の Zones-Multi Addendum
（https://cloud.box.com/s/vriccs78bm25r36afpt7sv8onvdpfcpq）で定義される利用規約へ
の同意が必要です。
・Digital Business Global II は、Enterprise、Governance、Shield、Relay、Zones-Multi、
32GB ファイルがアップロードできる権利、Premier Support 及び Platform（Platform は月間
API コール数 1,000,000API コール、月間アクティブユーザー数 1,000MAU、Platform
Governance、Platform Zones-Multi、Platform Premier、Premier Support を含む）の権利を
含むもの。
・Digital Business Global II の内容は協力会社の定める機能一覧表(FeatureMatrix)
（https://cloud.box.com/s/vluv9d4hg5mtpn9vx6gc80iojhrmw1hh）によります。
・Digital Business Global II(INT 型)の契約金額が年額 600 万円以上となる場合に契約可能。
ただし、協力会社の定める為替レートの変動により適用条件が変更となる場合があります。
・Digital Business Global II の初回契約を行うにあたり、Custom Consulting の契約が必
要です。
・総契約金額が年額 800 万円以上となる場合には、お客様の要求に応じて GxP
（https://cloud.box.com/shared/static/n0bf1i3fl0aea4kujl1wl2d0ld7azjv7.pdf）を有効
にできます。ただし、協力会社の定める為替レートの変動により適用条件が変更となる場合
があります。
Digital Business Global ・協力会社の Digital Business Global II を BOV サービス接続回線経由で利用可能とするも
II(VPN 型)
の。
【Digital Business
・Digital Business Global II(VPN 型)を契約することにより月間アクティブユーザー数
Global II(VPN 型)】
1,000MAU が BOV サービス接続回線経由で利用する権利が付与されます。
・本規約に加え、協力会社の Platform Addendum
（https://cloud.box.com/s/dwzfac3kgioqioi58y44vi2dgcobhkva）で定義される利用規約へ
の同意が必要です。
・本規約に加え、協力会社の Zones-Multi Addendum
（https://cloud.box.com/s/vriccs78bm25r36afpt7sv8onvdpfcpq）で定義される利用規約へ
の同意が必要です。
・Digital Business Global II は、Enterprise、Governance、Shield、Relay、Zones-Multi、
32GB ファイルがアップロードできる権利、Premier Support 及び Platform（Platform は月間
API コール数 1,000,000API コール、月間アクティブユーザー数 1,000MAU、Platform
Governance、Platform Zones-Multi、Platform Premier、Premier Support を含む）の権利を
含むもの。
・Digital Business Global II の内容は協力会社の定める機能一覧表(FeatureMatrix)
（https://cloud.box.com/s/vluv9d4hg5mtpn9vx6gc80iojhrmw1hh）によります。
・Digital Business Global II(INT 型)の契約金額が年額 800 万円以上となる場合に契約可能。
ただし、協力会社の定める為替レートの変動により適用条件が変更となる場合があります。
・Digital Business Global II の初回契約を行うにあたり、Custom Consulting の契約が必
要です。
・総契約金額が年額 800 万円以上となる場合には、お客様の要求に応じて GxP
（https://cloud.box.com/shared/static/n0bf1i3fl0aea4kujl1wl2d0ld7azjv7.pdf）を有効
にできます。ただし、協力会社の定める為替レートの変動により適用条件が変更となる場合
があります。
※協力会社及び当社が認めた場合、最低利用条件はこの限りではない。
※Platform プランとは、Platform Enterprise(VPN 型) 、Digital Business II(VPN 型)、Digital Business Global II(VPN
型)、Platform Enterprise(INT 型) 、Digital Business II(INT 型)、Digital Business Global II(INT 型)を指します。
※Platform Enterprise プランとは、Platform Enterprise(VPN 型)、Platform Enterprise(INT 型)を指します。
※Digital Business プランとは、Digital Business II(VPN 型)、Digital Business Global II(VPN 型)、Digital Business
II(INT 型)、Digital Business Global II(INT 型)を指します。
※Digital プランとは、Digital Workplace II(VPN 型)、Digital Workplace Global II(VPN 型)、Digital Business II(VPN
型)、Digital Business Global II(VPN 型)、Digital Workplace II(INT 型)、Digital Workplace Global II(INT 型)、
Digital Business II(INT 型)、Digital Business Global II(INT 型)を指します。
※Core プランとは、Business(VPN 型)、Business Plus(VPN 型)、Enterprise(VPN 型)、Business Plus with Zones(VPN
型)、Enterprise with Zones(VPN 型)、Business Plus Governance(VPN 型)、Enterprise Governance(VPN 型)、Digital
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Workplace II(VPN 型)、Digital Workplace Global II(VPN 型)、Digital Business II(VPN 型)、Digital Business Global
II(VPN 型)、
Business(INT 型)、
Business Plus(INT 型)、
Enterprise(INT 型)、
Business Plus with Zones(INT 型)、
Enterprise
with Zones(INT 型)、Business Plus Governance(INT 型)、Enterprise Governance(INT 型)、Digital Workplace II(INT
型)、Digital Workplace Global II(INT 型)、Digital Business II(INT 型)、Digital Business Global II(INT 型)を指
します。
※Core(VPN 型)プランとは、Business(VPN 型)、
Business Plus(VPN 型)、Enterprise(VPN 型)、
Business Plus with Zones(VPN
型)、Enterprise with Zones(VPN 型)、Business Plus Governance(VPN 型)、Enterprise Governance(VPN 型)、Digital
Workplace II(VPN 型)、Digital Workplace Global II(VPN 型)、Digital Business II(VPN 型)、Digital Business Global
II(VPN 型)を指します。
※Core(VPN 型)(Business Plus 以上)プランとは、Business Plus(VPN 型)、Enterprise(VPN 型)、Business Plus with
Zones(VPN 型)、Enterprise with Zones(VPN 型)、Business Plus Governance(VPN 型)、Enterprise Governance(VPN 型)、
Digital Workplace II(VPN 型)、Digital Workplace Global II(VPN 型)、Digital Business II(VPN 型)、Digital Business
Global II(VPN 型)を指します。
※Core(VPN 型)(Enterprise 以上)プランとは、Enterprise(VPN 型)、Enterprise with Zones(VPN 型)、Enterprise
Governance(VPN 型)、Digital Workplace II(VPN 型)、Digital Workplace Global II(VPN 型)、Digital Business II(VPN
型)、Digital Business Global II(VPN 型)を指します。
※Core(INT 型)プランとは、Business(INT 型)、
Business Plus(INT 型)、Enterprise(INT 型)、
Business Plus with Zones(INT
型)、Enterprise with Zones(INT 型)、Business Plus Governance(INT 型)、Enterprise Governance(INT 型)、Digital
Workplace II(INT 型)、Digital Workplace Global II(INT 型)、Digital Business II(INT 型)、Digital Business Global
II(INT 型)を指します。
※Core(INT 型)(Business Plus 以上)プランとは、Business Plus(INT 型)、Enterprise(INT 型)、Business Plus with
Zones(INT 型)、Enterprise with Zones(INT 型)、Business Plus Governance(INT 型)、Enterprise Governance(INT 型)、
Digital Workplace II(INT 型)、Digital Workplace Global II(INT 型)、Digital Business II(INT 型)、Digital Business
Global II(INT 型)を指します。
※Core(INT 型)(Enterprise 以上)プランとは、Enterprise(INT 型)、Enterprise with Zones(INT 型)、Enterprise
Governance(INT 型)、Digital Workplace II(INT 型)、Digital Workplace Global II(INT 型)、Digital Business II(INT
型)、Digital Business Global II(INT 型)を指します。
※Core(Business Plus 以上)プランとは、Business Plus(VPN 型)、Enterprise(VPN 型)、Business Plus with Zones(VPN
型)、Enterprise with Zones(VPN 型)、Business Plus Governance(VPN 型)、Enterprise Governance(VPN 型)、Digital
Workplace II(VPN 型)、Digital Workplace Global II(VPN 型)、Digital Business II(VPN 型)、Digital Business Global
II(VPN 型)、Business Plus(INT 型)、Enterprise(INT 型)、Business Plus with Zones(INT 型)、Enterprise with Zones(INT
型)、Business Plus Governance(INT 型)、Enterprise Governance(INT 型)、Digital Workplace II(INT 型)、Digital
Workplace Global II(INT 型)、Digital Business II(INT 型)、Digital Business Global II(INT 型)を指します。
※Core(Enterprise 以上)プランとは、Enterprise(VPN 型)、Enterprise with Zones(VPN 型)、Enterprise Governance(VPN
型)、
Digital Workplace II(VPN 型)、
Digital Workplace Global II(VPN 型)、
Digital Business II(VPN 型)、
Digital Business
Global II(VPN 型)、Enterprise(INT 型)、Enterprise with Zones(INT 型)、Enterprise Governance(INT 型)、Digital
Workplace II(INT 型)、Digital Workplace Global II(INT 型)、Digital Business II(INT 型)、Digital Business Global
II(INT 型)を指します。
※Platform Enterprise の契約単位である個数に応じて含まれる権利を示す別表
※Platform
月間アクティブユー
月間データ転送量
ストレージ容量
Enterprise
ザー(MAU)
(Bandwidth)GB
(Storage)GB
個数

月間 API コール数
(API Call)

1

100

125

125

175,000

2

200

250

250

350,000

3

300

375

375

525,000

4

400

500

500

700,000

5

500

625

625

875,000

6

600

709

709

992,000

21

7

700

792

792

1,109,000

8

800

876

876

1,226,000

9

900

959

959

1,343,000

10

1,000

1,043

1,043

1,460,000

20

2,000

1,913

1,913

2,678,000

30

3,000

2,718

2,718

3,805,000

40

4,000

3,463

3,463

4,847,000

50

5,000

4,208

4,208

5,890,000

60

6,000

4,898

4,898

6,857,000

70

7,000

5,588

5,588

7,823,000

80

8,000

6,256

6,256

8,758,000

90

9,000

6,903

6,903

9,664,000

100

10,000

7,550

7,550

10,570,000

200

20,000

13,765

13,765

19,271,000

300

30,000

19,505

19,505

27,307,000

400

40,000

24,810

24,810

34,734,000

500

50,000

30,115

30,115

42,161,000

（3）カテゴリー２にて規定する提供サービスは以下のとおりとし、BOV サービス契約者が具体的に利用できるサービス
の詳細については（https://www.ntt.com/business/contact.html）を窓口として案内するものとします。
プラン名
内容及び条件等
【略称】
VPN-GW for Box
Box サービスへの接続サービス。最低利用 ID 数は 20ID であり、別に BOV サービス契約者
【VPN-GW for Box（ID 型）
】 が契約中の Box サービス契約の契約 ID 数と同数の契約が必要です。Box サービス契約が
ID 単位の契約であっても Platform の MAU（月間アクティブユーザー数）を含む場合には、
その MAU 数の合計と同数の VPN-GW for Box（MAU 型）の契約が必要です。
VPN-GW for Box（MAU 型）
Box サービスへの接続サービス。最低利用 MAU（Platform Enterprise 及び Platform MAU
【VPN-GW for Box（MAU 型）
】 に含まれる総和）数は 100MAU であり、別に BOV サービス契約者が契約中の Box サービス
契約に含まれる MAU 数と同数の契約が必要です。
（4）オプションにて規定する各種付帯サービスは以下のとおりとし、BOV サービス契約者が具体的に利用できるサービ
ス の 詳 細 に つ い て は 協 力 会 社 が （ https://www.box.com/ja-jp/pricing ） に て 定 め る と こ ろ に よ る も の と し 、
（https://www.ntt.com/business/contact.html）を窓口として案内するものとします。
プラン名
【略称】
Box KeySafe with AWS KMS
【KeySafe】

内容及び条件等
・協力会社の KeySafe with AWS KMS をカテゴリー1 の Core(Business Plus 以上)プランで
利用可能とするもの。
・KeySafe with AWS KMS の内容は協力会社の定める KeySafe 製品紹介
（https://www.box.com/ja-jp/security/keysafe）によります。
・AWS(Amazon Web Services)社の KMS(Key Management Service)のご契約が別途必要にな
ります。
・本規約に加え、協力会社の KeySafe KMS Addendum
（https://cloud.box.com/s/i7bf2ihx2cc4oeyyffvn88od5khwze68）で定義される利用規約
への同意が必要です。
・Core(Business Plus 以上)プランにアドオン可能です。
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Box Skills Kit
【Custom Skills】

Box Governance
【Governance】

DICOM オプション for エ
ンタープライズ
【DICOM】

Box Relay
【Relay】

・Core(Business Plus 以上)プランの契約 ID 数と同数とする必要があります。
・KeySafe の契約金額が年額 48 万円以上となる場合に利用可能。ただし、協力会社の定め
る為替レートの変動により適用条件が変更となる場合があります。
・KeySafe の初回契約を行うにあたり、Setup for Box KeySafe with AWS KMS の契約が必
要です。
・KeySafe の初回契約を行うにあたり、Premier Support の契約が必要です。
・KeySafe と Core(Business Plus 以上)プランの契約追加を行うにあたり、
契約中の Premier
Support について、契約を追加する必要があります。
・Platform プランと同一テナントで KeySafe 機能を使うためには、KeySafe に加え、
Platform KeySafe の契約が必要です。
・協力会社の Custom Skills をカテゴリー1 の Core(Business Plus 以上)プランまたは
Platform プランで利用可能とするもの。
・Custom Skills の内容は協力会社の定める Skills 製品紹介
（https://www.box.com/ja-jp/skills）によります。
・本規約に加え、協力会社の Platform Addendum
（https://cloud.box.com/s/dwzfac3kgioqioi58y44vi2dgcobhkva）で定義される利用規約
への同意が必要です。
・Custom Skills の 1 個は、月間 API コール数 3,000API コール及び月間データ転送量 10GB
の権利を含みます。
・Core(Business Plus 以上)または Platform プランにアドオン可能です。
・Platform プランへの Add-on として契約する場合、Custom Skills の初回契約を行うに
あたり、すべての追加条件と提供仕様に関する、協力会社の Platform チームと技術チー
ムによる Consulting が必要であり、Custom Consulting の契約が必要です。
・Platform プランへの Add-on として契約する場合、Custom Skills の初回契約を行うに
あたり、Enterprise with Zones、Governance、Zones-Multi、KeySafe のうち既に契約中
のもの全てについて、対応する Platform Add-on（Platform Zones は Enterprise with Zones
に対応、Platform Governance は Governance に対応、Platform Zones-Multi は Zones-Multi
に対応、Platform KeySafe は KeySafe に対応）の契約が必要です。
・Platform プランへの Add-on として契約している場合、Custom Skills の契約追加を行
うにあたり、既に契約中の Platform Add-on（Platform Zones、Platform Governance、
Platform Zones-Multi、Platform KeySafe）のうち既に契約中のもの全てについて、契約
を追加する必要があります。
・Platform プランへの Add-on として契約する場合、Custom Skills の初回契約を行うに
あたり、Platform Premier の契約が必要です。
・Platform プランへの Add-on として契約している場合、Custom Skills の契約追加を行
うにあたり、契約中の Platform Premier について、契約を追加する必要があります。
・協力会社の Governance をカテゴリー1 の Core(Business Plus 以上)プランで利用可能と
するもの。
・Governance の内容は協力会社の定める Governance 製品紹介
（https://www.box.com/ja-jp/security/governance-and-compliance）によります。
・Core(Business Plus 以上)プランにアドオン可能です。
・Core(Business Plus 以上)プランの契約 ID 数と同数とする必要があります。
・Governance の総額は Core(Business Plus 以上)プランの総額の 23%以上となることが必
要です。
・500ID 未満の場合、Box Governance Setup の契約が必要です。
・500ID 以上の場合、Custom Consulting の契約が必要です。
・協力会社の DICOM サービスをカテゴリー1 のエンタープライズ Core(Enterprise 以上)
プラン（VPN 型）及びエンタープライズプラン（INT 型）で利用可能とするもの。
・DICOM の内容は協力会社の定める DICOM 製品紹介（https://boxdicom.com/）によります。
・Core(Enterprise 以上)プランにアドオン可能です。
・Core(Enterprise 以上)プランの契約 ID 数と同数とする必要があります。
・DICOM の契約金額が年額 120 万円以上となる場合に利用可能。ただし、協力会社の定め
る為替レートの変動により適用条件が変更となる場合があります。
・協力会社の Box Relay サービスをカテゴリー1 の Core(Business Plus 以上)プラン BOV
サービス上で利用可能とするもの。
・Relay の内容は協力会社の定める Relay 製品紹介
（https://www.box.com/ja-jp/collaboration/relay-workflow）によります。
・Core(Business Plus 以上)プランにアドオン可能です。
・Core(Business Plus 以上)プランの契約 ID 数と同数とする必要があります。
・Custom Consulting の契約が必要です。
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MultiZones
【Zones-Multi】

・協力会社の Zones-Multi をカテゴリー1 の Core(Enterprise 以上)プランで利用可能とす
るもの。
・Zones-Multi の内容は協力会社の定める Zones 製品紹介
（https://www.box.com/ja-jp/zones）によります。
・本規約に加え、協力会社の Zones-Multi Addendum
（https://cloud.box.com/s/vriccs78bm25r36afpt7sv8onvdpfcpq）で定義される利用規約
への同意が必要です。
・Core(Enterprise 以上)プランにアドオン可能です。
・Core(Enterprise 以上)プランの契約 ID 数と同数とする必要があります。
・最低利用 ID 数 10ID
・更新時の追加は 3ID 以上のみ可
・契約中の追加は 5ID 以上のみ可
・Zones-Multi の初回契約を行うにあたり、Custom Consulting の契約が必要です。
・Zones-Multi におけるデータ保存地域(Zone)の追加を行うにあたり、見積と契約を追加
する必要があります。
・Premier Support の契約が必要です。
Shield
・協力会社の Shield をカテゴリー1 の Core(Enterprise 以上)プランで利用可能とするも
【Shield】
の。
・Shield の内容は協力会社の定める Shield 製品紹介
（https://www.box.com/ja-jp/shield）
によります。
・Core(Enterprise 以上)プランにアドオン可能です。
・Core(Enterprise 以上)プランの契約 ID 数と同数とする必要があります。
・Shield の初回契約を行うにあたり、Custom Consulting の契約が必要です。及び
・Premier Support の契約が必要です。
Platform Enterprise（VPN カテゴリー1 の Platform Enterprise(VPN 型)プラットフォーム（VPN 型）をカテゴリー1
型）
の Core(VPN 型)(Enterprise 以上)プランで利用可能とするもの。
【Platform Enterprise
内容はカテゴリー1 の Platform Enterprise(VPN 型)プラットフォーム（VPN 型）のものと
（VPN 型）
】
同一。
Platform Enterprise（INT カテゴリー1 の Platform Enterprise(INT 型)プラットフォーム（INT 型）をカテゴリー1
型）
の Core(INT 型)(Enterprise 以上)プランで利用可能とするもの。
【Platform Enterprise
内容はカテゴリー1 の Platform Enterprise(INT 型)プラットフォーム（INT 型）のものと
（INT 型）
】
同一。
Platform Governance
・協力会社の Platform Governance をカテゴリー1 の Platform Enterprise プランと同一
【Platform Governance】
テナント(EID)で利用可能とするもの。
・Platform Governance の内容は協力会社の定める Governance 製品紹介
（https://www.box.com/ja-jp/security/governance-and-compliance）によります。
・本規約に加え、協力会社の Platform Addendum
（https://cloud.app.box.com/s/s3nbbi7q1h7dqgylls4l0ifauxnznh3h）で定義される利用
規約への同意が必要です。
・Platform Governance の総額は Platform プランの総額の 20%以上となることが必要です。
・Platform Governance の初回契約を行うにあたり、すべての追加条件と提供仕様に関す
る、協力会社の Platform チームと技術チームによる Consulting が必要であり、Custom
Consulting の契約が必要です。
・Platform Enterprise の初回契約を行うにあたり、Governance の契約に加え、Platform
Governance の契約が必要です。
・Platform Enterprise の契約追加を行うにあたり、既に契約中の Platform Governance
について、契約を追加する必要があります。
・Platform プランをカテゴリー1 の Core(Enterprise 以上)プランと同一テナント(EID)に
て利用している場合、
Core(Enterprise 以上)プランの契約追加及び Core(Enterprise 以上)
プランの Add-on の契約追加を行うにあたり、既に契約中の Platform Governance につい
て、契約を追加する必要があります。
・Platform Governance の初回契約を行うにあたり、Platform Premier の契約が必要です。
・Platform Governance の契約追加を行うにあたり、契約中の Platform Premier について、
契約を追加する必要があります。
Platform KeySafe
・協力会社の Platform KeySafe をカテゴリー1 の Platform プランと同一テナント(EID)
【Platform KeySafe】
で利用可能とするもの。
・Platform KeySafe の内容は協力会社の定める KeySafe 製品紹介
（https://www.box.com/ja-jp/security/keysafe）によります。
・本規約に加え、協力会社の KeySafe KMS Addendum
（https://cloud.box.com/s/i7bf2ihx2cc4oeyyffvn88od5khwze68）で定義される利用規約
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への同意が必要です。
・Platform KeySafe の総額は Platform プランの総額の 20%以上となることが必要です。
・Platform KeySafe の単一テナント(EID)における契約金額が年額 180 万円以上となる場
合に利用可能。ただし、協力会社の定める為替レートの変動により適用条件が変更となる
場合があります。
・Platform KeySafe の初回契約を行うにあたり、すべての追加条件と提供仕様に関する、
協力会社の Platform チームと技術チームによる Consulting が必要であり、Custom
Consulting の契約が必要です。
・Platform Enterprise の初回契約を行うにあたり、KeySafe の契約に加え、Platform
KeySafe の契約が必要です。
・Platform Enterprise の契約追加を行うにあたり、既に契約中の Platform KeySafe につ
いて、契約を追加する必要があります。
・Platform プランをカテゴリー1 の Core(Enterprise 以上)プランと同一テナント(EID)に
て利用している場合、
Core(Enterprise 以上)プランの契約追加及び Core(Enterprise 以上)
プランの Add-on の契約追加を行うにあたり、既に契約中の Platform KeySafe について、
契約を追加する必要があります。
・KeySafe の初回契約を行うにあたり、Setup for Box KeySafe with AWS KMS の契約が必
要です。
・Platform KeySafe の初回契約を行うにあたり、Platform Premier の契約が必要です。
・Platform KeySafe の契約追加を行うにあたり、契約中の Platform Premier について、
契約を追加する必要があります。
Platform Zones
・協力会社の Platform Zones をカテゴリー1 の Platform Enterprise プランと同一テナン
【Platform Zones】
ト(EID)で利用可能とするもの。
・Zones の内容は協力会社の定める Zones 製品紹介（https://www.box.com/ja-jp/zones）
によります。
・本規約に加え、協力会社の Zones Addendum
（https://cloud.app.box.com/s/rlm7mie5l9z61t2vghziabmvmyhunttj）で定義される利用
規約への同意が必要です。
・Platform Zones の総額は Platform プランの総額の 20%以上となることが必要です。
・Platform Zones の初回契約を行うにあたり、すべての追加条件と提供仕様に関する、協
力会社の Platform チームと技術チームによる Consulting が必要であり、Custom
Consulting の契約が必要です。
・Platform Enterprise の初回契約を行うにあたり、Enterprise with Zones の契約に加
え、Platform Zones の契約が必要です。
・Platform Enterprise の契約追加を行うにあたり、既に契約中の Platform Zones につい
て、契約を追加する必要があります。
・Platform プランをカテゴリー1 の Core(Enterprise 以上)プランと同一テナント(EID)に
て利用している場合、
Core(Enterprise 以上)プランの契約追加及び Core(Enterprise 以上)
プランの Add-on の契約追加を行うにあたり、既に契約中の Platform Zones について、契
約を追加する必要があります。
・Platform Zones の初回契約を行うにあたり、Platform Premier の契約が必要です。
・Platform Zones の契約追加を行うにあたり、契約中の Platform Premier について、契
約を追加する必要があります。
Platform Zones-Multi
・協力会社の Platform Zones-Multi をカテゴリー1 の Platform Enterprise プランと同一
【Platform Zones-Multi】 テナント(EID)で利用可能とするもの。
・Zones-Multi の内容は協力会社の定める Zones 製品紹介
（https://www.box.com/ja-jp/zones）によります。
・本規約に加え、協力会社の Zones-Multi Addendum
（https://cloud.box.com/s/vriccs78bm25r36afpt7sv8onvdpfcpq）で定義される利用規約
への同意が必要です。
・Platform Zones-Multi の総額は Platform プランの総額の 20%以上となることが必要で
す。
・Platform Zones-Multi の初回契約を行うにあたり、すべての追加条件と提供仕様に関す
る、協力会社の Platform チームと技術チームによる Consulting が必要であり、Custom
Consulting の契約が必要です。
・Platform Enterprise の初回契約を行うにあたり、Zones-Multi の契約に加え、Platform
Zones-Multi の契約が必要です。
・Platform Enterprise の契約追加を行うにあたり、既に契約中の Platform Zones-Multi
について、契約を追加する必要があります。
・Platform プランをカテゴリー1 の Core(Enterprise 以上)プランと同一テナント(EID)に
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Platform Storage
【Platform Storage】

Platform Bandwidth
【Platform Bandwidth】

Platform MAU(VPN 型)
【Platform MAU(VPN 型)】

Platform MAU(INT 型)
【Platform MAU(INT 型)】

Platform APICalls

て利用している場合、
Core(Enterprise 以上)プランの契約追加及び Core(Enterprise 以上)
プランの Add-on の契約追加を行うにあたり、既に契約中の Platform Zones-Multi につい
て、契約を追加する必要があります。
・Platform Zones-Multi の初回契約を行うにあたり、Platform Premier の契約が必要で
す。
・Platform Zones-Multi の契約追加を行うにあたり、契約中の Platform Premier につい
て、契約を追加する必要があります。
・協力会社の Platform Storage をカテゴリー1 の Platform プランと同一テナント(EID)
で利用可能とするもの。
・Platform Storage の最低購入単位である 1,000GB を契約することによりストレージ容量
1,000GB の権利が付与されます。
・本規約に加え、協力会社の Platform Addendum
（https://cloud.app.box.com/s/s3nbbi7q1h7dqgylls4l0ifauxnznh3h）で定義される利用
規約への同意が必要です。
・Platform Storage の初回契約を行うにあたり、すべての追加条件と提供仕様に関する、
協力会社の Platform チームと技術チームによる Consulting が必要であり、Custom
Consulting の契約が必要です。
・Platform Storage の初回契約を行うにあたり、Platform Premier の契約が必要です。
・Platform Storage の契約追加を行うにあたり、契約中の Platform Premier について、
契約を追加する必要があります。
・協力会社の Platform Bandwidth をカテゴリー1 の Platform プランと同一テナント(EID)
で利用可能とするもの。
・Platform Bandwidth の最低購入単位である 1,000GB を契約することにより月間データ転
送量 1,000GB の権利が付与されます。
・本規約に加え、協力会社の Platform Addendum
（https://cloud.app.box.com/s/s3nbbi7q1h7dqgylls4l0ifauxnznh3h）で定義される利用
規約への同意が必要です。
・Platform Bandwidth の初回契約を行うにあたり、すべての追加条件と提供仕様に関する、
協力会社の Platform チームと技術チームによる Consulting が必要であり、Custom
Consulting の契約が必要です。
・Platform Bandwidth の初回契約を行うにあたり、Platform Premier の契約が必要です。
・Platform Bandwidth の契約追加を行うにあたり、契約中の Platform Premier について、
契約を追加する必要があります。
・協力会社の Platform MAU をカテゴリー1 の Platform プランと同一テナント(EID)で利用
可能とするもの。
・Platform MAU(VPN 型)の最低購入単位である 1MAU を契約することにより月間アクティブ
ユーザー数 1MAU が BOV サービス接続回線経由で利用する権利が付与されます。
・本規約に加え、協力会社の Platform Addendum
（https://cloud.app.box.com/s/s3nbbi7q1h7dqgylls4l0ifauxnznh3h）で定義される利用
規約への同意が必要です。
・Platform MAU の初回契約を行うにあたり、すべての追加条件と提供仕様に関する、協力
会社の Platform チームと技術チームによる Consulting が必要であり、Custom Consulting
の契約が必要です。
・Platform MAU の初回契約を行うにあたり、Platform Premier の契約が必要です。
・Platform MAU の契約追加を行うにあたり、契約中の Platform Premier について、契約
を追加する必要があります。
・協力会社の Platform MAU をカテゴリー1 の Platform プランと同一テナント(EID)で利用
可能とするもの。
・Platform MAU(INT 型)の最低購入単位である 1MAU を契約することにより月間アクティブ
ユーザー数 1MAU がインターネット経由で利用する権利が付与されます。
・本規約に加え、協力会社の Platform Addendum
（https://cloud.app.box.com/s/s3nbbi7q1h7dqgylls4l0ifauxnznh3h）で定義される利用
規約への同意が必要です。
・Platform MAU の初回契約を行うにあたり、すべての追加条件と提供仕様に関する、協力
会社の Platform チームと技術チームによる Consulting が必要であり、Custom Consulting
の契約が必要です。
・Platform MAU の初回契約を行うにあたり、Platform Premier の契約が必要です。
・Platform MAU の契約追加を行うにあたり、契約中の Platform Premier について、契約
を追加する必要があります。
・協力会社の Platform APICalls をカテゴリー1 の Platform プラン及び Core プランと同
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【Platform APICalls】

プレミアサポート
【Premier Support】

Platform Premier
【Platform Premier】

VPN1Gbps ベストエフォー
トオプション

一テナント(EID)で利用可能とするもの。
・Platform APICalls の最低購入単位である 1,000API コールを契約することにより月間
API コール数 1,000API コールの権利が付与されます。
・本規約に加え、協力会社の Platform Addendum
（https://cloud.app.box.com/s/s3nbbi7q1h7dqgylls4l0ifauxnznh3h）で定義される利用
規約への同意が必要です。
・Platform APICalls の初回契約を行うにあたり、すべての追加条件と提供仕様に関する、
協力会社の Platform チームと技術チームによる Consulting が必要であり、Custom
Consulting の契約が必要です。
・Platform APICalls の初回契約を行うにあたり、Platform Premier の契約が必要です。
・Platform APICalls の契約追加を行うにあたり、契約中の Platform Premier について、
契約を追加する必要があります。
・協力会社の Premier Support をカテゴリー1 の Core プランで利用可能とするもの。
・Premier Support の内容は協力会社の定める Premier Services 紹介
（https://cloud.app.box.com/s/y4iyi7fw10lwfzi0sx4xaryem326gt6e）によります。
・Premier Support の契約金額が年額 40 万円以上となる場合に利用可能。ただし、協力会
社の定める為替レートの変動により適用条件が変更となる場合があります。
・プレミアサポートを除く契約額（税抜）の合計が年額 1500 万円以上となる場合に契約
が必要です。ただし、協力会社の定める為替レートの変動により適用条件が変更となる場
合があります。
・KeySafe、Zones-Multi、Shield の初回契約を行うにあたり、Platform Support の契約
が必要です。
・BOV サービスのいずれかの契約追加を行うにあたり、契約中の Premier Support につい
て、契約を追加する必要があります。
・Platform プランと同一テナントで Premier Support の内容を受けるためには、Premier
Support ではなく、Platform Premier の契約が必要です。
・Digital プランには Premier Support の権利を含むため、Premier Support の契約は必
要ありません。
・協力会社の Platform Premier をカテゴリー1 の BOV サービス上で利用可能とするもの。
・Platform Enterprise プランの契約全ての金額が年額 240 万円以上となる場合、または
Platform Premier を除く契約額（税抜）の合計が年額 1100 万円以上となる場合、または
既に Premier Service を契約中の場合に契約が必要です。ただし、協力会社の定める為替
レートの変動により適用条件が変更となる場合があります。
・Platform Premier の契約金額が年額 40 万円以上となる場合に利用可能。ただし、協力
会社の定める為替レートの変動により適用条件が変更となる場合があります。
・Platform Premier の初回契約を行うにあたり、すべての追加条件と提供仕様に関する、
協力会社の Platform チームと技術チームによる Consulting が必要であり、Custom
Consulting の契約が必要です。
・Platform Premier の初回契約を行うにあたり、Enterprise with Zones、Governance、
Zones-Multi、KeySafe のうち既に契約中のもの全てについて、対応する Platform Add-on
（Platform Zones は Enterprise with Zones に対応、Platform Governance は Governance
に対応、Platform Zones-Multi は Zones-Multi に対応、Platform KeySafe は KeySafe に
対応）の契約が必要です。
・Platform Premier の契約追加を行うにあたり、既に契約中の Platform Add-on（Platform
Zones、Platform Governance、Platform Zones-Multi、Platform KeySafe）のうち既に契
約中のもの全てについて、契約を追加する必要があります。
・Platform プランをカテゴリー1 の Core(Enterprise 以上)プランと同一テナント(EID)に
て利用している場合、Core(Enterprise 以上)プランの契約追加及び Core Add-on の契約追
加を行うにあたり、既に契約中の Platform Add-on について、契約を追加する必要があり
ます。
・Platform Enterprise の初回契約を行うにあたり、Platform Premier の契約が必要です。
・Platform Enterprise 及び BOV サービスのいずれかの契約追加を行うにあたり、契約中
の Platform Premier について、契約を追加する必要があります。
・Digital Business プランには Platform Premier の権利を含むため、Platform Premier
の契約は必要ありません。
カテゴリー1（VPN 型）及びカテゴリー2 の利用における、1 契約者あたりの BOV サービス
接続回線の利用可能帯域における上限値を 100Mbps から 1000Mbps(1Gbps)に引き上げます。
（帯域は共用型での提供です。）

※協力会社及び当社が認めた場合、最低利用条件はこの限りではない。
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※定期契約期間内に追加で Box Governance を契約した場合、契約更新時に契約者の申し出により、カテゴリー1 のうち
BoxGovernance サービスが含まれるプランに変更が可能です。
※Core Add-on(同機能の Platform Add-on 有)オプションとは、Governance、KeySafe、Zones-Multi を指します。
※Core Add-on(同機能の Platform Add-on 無)オプションとは、Custom Skills、DICOM、Relay、Shield を指します。
※Core Add-on オプションとは、Governance、KeySafe、Zones-Multi、Custom Skills、DICOM、Relay、Shield を指しま
す。
※Platform Enterprise オプションとは、Platform Enterprise(VPN 型)、Platform Enterprise(INT 型)を指します。
※Platform Add-on オプションとは、Platform Governance、Platform KeySafe、Platform Zones、Platform Zones-Multi
を指します。
※Platform Resources オプションとは、Platform Storage、Platform Bandwidth、Platform MAU(INT 型)、Platform
APICalls を指します。

第１表 料金
第１ 利用料金
１－１ 適用
区
分
（1）利用料金の適用

（2）基本利用料の適用

内
容
利用料金には、基本利用料と付加機能利用料があります。なお特記の無い限り、「１－２ 料
金額」に定める料金は、2017 年 12 月 4 日以降に課金開始された BOV サービス契約に対して
適用するものとします。2017 年 12 月 4 日より前に課金開始された BOV サービス契約に対し
ては、2017 年 12 月 4 日以降に追加される ID も含め、従前の料金が適用され、契約更新時に
「１－２料金額」を適用します。
基本利用料は、BOV サービス契約者が契約の申込みをし、BOV サービスの提供が開始された日
を起算日とする定期契約期間から適用するものとします。料金の支払方法は、2018 年 9 月 1
日以降に締結または更新された契約について、月額払いといたします。ただし、別途当社が
承諾した場合、この限りではありません。2018 年 9 月 1 日以前に年額払いで契約している BOV
サービス契約者については、次回契約更新月より月額払いとします。また、契約更新日が月
中である BOV サービス契約者の場合は、次回契約更新月の請求が日割りになります。

１－２ 料金額
１－２－１ 基本利用料に係る料金額
（１）カテゴリー１に係る料金額
特記の無い限り 1ID ごと
プラン名

料金額（月額）

【略称】
ビジネスプラン（INT 型）

1,800 円

【Business(INT 型)】

（税込：1,980 円）

ビジネスプラン（VPN 型）

2,600 円

【Business(VPN 型)】

（税込：2,860 円）

ビジネスプラスプラン（INT 型）

3,000 円

【Business Plus(INT 型)】

（税込：3,300 円）

ビジネスプラスプラン（VPN 型）

3,800 円

【Business Plus(VPN 型)】

（税込：4,180 円）

エンタープライズプラン（INT 型）

4,200 円

【Enterprise(INT 型)】

（税込：4,620 円）

エンタープライズプラン（VPN 型）

5,000 円

【Enterprise(VPN 型)】

（税込：5,500 円）
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ビジネスプラスガバナンス Suite 型（INT 型）

3,600 円

【Business Plus Governance(INT 型)】

（税込：3,960 円）

ビジネスプラスガバナンス Suite 型（VPN 型）

4,400 円

【Business Plus Governance(VPN 型)】

（税込：4,840 円）

エンタープライズガバナンス Suite 型（INT 型）

4,800 円

【Enterprise Governance(INT 型)】

（税込：5,280 円）

エンタープライズガバナンス Suite 型（VPN 型）

5,600 円

【Enterprise Governance(VPN 型)】

（税込：6,160 円）

ビジネスプラス with Zones プラン（INT 型）

4,200 円

【Business Plus with Zones(INT 型)】

（税込：4,620 円）

ビジネスプラス with Zones プラン（VPN 型）

5,000 円

【Business Plus with Zones(VPN 型)】

（税込：5,500 円）

エンタープライズ with Zones プラン（INT 型）

5,600 円

【Enterprise with Zones(INT 型)】

（税込：6,160 円）

エンタープライズ with Zones プラン（VPN 型）

6,400 円

【Enterprise with Zones(VPN 型)】

（税込：7,040 円）

Platform Enterprise(INT 型)

60,000 円/個

【Platform Enterprise(INT 型)】

（税込：66,000 円/個）

Platform Enterprise(VPN 型)

80,000 円/月/個

【Platform Enterprise(VPN 型)】

（税込：88,000 円/個）

Digital Workplace II(INT 型)

5,400 円

【Digital Workplace II(INT 型)】

（税込：5,940 円）

Digital Workplace II(VPN 型)

6,200 円

【Digital Workplace II(VPN 型)】

（税込：6,820 円）

Digital Workplace Global II(INT 型)

5,700 円

【Digital Workplace Global II(INT 型)】

（税込：6,270 円）

Digital Workplace Global II(VPN 型)

6,500 円

【Digital Workplace Global II(VPN 型)】

（税込：7,150 円）

Digital Business II(INT 型)

6,000 円

【Digital Business II(INT 型)】

（税込：6,600 円）

Digital Business II(VPN 型)

8,300 円

【Digital Business II(VPN 型)】

（税込：9,130 円）

Digital Business Global II(INT 型)

6,300 円

【Digital Business Global II(INT 型)】

（税込：6,930 円）

Digital Business Global II(VPN 型)

8,600 円

【Digital Business Global II(VPN 型)】

（税込：9,460 円）

（２）カテゴリー１に係る 3 年オンライン料金額
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1ID ごと
プラン名

料金額（月額）

【略称】
ビジネスプラン（INT 型）3 年オンライン

1,750 円

【Business(INT 型)3 年オンライン】

（税込：1,925 円）

ビジネスプラスプラン（INT 型）3 年オンライン

2,900 円

【Business Plus(INT 型)3 年オンライン】

（税込：3,190 円）

エンタープライズプラン（INT 型）3 年オンライン

4,050 円

【Enterprise(INT 型)3 年オンライン】

（税込：4,455 円）

（３）カテゴリー２に係る料金額
特記の無い限り 1ID ごと
プラン名

料金額（月額）

【略称】
VPN-GW for Box

1,000 円

【VPN-GW for Box（ID 型）】

（税込：1,100 円）

VPN-GW for Box（MAU 型）

250 円/1MAU

【VPN-GW for Box（MAU 型）】

（税込：275 円/MAU）

（４）オプションメニューに係る料金額
特記の無い限り 1ID ごと
プラン名

料金額（月額）

【略称】
Box KeySafe with AWS KMS

1,200 円

【KeySafe】

（税込：1,320 円）

Box Skills Kit

1,100 円/個

【Custom Skills】

（税込：1,210 円/個）

Box Governance

1,200 円

【Governance】

（税込：1,320 円）

DICOM

1,200 円

【DICOM】

（税込：1,320 円）

Box Relay

1,100 円

【Relay】

（税込：1,210 円）

MultiZones

1,400 円

【Zones-Multi】

（税込：1,540 円）

Shield

1,200 円

【Shield】

（税込：1,320 円）

Platform Enterprise(INT 型)

60,000 円/個

【Platform Enterprise(INT 型)】

（税込：66,000 円/個）
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Platform Enterprise(VPN 型)

80,000 円/個

【Platform Enterprise(VPN 型)】

（税込：88,000 円/個）

Platform Governance

カテゴリー１の契約額（税抜）、Core Add-on オプションの契約額

【Platform Governance】

（税抜）、Platform Resources オプションの契約額（税抜）及び
Platform Enterprise オプションの契約額（税抜）の総額の 30%に
相当する額/1BOV 契約
*税込金額は上記金額に消費税相当額を加算した金額です。

Platform KeySafe

カテゴリー１の契約額（税抜）、Core Add-on オプションの契約額

【Platform KeySafe】

（税抜）、Platform Resources オプションの契約額（税抜）及び
Platform Enterprise オプションの契約額（税抜）の総額の 30%に
相当する額/1BOV 契約
*税込金額は上記金額に消費税相当額を加算した金額です。

Platform Zones

カテゴリー１の契約額（税抜）、Core Add-on オプションの契約額

【Platform Zones】

（税抜）、Platform Resources オプションの契約額（税抜）及び
Platform Enterprise オプションの契約額（税抜）の総額の 30%に
相当する額/1BOV 契約
*税込金額は上記金額に消費税相当額を加算した金額です。

Platform Zones-Multi

カテゴリー１の契約額（税抜）、Core Add-on オプションの契約額

【Platform Zones-Multi】

（税抜）、Platform Resources オプションの契約額（税抜）及び
Platform Enterprise オプションの契約額（税抜）の総額の 30%に
相当する額/1BOV 契約
*税込金額は上記金額に消費税相当額を加算した金額です。

Platform Storage

18,000 円/1,000GB

【Platform Storage】

（税込：19,8000 円/1,000GB）

Platform Bandwidth

18,000 円/1,000GB

【Platform Bandwidth】

（税込：19,8000 円/1,000GB）

Platform MAU(INT 型)

300 円/1MAU

【Platform MAU(INT 型)】

（税込：330 円/1MAU）

Platform MAU(VPN 型)

500 円/1MAU

【Platform MAU(VPN 型)】

（税込：550 円/1MAU）

Platform APICalls

300 円/1,000API コール

【Platform APICalls】
プレミアサポート
【Premier Support】

（税込：330 円/1,000API コール）
Core プランの契約額（税抜）、Core Add-on オプションの契約額（税
抜）及び Platform APICalls の契約額（税抜）の総額の 15%に相当
する額/1BOV 契約
*税込金額は上記金額に消費税相当額を加算した金額です。

Platform Premier
【Platform Premier】

カテゴリー１の契約額（税抜）、Core Add-on オプションの契約額
（税抜）、
Platform Resources オプションの契約額（税抜）
、Platform
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Add-on オプションの契約額（税抜）及び Platform Enterprise オ
プションの契約額（税抜）の総額の 15%に相当する額/1BOV 契約
*税込金額は上記金額に消費税相当額を加算した金額です。
VPN1Gbps ベストエフォートオプション

1,000,000 円/1BOV 契約
（税込：1,100,000 円/1BOV 契約）

※定期契約期間内に追加で契約した場合、初月の料金を日割りにて計算し、請求します。
※定期契約期間内に追加で Box Governance を契約した場合、契約更新時に契約者の申し出により、カテゴリー1 のうち
BoxGovernance サービスが含まれるプランに変更が可能です。
※Core Add-on(同機能の Platform Add-on 有)オプションとは、Governance、KeySafe、Zones-Multi を指します。
※Core Add-on(同機能の Platform Add-on 無)オプションとは、Custom Skills、DICOM、Relay、Shield を指します。
※Core Add-on オプションとは、Governance、KeySafe、Zones-Multi、Custom Skills、DICOM、Relay、Shield を指しま
す。
※Platform Enterprise オプションとは、Platform Enterprise(VPN 型)、Platform Enterprise(INT 型)を指します。
※Platform Add-on オプションとは、Platform Governance、Platform KeySafe、Platform Zones、Platform Zones-Multi
を指します。
※Platform Resources オプションとは、Platform Storage、Platform Bandwidth、Platform MAU(INT 型)、Platform
APICalls を指します。
（５）2017 年 12 月 3 日までに課金開始した BOV サービス契約のカテゴリー１に係る料金額
1ID ごと
プラン名

料金額（月額）

ビジネスプラン

3,400 円
（税込：3,740 円）

ビジネスプラスプラン

4,600 円
（税込：5,060 円）

エンタープライズプラン

5,800 円
（税込：6,380 円）

第２ 申込み取り消し時の料金支払い義務
（１）申し込みがあった際に、当社は協力会社に定期契約期間中の Box サービス利用権の手配を一括して行うことから、
BOV サービス契約の申込みの取消しがあった場合は、BOV サービスの提供が開始されたまたは開始する予定の日に属する
定期契約期間に廃止があったと見なして、定期契約期間内に支払いを要する予定の基本利用料を一括して支払っていただ
きます。
（２）前号に定める料金の支払いを行った場合でも、定期契約期間内においてはサービス自体の提供終了及びデータの削
除は行われません。

別紙 2

BOV コンサルティングサービス

通則
（本規約の適用）
第１条 本規約第 1 条（規約の制定）第 3 項に規定する別紙として、当社はこの別紙（以下「本別紙」といいます。）を
定め、本規約に加えて本別紙により、別紙１料金表に定めるカテゴリー１の BOV サービス契約者に対して、BOV コンサル
ティングサービスを提供します。本別紙に定めのない事項は、本規約の定めが適用されます。
（BOV コンサルティングサービスの契約者）
第２条 BOV コンサルティングサービスは、BOV サービス契約者からのみ申し込みを受け付けるものとし、本規約第 13
条乃至第 15 条に定める BOV サービス契約者に係る契約内容の変更があった場合、当該変更に伴い BOV コンサルティング
サービスの契約内容も変更されるものとします。
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（BOV コンサルティングサービスの定義）
第３条 BOV コンサルティングサービスには、次の種類があります。
プラン名
【略称】
オンボーディング（N）
【オンボーディング（N）】
クイックスタート（N）
【クイックスタート（N）】
スマートスタート（N）
【スマートスタート（N）】
コンサルプラス（N）
【コンサルプラス（N）】
BoxQuickStart(B)
【QuickStart(B)】

BoxSmartStart(B)
【SmartStart(B)】

SmartStart Plus(B)
【SmartStart Plus(B)】

Custom Consulting(B)
【Custom Consulting(B)】

POC Consulting(B)
【POC Consulting(B)】

Optimize Analysis(B)
【Optimize Analysis(B)】

内容及び条件等
・当社のオンボーディングをカテゴリー1 の BOV サービスで利用可能とするもの。
・オンボーディングの内容は当社が定める導入支援詳細
（https://nttcom.box.com/v/nttcom-donyushien2020）によります。
・当社のクイックスタートをカテゴリー1 の BOV サービスで利用可能とするもの。
・クイックスタートの内容は当社が定める導入支援詳細
（https://nttcom.box.com/v/nttcom-donyushien2020）によります。
・当社のスマートスタートをカテゴリー1 の BOV サービスで利用可能とするもの。
・スマートスタートの内容は当社が定める導入支援詳細
（https://nttcom.box.com/v/nttcom-donyushien2020）によります。
・当社のコンサルプラスをカテゴリー1 の BOV サービスで利用可能とするもの。
・コンサルプラスの内容は当社が定める導入支援詳細
（https://nttcom.box.com/v/nttcom-donyushien2020）によります。
・協力会社の QuickStart をカテゴリー1 の BOV サービスで利用可能とするもの。
・QuickStart の内容は協力会社の定める QuickStart Implementation Datasheet
（https://cloud.app.box.com/s/x0n4j6a1gmgubawozsplep4k9grucxo5）
によります。
・契約額（税抜）の合計が年額 75 万円以上となる場合に契約を推奨。ただし、協力
会社の定める為替レートの変動により適用条件が変更となる場合があります。
・BOV サービスの初回契約を行うにあたり、QuickStart(B)が推奨されます。
・協力会社の SmartStart をカテゴリー1 の BOV サービスで利用可能とするもの。
・SmartStart の内容は協力会社の定める SmartStart Implementation Datasheet
（https://cloud.box.com/v/SmartStartDatasheet）によります。
・契約額（税抜）の合計が年額 300 万円以上となる場合に契約を推奨。ただし、協
力会社の定める為替レートの変動により適用条件が変更となる場合があります。
・BOV サービスの初回契約を行うにあたり、SmartStart(B)が推奨されます。
・協力会社の SmartStartPlus をカテゴリー1 の BOV サービスで利用可能とするもの。
・SmartStart Plus の内容は協力会社の定める SmartStartPlus Datasheet
（https://cloud.app.box.com/v/SmartStartPlusDatasheetV2）によります。
・契約額（税抜）による契約の推奨はありません。
・BOV サービスの初回契約を行うにあたり、SmartStartPlus(B)が推奨されます。
・協力会社の Custom Consulting をカテゴリー1 の BOV サービスで利用可能とする
もの。
・Custom Consulting の内容は協力会社と BOV 契約者の合意内容に基づいて協力会
社の作成した SOW（作業明細書）によります。
・契約額（税抜）の合計が年額 1100 万円以上となる場合に契約を推奨。ただし、協
力会社の定める為替レートの変動により適用条件が変更となる場合があります。
・BOV サービスの初回契約を行うにあたり、CustomConsulting(B)が推奨されます。
・協力会社との SOW（Statement Of Work）確定により個別見積となります。
・協力会社の POC Consulting をカテゴリー1 の BOV サービスで利用可能とするもの。
・POC Consulting の内容は協力会社の定める POC Consulting Implementation
Datasheet（https://cloud.app.box.com/s/2irhlz4yo0ipj2fgh6sd2o3jqipc7zd1）に
よります。
・BOV サービスの初回契約・再スタート契約・更新契約を行うにあたり、
POCConsulting(B)が推奨されます。
・協力会社の Optimize Analysis をカテゴリー1 の BOV サービスで利用可能とする
もの。
・Optimize Analysis の内容は協力会社の定める Optimize Analysis Datasheet
（https://cloud.box.com/s/d6mud9uy7fu00vgzmg8scu872hdi7yua）によります。
・契約額（税抜）の合計が年額 300 万円以上となる場合に契約を推奨。ただし、協
力会社の定める為替レートの変動により適用条件が変更となる場合があります。
・BOV サービスの再スタート契約・更新契約を行うにあたり、Optimize Analysis(B)
が推奨されます。
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Optimize Standard(B)
【Optimize Standard(B)】

BoxSSO(B)
【BoxSSO(B)】

Box Governance Setup(B)
【Box Governance Setup(B)】

Setup for Box Keysafe with AWS
KMS
【Setup for Box KeySafe with
AWS KMS(B)】

Box for Salesforce v3
Migration(B)
【Box for Salesforce v3
Migration(B)】
Building Blocks(B)
【Building Blocks(B)】

Training Additional
Delivery(B)
【Training Additional
Delivery(B)】
Box Consulting(B)
【Box Consulting(B)】
API-LITE-10(B)
【API-LITE-10(B)】
TRG-STD-2CLASS(B)
【TRG-STD-2CLASS(B)】

BOXEDU-EU-E(B)
【BOXEDU-EU-E(B)】
BOXEDU-EU-L(B)
【BOXEDU-EU-L(B)】

・協力会社の Optimize Standard をカテゴリー1 の BOV サービスで利用可能とする
もの。
・Optimize Standard の内容は協力会社の定める Optimize Standard Datasheet
（https://cloud.box.com/s/cde3xd9q0kuvfks13yphzebpqkzyewad）によります。
・契約額（税抜）の合計が年額 750 万円以上となる場合に契約を推奨。ただし、協
力会社の定める為替レートの変動により適用条件が変更となる場合があります。
・BOV サービスの再スタート契約・更新契約を行うにあたり、Optimize Standard(B)
が推奨されます。
・協力会社の BoxSSO をカテゴリー1 の Core プランで利用可能とするもの。
・BoxSSO の内容は協力会社の定める『組織でのシングルサインオン(SSO)の設定』
（https://support.box.com/hc/ja/articles/360043696514）における『SSO の質問
事項』を協力会社に提出後の『テクニカルチーム』による『Box での SSO の設定』
の作業（1 回限り）の期日を調整可能とする権利です。協力会社の BoxSSO が契約さ
れない場合には、
『テクニカルチーム』による『Box での SSO の設定』の遠隔での作
業日を指定することができず、
『SSO の質問事項』を協力会社に提出後、協力会社の
任意のタイミング（最大 3 週間から 1 か月）で実施されます。ただし、協力会社の
定める BoxSSO の内容は、事前通知なく変更となる場合があります。
・協力会社の Box Governance Setup をカテゴリー1 の Business Plus Governance(INT
型)、
Business Plus Governance(VPN 型)、
Enterprise Governance(INT 型)、
Enterprise
Governance(VPN 型)及び Governance で利用可能とするもの。
・Box Governance Setup の内容は協力会社の定める Governance Datasheet
（https://cloud.app.box.com/s/11u87vwufa3j6yk15bx4077la3mhy75z）
によります。
・Governance の契約 ID 数が 500 未満の場合に購入必須。
・協力会社の Setup for Box KeySafe with AWS KMS をカテゴリー1 の KeySafe 及び
Platform KeySafe で利用可能とするもの。
・Setup for Box KeySafe with AWS KMS の内容は協力会社の定める Box KeySafe KMS
Consulting Datasheet
（https://cloud.box.com/s/yc9v0knmp63o3f4bmfeprxh29yeuewtw）によります。
・KeySafe または Platform KeySafe の初回契約を行うにあたり、Setup for Box
KeySafe with AWS KMS(B)が必要です。
・協力会社の Box for Salesforce v3 をカテゴリー1 の BOV サービスで利用可能と
するもの。
・Box for Salesforce v3 の内容は協力会社の定める Box for Salesforce Datasheet
（https://cloud.app.box.com/s/mslh33loeovyln9v824fb8p8s0092pe9）
によります。
・協力会社の Building Blocks をカテゴリー1 の BOV サービスで利用可能とするも
の。
・Building Blocks の内容は協力会社の定める Box Customized Training Models - Box
Building Blocks
（https://cloud.app.box.com/s/6f2cg2ivc4hjf0v04dv4n8i670z0adq2）
によります。
・協力会社の Training Additional Delivery をカテゴリー1 の BOV サービスで利用
可能とするもの。
・Training Additional Delivery の内容は協力会社の定める Box Customized
Training Models - Additional Private Delivery
（https://cloud.box.com/v/AdditionalDelivery-050119）によります。
・協力会社の Box Consulting をカテゴリー1 の BOV サービスで利用可能とするもの。
・Box Consulting の内容は協力会社と BOV 契約者の合意内容に基づいて協力会社の
作成した Hours SOW（作業明細書）によります。
・協力会社の API-LITE-10 をカテゴリー1 の BOV サービスで利用可能とするもの。
・API-LITE-10 の内容は協力会社の定める Lite Platform Consulting Datasheet
（https://cloud.app.box.com/s/euckmesqmukm6naxz9si7u6qh6xcee1d）
によります。
・協力会社の TRG-STD-2CLASS をカテゴリー1 の BOV サービスで利用可能とするもの。
・TRG-STD-2CLASS の内容は協力会社の定める Box Customized Training - Standard
Course Private Delivery（https://cloud.box.com/v/BoxEduStandPrivDel-101915）
によります。
・協力会社の BOXEDU-EU-E をカテゴリー1 の BOV サービスで利用可能とするもの。
・BOXEDU-EU-E の内容は協力会社と BOV 契約者の合意内容に基づいて協力会社の案
内するものによります。
・協力会社の BOXEDU-EU-L をカテゴリー1 の BOV サービスで利用可能とするもの。
・BOXEDU-EU-L の内容は協力会社と BOV 契約者の合意内容に基づいて協力会社の案
内するものによります。
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BOXEDU-ADMIN-E(B)
【BOXEDU-ADMIN-E(B)】
BOXEDU-ADMIN-L(B)
【BOXEDU-ADMIN-L(B)】
BOXEDU-HD-E(B)
【BOXEDU-HD-E(B)】

・協力会社の BOXEDU-ADMIN-E をカテゴリー1 の BOV サービスで利用可能とするもの。
・BOXEDU-ADMIN-E の内容は協力会社と BOV 契約者の合意内容に基づいて協力会社の
案内するものによります。
・協力会社の BOXEDU-ADMIN-L をカテゴリー1 の BOV サービスで利用可能とするもの。
・BOXEDU-ADMIN-L の内容は協力会社と BOV 契約者の合意内容に基づいて協力会社の
案内するものによります。
・協力会社の BOXEDU-HD-E をカテゴリー1 の BOV サービスで利用可能とするもの。
・BOXEDU-HD-E の内容は協力会社と BOV 契約者の合意内容に基づいて協力会社の案
内するものによります。

（BOV コンサルティングサービスの契約の成立）
第４条 当社及び協力会社が、BOV サービス契約者の BOV コンサルティングサービスの申込を承諾することで、BOV コン
サルティングサービスの契約が成立します。
２ 当社は、前項の規定に関わらず、次の場合には、その利用申込を承諾しないことがあります。
(1)BOV コンサルティングサービスの申込みをした者が、BOV サービスの契約者と同一の者とならないとき 。
(2)BOV コンサルティングサービスの申込みをした者が、申込みにあたり虚偽の内容を記載した申込書を提出したとき。
(3)BOV コンサルティングサービスの申込みをした者が、本規約第 16 条（当社が行う BOV サービス契約の解約）の規定の
いずれかに該当するとき。
(4) BOV コンサルティングサービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(5) BOV コンサルティングサービスの申込みをした者が、BOV サービス並びに BOV コンサルティングサービス又は当社の
提供する他のサービスの料金若しくは工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(6)その他当社の BOV コンサルティングサービスに係る業務の遂行上支障があるとき。
(7)当社が本規約及び本別紙に定める条件を満たさないとき。
(8)当社又は協力会社が、当社又は協力会社の判断において不適当と判断したとき。
（BOV コンサルティングサービス契約の解約）
第５条 当社は、BOV サービス契約が解約された場合、当該 BOV サービスに係る BOV コンサルティングサービスの契約を
解約するものとします。
２ 当社は、前項の規定により、その BOV コンサルティングサービス契約を解約しようとするときは、あらかじめ当社又
は協力会社より、BOV サービス契約者にそのことを通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありませ
ん。
３ 当社は、前 2 項の規定による BOV コンサルティングサービス契約の解約により生じた損害に対し、責任を負わないも
のとします。
（当社の責任）
第６条
BOV コンサルティングサービス利用に対して利用料を支払っている BOV サービス契約者に対して、当社は、相
当の注意及び技能をもって BOV コンサルティングサービスを運用するよう努めること、ならびに当社が認識した一切の瑕
疵を速やかに是正するよう業務上相当の努力を尽くすことについて約束します。ただし、この約束は、BOV サービス非契
約 ID には適用されません。当社は、製品、又は本規約における当社の義務の履行について、前述以外のいかなる約束又
は保証も行いません。
（BOV コンサルティングサービスの終了、変更）
第７条
当社は当社もしくは協力会社の事情により BOV コンサルティングサービス又は BOV コンサルティングサービス
の一部を終了又は変更することがあります。
２ BOV コンサルティングサービス又は BOV コンサルティングサービスの一部を終了又は変更するにあたり、当社は当該
終了サービスの BOV コンサルティングサービス契約者に対し、30 日以上前に書面でその旨を通知し、BOV コンサルティン
グサービスを終了又は変更できるものとします。
３ 当社は、前２項の規定による BOV サービスの終了又は変更により生じた損害に対し、責任を負わないものとします。
（BOV コンサルティングサービスの中止）
第８条
当社は、次の場合には、BOV コンサルティングサービスの利用を中止することがあります。
(1)当社の設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2)天災、地変、その他の非常事態が発生、又は発生する恐れがある場合。
(3)BOV コンサルティングサービスが正常に提供することが著しく困難であるとき。
(4)法令等に基づく強制的な処分により BOV コンサルティングサービスを提供することが著しく困難となったとき。
(5)当社の設備等を不正アクセス行為から防御するため必要なとき。
２ 当社は、前項の規定により BOV コンサルティングサービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを BOV コン
サルティングサービス契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
３ 当社は、前２項の規定による BOV コンサルティングサービスの利用の中止により生じた損害に対し責任を負わないも
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のとします。
（BOV コンサルティングサービスの解約）
第９条
当社は、BOV サービス契約が解約された場合、当該 BOV サービスに係る BOV コンサルティングサービスについ
ても解約するものとします。
２ 当社は、前項の規定による BOV コンサルティングサービスの解約により生じた損害に対し、責任を負わないものとし
ます。
（料金）
第 10 条 BOV コンサルティングサービスの料金は、以下に定める通りとします。
■料金表
プラン名

料金額

【略称】
BoxQuickStart(B)

600,000 円/契約

【QuickStart(B)】

（税込：660,000 円/契約）

BoxSmartStart(B)

1,800,000 円/契約

【SmartStart(B)】

（税込：1,980,000 円/契約）

SmartStart Plus(B)

2,900,000 円/契約

【SmartStart Plus(B)】

（税込：3,190,000 円/契約）

Custom Consulting(B)
【Custom Consulting(B)】

別に算定する金額
*税込金額は上記金額に消費税相当額を加算した金額です。

POC Consulting(B)

1,500,000 円/契約

【POC Consulting(B)】

（税込：1,650,000 円/契約）

Optimize Analysis(B)

1,200,000 円/契約

【Optimize Analysis(B)】

（税込：1,320,000 円/契約）

Optimize Standard(B)

3,600,000 円/契約

【Optimize Standard(B)】

（税込：3,960,000 円/契約）

BoxSSO(B)

80,000 円/契約

【BoxSSO(B)】

（税込：88,000 円/契約）

Box Governance Setup(B)

1,100,000 円/契約

【Box Governance Setup(B)】

（税込：1,210,000 円/契約）

Setup for Box KeySafe with AWS KMS(B)

1,800,000 円/契約

【Setup for Box KeySafe with AWS KMS(B)】

（税込：1,980,000 円/契約）

Box for Salesforce v3 Migration(B)

250,000 円/契約

【Box for Salesforce v3 Migration(B)】

（税込：275,000 円/契約）

Building Blocks(B)

1,200,000 円/契約

【Building Blocks(B)】

（税込：1,320,000 円/契約）

Training Additional Delivery(B)

240,000 円/契約

【Training Additional Delivery(B)】

（税込：264,000 円/契約）

Box Consulting(B)

40,000 円/契約

【Box Consulting(B)】

（税込：44,000 円/契約）
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API-LITE-10(B)

610,000 円/契約

【API-LITE-10(B)】

（税込：671,000 円/契約）

TRG-STD-2CLASS(B)
【TRG-STD-2CLASS(B)】

610,000 円/契約
（税込：671,000 円/契約）

BOXEDU-EU-E(B)
【BOXEDU-EU-E(B)】

別に算定する金額
*税込金額は上記金額に消費税相当額を加算した金額です。

BOXEDU-EU-L(B)
【BOXEDU-EU-L(B)】

7,000 円/契約
（税込：7,700 円/契約）

BOXEDU-ADMIN-E(B)

14,000 円/契約

【BOXEDU-ADMIN-E(B)】

（税込：15,400 円/契約）

BOXEDU-ADMIN-L(B)

26,000 円/契約

【BOXEDU-ADMIN-L(B)】

（税込：28,600 円/契約）

BOXEDU-HD-E(B)

14,000 円/契約

【BOXEDU-HD-E(B)】

（税込：15,400 円/契約）

オンボーディング（N）

70,000 円/契約

【オンボーディング（N）】

（税込：77,000 円/契約）

クイックスタート（N）

200,000 円/契約

【クイックスタート（N）】

（税込：220,000 円/契約）

スマートスタート（N）

1,500,000 円/契約

【スマートスタート（N）】

（税込：1,650,000 円/契約）

コンサルプラス（N）

50,000 円/契約

【コンサルプラス（N）】

（税込：55,000 円/契約）

(料金等の支払い)
第 11 条 BOV サービス契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定する金
融機関等において支払っていただきます。
２ 当社は、BOV サービス契約者が BOV コンサルティングサービス契約に基づき支払う料金を、BOV サービスの請求と合
わせて請求することがあります。
３ 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
４ 当社は、当社に特別の事情がある場合は、本規約の規定に関わらず、BOV サービス契約者の承諾を得て、２ヶ月以上
の料金を
当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
（端数処理）
第 12 条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てま
す。
(消費税相当額の加算)
第 13 条 第 10 条の規定により料金の支払いを要するものとされている額は、第 10 条料金表に定める税抜価格に基づき
計算された額に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することになった額は、料金表に
表示された額（税込価格（消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。
）
）の合計と異なる場合があります。
（割増金）
第 14 条 BOV サービス契約者は、料金又は工事に関する費用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
払っていただきます。
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（延滞利息）
第 15 条 BOV サービス契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を経過してもなお支払
いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5％の割合で計算して得た額を延
滞利息金として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この
限りではありません。
（注）本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。
（自己責任の原則）
第 16 条 BOV サービス契約者は BOV コンサルティングサービスの利用により第三者（他の BOV サービス契約者を含みま
す。）に対し損害を与えた場合、BOV サービス契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社に責任を負担させないものと
します。
２ BOV サービス契約者は、第 17 条（禁止事項）の規定に違反して BOV コンサルティングサービスに係る当社の設備等
を毀損したときには、当社が指定する期日までにその修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。また、
BOV サービス契約者は、協力会社の設備等の毀損及び第 17 条（禁止事項）に違反するなどして、当社又は協力会社に損
害を与えた場合、協力会社から直接、BOV サービス契約者への損害賠償請求を行うことを認めるものとします。
（禁止事項）
第 17 条 BOV サービス契約者は、BOV コンサルティングサービスの利用にあたり、次に掲げる行為を行わないものとし
ます。
(1)1 の BOV コンサルティングサービス利用権を複数の BOV 契約者で共有する行為。
(2)第三者になりますして BOV コンサルティングサービスを利用する行為。
(3)当社の設備に無権限でアクセスし、又はその利用若しくは運営に支障を与える行為。
(4)当社若しくは他人のサービス利用若しくは運営に支障を与える、又は与えるおそれのある行為。
(5)その他、法律、法令、公序良俗に違反し、又は他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為。
(6)BOV サービスに関する BOV サービス契約者に付与された何らかの権利を第三者へ売却、貸与、賃貸、再販、リース、
サブライセンス又は移転すること。
(7)BOV サービスに付帯している何らかの専有権に関する表示を削除、不明瞭化又は改変すること。
(8)何らかの料金負担を不正に免れることを目的とする方法か、利用制限又は利用割当を超えるような方法で本
サービスへアクセスするか BOV サービスを利用すること。
(9)核施設、航空機の航行、通信システム、航空管制機器、リアルタイム制御システムなどの運用と関係のある用途、又
は BOV サービスが停止することで死亡事故、人身事故、物損事故もしくは環境被害が生じる可能性のあるような用途に
BOV コンサルティングサービスを利用すること。
(10)BOV コンサルティングサービス、BOV サービス、ネットワークに適用される第三者の規制、方針もしくは手順に違反
すること、又は別のユーザーによる対象ソフトウェアもしくは BOV コンサルティングサービス及び BOV サービスの完全な
利用及び享受を脅かすか妨害すること。
（BOV コンサルティングサービス契約者から当社に対する通知）
第 18 条 BOV コンサルティングサービス契約者の責めに帰すべきものか否かに関わらず、BOV コンサルティングサービ
ス契約者が、第 17 条（禁止事項）について違反している、あるいは違反したことを知った場合は、当社に速やかに通知
していただきます。
（BO サービス契約者に対する通知）
第 19 条 BOV サービス契約者に対する通知は、当社の判断により、次に掲げるいずれかの方法で行うことができるもの
とします。
(1)BOV コンサルティングサービスを掲載した当社の Web サイト上に掲載して行います。この場合は、掲載された時をも
って、全ての
BOV サービス契約者及び BOV サービス利用者に対し通知が完了したものとみなします。
(2)BOV コンサルティングサービス契約者が利用申込の際に届け出た住所宛に郵送し、電子メールアドレス宛に電子メー
ルを送信し、あるいはＦＡＸ番号宛にＦＡＸを送信して行います。この場合は、郵便物が BOV サービス契約者の住所に到
達した時、BOV コンサルティングサービス契約者の電信メールアドレスを管理するサーバに到達した時あるいはＦＡＸ受
信機に到達した時をもって、BOV コンサルティングサービス契約者に対する通知が完了したものとみなします。
(3)その他、当社が適切と判断する方法で通知を行います。この場合、当該通知の中で当社が指定した時をもって、当該
通知が完了したものとみなします。
２ BOV サービス契約者に対する通知は、協力会社より通知される場合があります。
３ 前項の規定に関わらず、関連法令において求められる通知手続きが指定される場合、これによります。
(当社の知的財産権）
第 20 条 BOV コンサルティングサービスの提供に関連して当社が BOV サービス契約者に貸与又は提示するソフトウェア
等のプログラム又は物品（本規約、取扱マニュアル等を含みます。以下この条において「プログラム等」といいます。）
に関する著作権及びそれに含まれるノウハウなど一切の知的財産権は当社及び協力会社に帰属するものとします。
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２ 契約者は、プログラム等を次のとおり取り扱うものとします。
(1)BOV コンサルティングサービスの利用目的以外に使用しないこと。
(2)当社もしくは協力会社の表示した著作権表示を削除又は変更しないこと。
３ 本条の規定は本契約の終了後も効力を有するものとします。
（法令に規定する事項）
第 21 条 BOV コンサルティングサービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるとこ
ろによります。
（個人情報の取扱い）
第 22 条 当社は、BOV コンサルティングサービスの提供にあたり、当社が取得する個人情報の取扱いについては、当社
が定めるプライバシーポリシー（https://www.ntt.com/about-us/hp/privacy.html）によります。
２ 当社は、当社が保有している個人情報について、BOV サービス契約者から請求があったときは、原則として開示をし
ます。
３ BOV サービス契約者は、前項の請求をし、その個人情報の開示（該当個人情報が存在しない場合に、その旨を知らせ
ることを含みます。）を受けたときは、当社がプライバシーポリシーに定める事務手数料の支払いを要します。
４ 当社は、協力会社からの依頼があった場合は、本別紙第 4 条（BOV コンサルティングサービスの契約の成立）に係る
BOV サービス契約者の情報を渡すことがあります。
以上
附則（平成 28 年 3 月 14 日

AC サ 501397 号）

（実施期日）
この規約は、平成 28 年 3 月 15 日より実施します。

附則（平成 28 年 4 月 13 日

AC サ 00028895 号）

（実施期日）
この改正規約は、平成 28 年 4 月 21 日より実施します。

附則（平成 29 年 3 月 1 日 AC サ 00153849 号）
（実施期日）
この改正規約は、平成 29 年 4 月 1 日より実施します。

附則（平成 29 年 11 月 30 日 AC サ 00270384 号）
（実施期日）
この改正規約は、平成 29 年 12 月 4 日より実施します。

附則（平成 30 年 8 月 23 日

AC サ 00382051 号）

（実施期日）
この改正規約は、平成 30 年 9 月 1 日より実施します。

附則（令和元年 5 月 7 日

AC サ 00492537 号）

（実施期日）
この改正規約は、令和元年 5 月 13 日より実施します。
附則（令和元年 6 月 27 日 AC サ 00511729 号）
（実施期日）
39

この改正規約は、令和元年 6 月 27 日より実施します。
附則（令和元年 9 月 11 日 AC 企 00541561 号）
（実施期日）
この改正規約は、令和元年 10 月 1 日より実施します。
附則（令和 2 年 3 月 25 日 AC サ 00625560 号）
（実施期日）
この改正規約は、令和 2 年 3 月 31 日より実施します。

附則（令和 2 年 7 月 2 日

APS2 サ 00666848 号）

（実施期日）
この改正規約は、令和 2 年 7 月 8 日より実施します。

附則（令和 2 年 9 月 29 日 APS2 サ 00695522 号）
（実施期日）
この改正規約は、令和 2 年 10 月 2 日より実施します。
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