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モバイルマーケティングＡＳＰサービス利用規約
第１章 総則
（規約の適用）
第１条エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（以下、「コム」といいます）が提供するモバイル
マーケティングASP サービス（以下、「本サービス」といいます）のご利用にあたっては、このモバイル
マーケティングASP サービス利用規約（以下、「本規約」といいます）が適用されます。なお、本規約
に同意されない場合、本サービスをご利用いただくことはできません。
（規約の変更）
第２条 コムは、契約者の承諾を得ることなく、本規約（サービスガイドラインを含みます。以下本条
において同じ。）を変更する場合があります。この場合、本サービスに係る料金や提供条件等は、変
更後の規約によります。なお、コムは本規約を変更する場合、これら変更内容を契約者にコムが相
当と判断する方法により通知します。
（用語の定義）
第３条 本規約における用語の意味は以下のとおりとします。
「おサイフケータイWeb プラグイン」フェリカネットワークス株式会社が提供するアプリケーション。かざすフ
ォルダとの間で、会員証の書込み、読込み・削除を行うことができます。
「FeliCa 技術方式」 ソニー株式会社が開発し、保有する非接触IC カード技術方式。
「FeliCa チップ」 FeliCa 技術方式に準拠して開発、製造される携帯電話用IC チップ。
「共通領域」 FeliCa チップ上において、FeliCa 技術方式によるデータの読取り及び書込みが可能なメモ
リ領域のうち、フェリカネットワークス株式会社が管理する領域。
「かざすフォルダ」 共通領域のうち本サービスのためにコムが利用する領域の総称。
「管理者」 本サービスを利用するにあたり契約者が指定した者で、本サービスの利用について管理・監督
を行う者。
「管理端末」 管理者が本サービスの管理・運用を行うために設置する電子計算機及び電気通信設備。
「契約者」 本規約に基づき本サービスを利用するための契約をコムと締結した法人（コムが定める法人格
を有する法人に限ります）。
「契約者サービス」 契約者が本サービスを利用して自らの顧客に提供するサービス。
「サービスガイドライン」 コムが別に定める、本サービスの内容の詳細を示したものの総称。
「申込者」 本サービスの利用を希望し、コムに対し申込みを行う者。
「利用者」 契約者サービスを利用する者。
「ASP センタ」 本サービスを提供するためにコムが設置する電子計算機及び電気通信設備。
「FOMAサービス」 株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が別に定めるFOMAサービス契約約款に基づき提
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供する携帯電話サービス。
「Xiサービス」 ドコモが別に定めるXiサービス契約約款に基づき提供する携帯電話サービス。
「5Gサービス」 ドコモが別に定める5Gサービス契約約款に基づき提供する携帯電話サービス。

第２章 本サービス通則
（本サービスの内容）
第４条 コムが提供する本サービスの内容の詳細は、サービスガイドラインに定めるとおりとします。
２ 本規約の定めとサービスガイドラインの定めに齟齬等あるときは、本規約の定めがサービスガイドラ
インの定めに優先するものとします。なお、FOMAサービスまたはXiサービスまたは５Gサービスの提供
条件については、FOMAサービス契約約款またはXiサービス契約約款または５Gサービス契約約款の
定めが本規約及びサービスガイドラインの定めに優先するものとします。
（本サービスの提供区域）
第５条 本サービスの提供区域は、日本国内とします。
（本サービスの利用条件）
第６条 本サービスの最低利用期間は１年間とします。
２ 本サービス又は契約者サービスの利用にあたり必要となる、本サービスに対応した携帯電話端
末、携帯電話サービス契約管理端末及び管理端末からＡＳＰセンタへのアクセス回線等は、別途契
約者又は利用者の負担により用意する必要があります。

第３章 本サービス契約の成立等
（利用の申込み）
第７条 申込者は､本規約の内容を承諾したうえで､本サービスの利用期間等必要事項を記載したコ
ム所定の申込書（以下、「利用申込書」といいます）をコムの指定する窓口に提出することにより､本
サービスの利用を申し込むものとします。
（利用申込みの承諾）
第８条 コムは、第７条（利用の申込み）に基づく利用申込みが次の各号に定める事項のいずれに
も該当しないと判断した場合は、本サービスの利用の申込みを承諾します。
(1) 本サービスの提供が技術上又は運用上困難であるとき
(2)コム又は本サービスの信用を毀損するおそれがあるとき
(3) 第７条（利用の申込み）に定める申込書に虚偽の記載があったとき
(4) 第２２条（契約者の情報管理責任）の規定に違反するおそれがあるとき
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(5) 第２３条（支払）に定める義務を怠るおそれがあるとき
(6) 第３0 条（禁止事項）のいずれかに類する行為を行うおそれがあるとき
(7) その他本規約を遵守しないおそれがあるとき
(8) 過去に不正利用等により本サービス又はコムが提供するその他のサービスの利用
契約の解除または利用の停止があったとき
(9) コムの業務遂行上支障があるとき
(10) 申込者がコムの定める法人格を有する法人でないとき
(11) その他当社が本サービスの利用者として不適切と判断したとき
２ 前項の規定により利用の申込みを拒絶する場合は、コムは当該申込者に対し、書面によ
りその旨を通知するものとします。
（契約の成立時期）
第９条 コムは、第８条（利用申込みの承諾）に基づき本サービスの利用の申込みを承諾したときは、
本サービスの利用期間等を記載したコム所定の書面を契約者に交付することをもって、その旨を速
やかに申込者に通知するものとします。当該通知日をもって、コムと申込者の間で本規約に基づく本
サービスの利用に関する契約（以下「本サービスの利用契約」といいます）が成立したものとします。
２ 契約者は、本サービスの利用契約の更新を希望する場合は、更新希望日の60 日前まで
にコム所定の申込書をコムの指定する窓口に提出することにより本サービスの利用契約
の更新を申し込むものとします。
３ 第８条（利用申込みの承諾）及び本条第１項の規定は、前項に基づく申込みに準用しま
す。
（契約者サービス）
第１０条 契約者は、自己の費用と責任において利用者に対して契約者サービスを提供するものと
します。
２ 契約者は、利用者との間で締結する契約等において、本規約の規定に基づき、コムが
本サービスの提供を中止等する場合があることにつき予め利用者から承諾を得なければ
ならないものとします。
３ 契約者は、契約者サービスに関する利用者その他の第三者からの苦情、問い合わせ等について
は、自らの費用と責任により対応のうえこれらを解決するものとし、契約者サービスに関してコムが損
害を被った場合、当該損害を賠償するものとします。
（おサイフケータイ Ｗｅｂプラグイン）
第１１条 本サービスで使用できる「おサイフケータイ Ｗｅｂプラグイン」にかかる著作権等の知的財
産権は、フェリカネットワークス株式会社に帰属します。
２ 「おサイフケータイ Ｗｅｂプラグイン」は、利用者がフェリカネットワークス株式会社との間で締結す
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る契約に基づき、利用者自らの携帯電話端末にインストールして使用します。なお、携帯電話端末
によってはプリインストールされているものもあります。
３コムは「おサイフケータイ Ｗｅｂプラグイン」について、契約者又は利用者その他の第三者に生じた
損害について、一切責任を負わないものとします。
（契約者への通知）
第１２条 コムは、契約者に対して行う各種通知を、契約者が予めコムに届け出た連絡先に書面、
電子メールの送信又はコムのホームページへの掲載その他コムが適当と認める方法により通知する
ものとします。
２ 前項に基づきコムから契約者への通知を電子メールの送信又はコムのホームページへの掲載に
より行う場合は、コムから契約者への通知は、それぞれ電子メールの送信又はコムのホームページ
への掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
（契約者登録情報の変更）
第１３条 契約者は、商号、住所、電話番号、メールアドレス、請求書送付先その他コムへの届出内
容に変更があった場合は、コムが別途指定する書面を提出することにより、速やかにコムに届出るも
のとします。なお、届出内容に変更があったにもかかわらずコムに届出がないときは、本規約に定め
るコムからの通知は、届出済みの変更前の連絡先へ通知を発信したことをもって履行されたものとみ
なします。
２ 前項の届出があったときは、コムは契約者に対し、届出に係る変更の事実を証明する書類を提出
していただくことがあります。
（契約者が行う本サービスの利用契約の解約）
第１４条 契約者は、本サービスの利用契約の解約を希望する場合は、解約希望日の６０日前まで
にコム所定の解約申込書をコムの指定する窓口に提出することにより本サービスの利用契約を解約
できるものとします。
２ 本サービスの利用契約が解約された場合、契約者は、未払いの本サービスの利用料金の全額を
コムが指定する期日までに一括して支払うものとします。
（コムが行う本サービスの利用契約の解除）
第１５条 コムは、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断したときは、本サービスの利用契
約を解除することがあります。
(1) 本規約の規定に違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反事項を是正することが困
難であるとき
(2) 第１７条（サービスの停止）に基づき、本サービスの利用が停止された場合において、当該事由
が直ちにコムの業務に支障を及ぼすおそれがあるとき､又は契約者が当該利用停止日から2ヶ月以
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内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき
(3) 第２３条（支払）に定める料金等の支払いその他コムに対する債務の履行を現に怠り、又は怠る
恐れがあるとき
(4) 第３０条（禁止事項）に違反したとき
(5) 契約者自らにつき支払いの停止があったとき、支払い不能の状態に陥ったとき、破産手続開始・
民事再生手続開始・会社更生手続開始若しくは特別精算開始の申立があったとき、手形交換所の
取引停止処分を受けたとき、または自らを債務者とする仮差押え・保全差押さえ若しくは差押さえの
命令・通知が発送されたときなど､債務履行が困難であるとコムが判断したとき
(6) その他本サービスの提供を継続できないと認められる相当の事由があるとき
２ コムは、前項の規定により本サービスの利用契約を解除するときは､事前にその理由及び解除日
を契約者に通知します。
３ コムは、第１項に基づき本サービスの利用契約が解除されたことにより契約者又は利用者その他
の第三者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
４ 契約者は、第１項に基づき本サービスの利用契約が解除された場合は、未払いの本サービスの
利用料金の全額をコムが指定する期日までに一括して支払うものとします。

第４章 本サービスの提供中止及び廃止等
（本サービスの提供中止）
第１６条 コムは、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約者に通知することなく本サービ
スの全部又は一部の提供を中止することがあります。
(1) 天災地変等の不可抗力により本サービスが提供できなくなったとき
(2) ＡＳＰセンタその他本サービスの提供に必要となる設備に障害が発生したとき
(3) その他、運用上又は技術上やむを得ないとき
２ コムは、前項に基づき本サービスの提供を中止したことにより契約者又は利用者その他の第三者
に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
３ コムは、第１項に定めるほか、本サービスの運用上必要な範囲において、本サービスの利用の制
限等を行うことができるものとします。この場合、コムはその旨をコムが適当と判断する方法であらかじ
め契約者に通知又は周知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありませ
ん。
４ 本規約に別段の定めがある場合を除き、コムの責に帰すべき事由により契約者が本サービスを利
用できない状態が発生した場合、その状態をコムが認知した時刻から起算して４８時間以上その状
態が連続したときに限り、コムは本サービスを利用できない状態が発生した日が属する月の本サービ
スの利用料金を当該月の日数で割った金額（１円未満の端数は切り上げるものとします）に、本サー
ビスを利用できなかった時間を２４で割り算した利用不能日数（１日未満の端数は切り捨てるものとし
ます）を乗じて算出した金額を契約者の翌月の利用料金から減額するものとします。
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（本サービスの利用停止）
第１７条 コムは、契約者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、本サービスの全
部又は一部の利用を停止することがあります。
(1) 第２３条（支払）に定める支払期日を経過してもなお本サービスの利用料金を支払わないとき
（支払期日を経過した後、金融機関等において支払われた場合であって、コムがその支払の事実を
確認できないときを含みます）
(2) 契約者又は利用者が第３0 条（禁止事項）各号のいずれかに違反したとき
(3) コムに対して虚偽の届出又は通知をしたとき
(4) 利用者その他の第三者による本サービスの利用に支障を与える又はそのおそれのある行為が
あったとき
(5) 本規約に違反したとき
(6) その他コムの業務の遂行上支障があるとき
２ コムは、前項の規定により本サービスの利用を停止する場合は、その旨をコムが適当と判断する
方法であらかじめ契約者に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありま
せん。
３ コムは、第１項の規定にかかわらず、契約者に対し、同項の措置に替えて又は同項の措置とともに
期限を定めて当該事由を解消すべき旨を求めることができます。ただし、この措置は、コムが前項の
措置を取ること又は第１５条（コムが行う本サービスの利用契約の解除）に基づきコムが本サービスの
利用契約を解除することを妨げるものではありません。
４ コムは、第１項に基づき本サービスの提供を停止したことにより契約者又は利用者その他の第三
者に生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
（本サービスの廃止）
第１８条 コムは、自己の都合により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。なお、
本サービスの全部が廃止された場合は、コムが定める本サービスの廃止日をもって本サービスの利
用契約は終了するものとします。
２ コムは、前項に基づく本サービスの廃止により契約者又は利用者その他の第三者に生じ
た損害について、一切責任を負わないものとします。
３ コムは、第１項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、契約者に対し
本サービスを廃止する３ヶ月前までにその旨を通知するものとします。

第５章 本サービスの利用
（サービス利用の準備等）
第１９条 契約者は、本サービスの利用にあたり、サービスガイドラインに従い、コムが定める各種手続
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きを実施するものとします。
（ログインＩＤ及びログインパスワードの管理）
第２０条 契約者は、コムが契約者に付与するログインＩＤ及びログインパスワードの管理責任を負う
ものとします。
２ 契約者は、コムが付与するログインＩＤ及びログインパスワード（これを利用して新たに生成
したログインＩＤ及びパスワードも含まれるものとします）を自らの責任において厳重に管理し、
又は管理者を指定して管理させるものとし、第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等
をすることはできないものとします。
３ ログインＩＤ及びログインパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による
損害の責任は契約者が負うものとし、コムは一切責任を負わないものとします。
４ ログインＩＤ又はログインパスワードが不正に利用されたことにより、コムに損害が生じた場
合、契約者は、コムに対しその損害を賠償するものとします。
５ 契約者は、ログインＩＤ及びログインパスワードが盗難や紛失にあった場合、又は第三者に
不正に使用されたと思われるときは、直ちにコムにその旨を連絡するものとします。
（コムの情報管理責任）
第２１条 コムは、本サービスを通じて登録・送受信される情報（以下「本情報」といいます）が消滅
等しても、一切責任を負わないものとします。但し、コムの故意又は重大な過失による場合は、この
限りではありません。
２ コムは、本サービスの運用に必要と判断する範囲で、本情報を閲覧することができるものとしま
す。
（契約者の情報管理責任）
第２２条 契約者は、利用者に関する情報であって､氏名、生年月日、電話番号、メールアドレス、住
所その他個人を識別することができる情報、契約者と利用者との間で行った通信に関する一切の情
報（以下、総称して「個人情報」といいます）を法令に従い適切に取り扱うものとします。

第６章 料金
（支払）
第２３条 契約者は、コムに対し、本サービスの利用に関し別表１に定める利用料金（以下「利用料
金」といいます）を支払うものとします。なお、利用料金の具体的な算出方法等は、サービスガイドライ
ンに定めるものとします。
２ 契約者は、コムが定める支払期日までに、利用料金をその金額に課税される消費税相当額ととも
にコムが指定する方法により支払うものとします。なお、振込手数料は、契約者の負担とします。
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３ 契約者は、第１６条（本サービスの提供中止）及び第１７条（本サービスの停止）に基づき本サービ
スの利用が中止又は停止された場合でも、第１６条第４項に該当する場合を除き、当該中止又は停
止期間における利用料金を支払うものとします。
（遅延損害金）
第２４条 コムは、前条第２項に定める支払期日を経過しても利用料金の支払いがない場合、当該
支払期日の翌日から起算して支払日の前日までの期間について、年１４．５％の割合で算出した額
の遅延損害金を、契約者に対して請求することができるものとします。

第７章 雑則
（違約金）
第２５条 契約者が、利用申込書に定める本サービスの利用期間満了日より前に、第１４条（契約者
が行う本サービスの利用契約の解約）に基づき本サービスの利用契約を解約する場合又は第１５条
（コムが行う本サービスの利用契約の解除）に基づき本サービスの利用契約を解除された場合、コム
は本規約の他の規定に基づく損害賠償とは別に、サービスガイドラインに定める違約金を契約者に対
し請求できるものとします。
（損害賠償）
第２６条 契約者は、本規約に違反し、又は本サービスの利用に関連してコムに損害を与えた場合、
当該損害を賠償する責任を負うものとします。
（情報の削除）
第２７条 コムは､本サービスの利用契約が終了したときは､本情報を速やかに削除します。
２ コムは、前項に基づき本情報を削除したことにより契約者又は利用者その他の第三者に
生じた損害について、一切責任を負わないものとします。
（サービスの保守・運用）
第２８条 本サービスの保守・運用内容については､サービスガイドラインに定めるものとします。
（免責・非保証）
第２９条 コムは、本規約に別段の定めがある場合を除き、本サービスに関して契約者又は利用
者その他の第三者に生じるいかなる損害について、一切の責任を負わないものとします。
２ 契約者は、第２２条（契約者の情報管理責任）に定める本情報の消失等に備え、バックアップ等
の必要な措置を自らの責任と費用において実施するものとします。コムは、本情報のバックアップ等
について一切の責任を負わないものとします。
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３ コムは、本サービスで提供されるコンテンツやデータ等の完全性・正確性・第三者の知的財産権
その他の権利の非侵害性等を保証するものではありません。
（禁止事項）
第３０条 契約者は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならず、また利用者にさせてはな
らないものとします。
(1) 第三者又はコムの著作権その他の権利、財産、プライバシーを侵害する又はそのおそれのある
行為
(2) 第三者又はコムに不利益若しくは損害を与える又はそのおそれのある行為
(3) 公序良俗に反する又はそのおそれのある行為
(4) 本サービスの運営を妨げる、又はコムの信用を毀損する行為
(5) 本サービスで利用するASP センタに対して、管理端末以外からアクセスする行為、過度な負担
を与える行為、本サービスを不能にする行為、その他本サービスの提供に支障を与える行為又はそ
のおそれのある行為
(6) コンピュータウィルス等有害なプログラムを、本サービスを通じて、又は本サービスに関連して使
用又は提供する行為
(7) ログインＩＤ及びログインパスワードを不正に使用する行為
(8) 本サービスを利用する権利の全部又は一部を第三者に再許諾し、又は本サービスを第三者に
利用させる行為
(9) その他法令に違反する又はそのおそれのある行為
(10) その他コムが不適切と判断する行為
（権利義務の譲渡禁止）
第３１条 契約者は、本規約に基づきコムに対して有する権利又はコムに対して負う義務の全部又は
一部を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保に供することはできません。
（契約上の地位の承継）
第３２条 契約者の合併又は会社分割等法定の原因に基づき契約者の地位の承継が生じたとき
は、当該地位を承継した者をして、コムに対し、速やかに承継の原因となった事実を証明する書類を
添えて届けさせるものとします。
（残存条項）
第３３条 本サービスの利用契約が終了した後も、第１０条第３項、第１４条第２項、第１５条第３項及
び第４項、第１８条第２項、第２１条、第２３条乃至第２７条、第２９条、第３１条及び第３２条、第３４
条乃至第３６条並びに本条の規定の効力はなお有効に存続するものとします。
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（合意管轄）
第３４条 本サービスの利用契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専
属的合意管轄裁判所とします。
（分離性）
第３5 条 本サービスの利用契約のいずれかの条項が無効とされた場合であっても、本サービスの
利用契約の他の条項は継続して完全な効力を有するものとします
（準拠法）
第３6 条 本サービスの利用契約の成立・効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するこ
ととします。
附則
本規約は平成23年1月20日から実施します。
附則
本改訂規約は令和2年3月25日から実施します。
附則
本改訂規約は令和3年3月5日から実施します。
附則
（実施期日）
１ この利用規約は、令和４年７月１日から実施します。
（吸収分割に伴う取り扱いについて）
２ ドコモが次の表の左欄の利用規約（以下「旧利用規約」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当社に承継された契約の規定は、この利用規約実施の日にお
いて、次の表の右欄の利用規約（以下「新利用規約」といいます。）の規定によるものとします。
旧利用規約（ドコモ）

新利用規約（当社）

モバイルマーケティングASP利用規約

モバイルマーケティングASP利用規約

３ この利用規約実施前に、お客様がドコモに対し旧利用規約の規定により行った手続きその他の行
為は、新利用規約の規定に基づいて行ったものとみなします。

以上
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別表１ 料金等
ご利用量に合わせた『従量課金プラン』と月々固定の『定額課金プラン』をご用意しております。ご計
画に応じてご契約時に選択頂くことが可能です。
１，おサイフケータイ会員証
会員証利用者数 従量課金プラン 定額課金プラン
～100,000 人 7.7 円（税込）/人 550,000 円（税込）
～200,000 人 7.7 円（税込）/人 1,100,000 円（税込）
～300,000 人 7.7 円（税込）/人 1,650,000 円（税込）
～400,000 人 7.15 円（税込）/人 2,145,000 円（税込）
～500,000 人 7.15 円（税込）/人 2,640,000 円（税込）
～1,000,000 人 6.6 円（税込）/人 4,070,000 円（税込）
～1,500,000 人 6.05 円（税込）/人 5,280,000 円（税込）
～2,000,000 人 5.5 円（税込）/人 6,270,000 円（税込）
～3,000,000 人 4.95 円（税込）/人 7,700,000 円（税込）
～4,000,000 人 4.4 円（税込）/人 8,910,000 円（税込）
～5,000,000 人 3.85 円（税込）/人 9,900,000 円（税込）
5,000,001 人～ 3.3 円（税込）/人 10,780,000 円（税込）
２，特記事項
-最低契約単位は１年間となります。プランの変更は契約更新時のみ承ります。
-連携事業者のサービスをご利用の場合、別途当該事業者の定める利用料金が必要となります。

