エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社への事業移
管に伴う契約約款等の廃止
（令和４年６月８日 ＰＳ事推第00928389号）
実施

令和４年７月１日

次に掲げる約款等は、廃止します。
・
「あんしん補償」利用規約
・あんしんモバイルパックサービス利用規約
・おまかせマルチパック（F）サービス利用規約
・ドリームネット利用規約－メール会員向け
・マイセキュア利用規約
・マイプレミアムサポート利用規約
・マイポケット プラス利用規約
・マイポケットプラスサポート利用規約
・マイポケット利用規約
・迷惑メールブロックサービス利用規約
・
「ユーザーサポートプラン」利用規約
・050 plusアプリケーション使用許諾に関する利用規約（Android）
・050 plusアプリケーション使用許諾に関する利用規約（iOS）
・050 plusアプリケーション使用許諾に関する利用規約（WindowsPC）
・050 plus転送ゲートウェイ機能に関する利用規約
・050IP電話対応機器の取扱いに関する規約
・050IP電話対応機器の取扱いに関する規約（OCN ADSLセットからの変更）
・050あんしんナンバー留守番電話機能に関する規約
・IPoE(IPv4 over IPv6)接続機能専用アプリケーション利用規約
・IPoE(IPv4 over IPv6)接続機能対応機器（ルーター01）の取扱いに関する規約
・IPoEアドバンス利用規約
・IP通信網サービス契約約款別冊（オープンコンピュータ通信網サービス（第２種オー
プンコンピュータ通信網サービスに限ります）
）
・OCN for ドコモ光専用 ホームネットセキュリティオプション利用規約
・OCN ID（メールアドレス）でログインする機能の利用規約
・OCN 光 with フレッツ利用規約
・OCN マイポケット利用規約
・OCN モバイル ONE MUSICカウントフリー利用規約
・OCN アプリケーションサービス利用規約
・OCN モバイル ONE プリペイドパッケージ利用規約
・OCN契約者に対する「ABEMAプレミアム」の販売に関する規約
・ＯＣＮ契約者に対する「Amazon Music Unlimited」の販売に関する規約
・OCNでんわアプリケーション使用許諾に関する利用規約（Android）
・OCNでんわアプリケーション使用許諾に関する利用規約（iOS）
・
「OCNニコニコ動画プレミアム」利用規約
・OCNプレミアムサポートサービス利用規約
・OCNペイオン利用規約
・OCNメルマガ会員利用規約
・OCNマイページ利用規約
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・ウィルスバスター 月額版 サービス利用規約
・ウイルスバスター マルチデバイス月額版 サービス利用規約
・OCN朝日新聞デジタル
・dアカウント連携機能及びdポイント進呈・利用に関する利用規約
・個人情報の共同利用に関する規約
・ノートン™ インターネット セキュリティ 月額版 サービス利用規約
・ノートン™ 360 月額版 サービス利用規約
・ノートン 360 マルチデバイス月額版 サービス利用規約
・マカフィー インターネットセキュリティ月額版 サービス利用規約
・マカフィー マルチアクセス月額版 サービス利用規約
・マイポケットスマートフォン等対応アプリケーション使用許諾
・マイポケット自動バックアップソフトウェア使用許諾
附 則
（実施期日）
１ この約款は、令和４年７月１日から実施します。
（吸収分割に伴う契約の取扱い）
２ 当社が、次の表の左欄の約款等（以下「旧約款等」といいます。
）の規定により締
結し、令和４年５月13日付け吸収分割契約によりエヌ・ティ・ティレゾナント株式会
社（以下「ＮＴＴレゾナント」といいます。
）に承継された契約の規定は、この約款
実施の日において、次の表の右欄の約款等（以下「新約款等」といいます。
）の規定
によるものとします。
旧約款等
「あんしん補償」利用規約
あんしんモバイルパックサービス利用
規約
おまかせマルチパック（F）サービス利
用規約
ドリームネット利用規約－メール会員
向け
マイセキュア利用規約
マイプレミアムサポート利用規約
マイポケット プラス利用規約
マイポケットプラスサポート利用規約
マイポケット利用規約
迷惑メールブロックサービス利用規約

新約款等
「あんしん補償」利用規約
あんしんモバイルパックサービス利用
規約
おまかせマルチパック（F）サービス利
用規約
ドリームネット利用規約－メール会員
向け
マイセキュア利用規約
マイプレミアムサポート利用規約
マイポケット プラス利用規約
マイポケットプラスサポート利用規約
マイポケット利用規約
迷惑メールブロックサービス利用規約

「ユーザーサポートプラン」利用規約
050 plusアプリケーション使用許諾に関
する利用規約（Android）
050 plusアプリケーション使用許諾に関
する利用規約（iOS）
050 plusアプリケーション使用許諾に関
する利用規約（WindowsPC）
050 plus転送ゲートウェイ機能に関する
利用規約

「ユーザーサポートプラン」利用規約
050 plusアプリケーション使用許諾に関
する利用規約（Android）
050 plusアプリケーション使用許諾に関
する利用規約（iOS）
050 plusアプリケーション使用許諾に関
する利用規約（WindowsPC）
050 plus転送ゲートウェイ機能に関する
利用規約

050IP電話対応機器の取扱いに関する規
約

050IP電話対応機器の取扱いに関する規
約
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050IP電話対応機器の取扱いに関する規
約（OCN ADSLセットからの変更）
050あんしんナンバー留守番電話機能に
関する規約
IPoE(IPv4 over IPv6)接続機能専用アプ
リケーション利用規約
IPoE(IPv4 over IPv6)接続機能対応機器
（ルーター01）の取扱いに関する規約
IPoEアドバンス利用規約
IP通信網サービス契約約款別冊（オープ
ンコンピュータ通信網サービス（第２種
オープンコンピュータ通信網サービス
に限ります）
）
OCN for ドコモ光専用 ホームネットセ
キュリティオプション利用規約
OCN ID（メールアドレス）でログインす
る機能の利用規約
OCN 光 with フレッツ利用規約
OCN マイポケット利用規約
OCN モバイル ONE MUSICカウントフリー
利用規約
OCN アプリケーションサービス利用規約
OCN モバイル ONE プリペイドパッケー
ジ利用規約
OCN契約者に対する「ABEMAプレミアム」
の販売に関する規約
ＯＣＮ契約者に対する「Amazon Music
Unlimited」の販売に関する規約
OCNでんわアプリケーション使用許諾に
関する利用規約（Android）
OCNでんわアプリケーション使用許諾に
関する利用規約（iOS）

050IP電話対応機器の取扱いに関する規
約（OCN ADSLセットからの変更）
050あんしんナンバー留守番電話機能に
関する規約
IPoE(IPv4 over IPv6)接続機能専用アプ
リケーション利用規約
IPoE(IPv4 over IPv6)接続機能対応機器
（ルーター01）の取扱いに関する規約
IPoEアドバンス利用規約
IP通信網サービス契約約款別冊（オープ
ンコンピュータ通信網サービス（第２種
オープンコンピュータ通信網サービス
に限ります）
）
OCN for ドコモ光専用 ホームネットセ
キュリティオプション利用規約
OCN ID（メールアドレス）でログインす
る機能の利用規約
OCN 光 with フレッツ利用規約
OCN マイポケット利用規約
OCN モバイル ONE MUSICカウントフリー
利用規約
OCN アプリケーションサービス利用規約
OCN モバイル ONE プリペイドパッケー
ジ利用規約
OCN契約者に対する「ABEMAプレミアム」
の販売に関する規約
ＯＣＮ契約者に対する「Amazon Music
Unlimited」の販売に関する規約
OCNでんわアプリケーション使用許諾に
関する利用規約（Android）
OCNでんわアプリケーション使用許諾に
関する利用規約（iOS）

「OCNニコニコ動画プレミアム」利用規
約
OCNプレミアムサポートサービス利用規
約
OCNペイオン利用規約
OCNメルマガ会員利用規約
OCNマイページ利用規約
ウィルスバスター 月額版 サービス
利用規約
ウイルスバスター マルチデバイス月額
版 サービス利用規約
OCN朝日新聞デジタル
dアカウント連携機能及びdポイント進
呈・利用に関する利用規約
個人情報の共同利用に関する規約

「OCNニコニコ動画プレミアム」利用規
約
OCNプレミアムサポートサービス利用規
約
OCNペイオン利用規約
OCNメルマガ会員利用規約
OCNマイページ利用規約
ウ ィ ル ス バ ス タ ー forWindows&Mac 月
額版 サービス利用規約
ウイルスバスター クラウド 月額版 サ
ービス利用規約
OCN朝日新聞デジタル
dアカウント連携機能及びdポイント進
呈・利用に関する利用規約
dアカウント連携機能及びdポイント進
呈・利用に関する利用規約
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ノートン™ インターネット セキュリ
ティ 月額版 サービス利用規約
ノートン™ 360 月額版 サービス利用規
約
ノ ー ト ン 360 マ ル チ デ バ イ ス 月 額 版
サービス利用規約
マカフィー インターネットセキュリテ
ィ月額版 サービス利用規約
マカフィー マルチアクセス月額版 サ
ービス利用規約
マイポケットスマートフォン等対応ア
プリケーション使用許諾
マイポケット自動バックアップソフト
ウェア使用許諾

ノートン™ インターネット セキュリ
ティ 月額版 サービス利用規約
ノートン™ 360 月額版 サービス利用規
約
ノ ー ト ン 360 マ ル チ デ バ イ ス 月 額 版
サービス利用規約
マカフィー インターネットセキュリテ
ィ月額版 サービス利用規約
マカフィー マルチアクセス月額版 サ
ービス利用規約
マイポケットスマートフォン等対応ア
プリケーション使用許諾
マイポケット自動バックアップソフト
ウェア使用許諾

３

旧約款等により当社が締結した契約に係る次の事項については、ＮＴＴレゾナント
に承継された新約款等に基づく契約において、なお従前のとおりとします。
(1) 品目及び通信又は保守の態様によるによる細目等
(2) 期間（最低利用期間を含みます。
）に係る起算日
(3) 付加機能
(4) 附帯サービス
(5) その他旧約款等に基づくサービス提供条件
４ この約款実施前に旧約款等の規定により生じた料金その他の債務については、旧約
款等の規定に従い取扱います。
５ 当社は、附則４に定める債務の支払いが確認できないとき又は支払いを怠るおそれ
があると判断したときは、ＮＴＴレゾナントにその旨を通知します。
６ 旧約款等の規定により当社に預け入れ、令和４年５月13日付け吸収分割契約により
ＮＴＴレゾナントに承継された前受金については、令和４年７月１日において、ＮＴ
Ｔレゾナントが新約款等に基づいて取扱います。
７ この約款実施前に、旧約款等の規定によりその事由が生じた電気通信サービスに関
する損害賠償の取扱いについては、旧約款等の規定に従い取扱います。
８ この約款実施前に、当社に対し旧約款等の規定により行った手続きその他の行為は、
新約款等の規定に基づいて行ったものとみなします。
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