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ビジネスプラス利用規約 【現改比較表】 2023年3月1日現在 

～2023年２月28日 2023年3月1日～ 

 

 

第１条～4条（略） 第１条～4条（略） 

第5条（本契約の単位） 

当社は、1の申込みごとに1の本契約を締結します。この場合において、本契約者は、1の本契

約につき1人に限ります。なお、本契約者は1つの本契約で複数のビジネスプラス（以下ビジ

ネスプラスの単位を「アカウント」といいます。）をお申込みいただけますが、アカウントご

とに異なる本ライセンスの組合せを選択することはできません。 

2.ビジネスプラスの利用には、当社が別に定める場合を除き、株式会社NTTドコモ（以下「NTT

ドコモ」といいます。）との間で、法人（法人に相当するものと当社が認める者を含みます。

以下同じとします。）名義で5Gサービス契約約款、Xiサービス契約約款又はFOMAサービス契

約約款（以下総称して「契約約款」といいます。）に基づく5G契約、Xi契約又はFOMA契約（以

下総称して「5G/Xi/FOMA契約」といいます。）を締結していることが必要となります。 

 

第5条（本契約の単位） 

当社は、1の申込みごとに1の本契約を締結します。この場合において、本契約者は、1の本契

約につき1人に限ります。なお、本契約者は1つの本契約で複数のビジネスプラス（以下ビジ

ネスプラスの単位を「アカウント」といいます。）をお申込みいただけますが、アカウントご

とに異なる本ライセンスの組合せを選択することはできません。 

 

第6条（略） 第 6 条（略） 
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第7条 （本契約の申込み） 

本契約の申込みを行おうとするお客様（以下「本申込者」といいます。）は、本規約の内容に

承諾の上、次の各号に掲げる事項を、当社所定の方法により通知するものとします。なお、当

該通知がされた時点で、申込者は本規約の内容を承諾したものとみなします。 

（1）本申込者の名称及び住所 

（2）本申込者の5G/Xi/FOMA契約に係る契約者識別番号（電話番号） 

（3）申込みを行うビジネスプラスの種類 

（4）本ライセンスを申し込む対象サービスの名称 

（5）申込みを行うアカウント数 

（6）その他当社が指定する事項 

2.当社は、前項に基づき通知された内容を確認するための書類の提示又は提出を本申込者に

求める場合があり、この場合、本申込者はこれに応じるものとします。 

第 7 条 （本契約の申込み） 

本契約の申込みを行おうとするお客様（以下「本申込者」といいます。）は、本規約の内容

に承諾の上、次の各号に掲げる事項を、当社所定の方法により通知するものとします。な

お、当該通知がされた時点で、申込者は本規約の内容を承諾したものとみなします。 

（1）本申込者の名称及び住所 

（2）本申込者の電話番号 

（3）申込みを行うビジネスプラスの種類 

（4）本ライセンスを申し込む対象サービスの名称 

（5）申込みを行うアカウント数 

（6）その他当社が指定する事項 

2.当社は、前項に基づき通知された内容を確認するための書類の提示又は提出を本申込者に

求める場合があり、この場合、本申込者はこれに応じるものとします 

第8条～14条（略） 第 8 条～14 条（略） 
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第15条 （利用料金） 

本契約者は、別紙１に定める利用料金の支払いを要します。 

2.本契約者は、利用料金を、別紙1に定める条件に従い、当社が指定する期日（以下「支払期

日」といいます。）までに当社指定の方法によって支払うものとします。 

3.本契約者は、次の各号の場合、当社が利用料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定め

る事業者（以下「請求事業者」といいます。）に譲渡することを承認していただきます。また、

当社及び請求事業者は、本契約者への個別の通知を省略するものとします。 

(1) 本契約者が、NTTドコモとの間で締結している5G/Xi/FOMA契約のご利用料金と併せて

の利用料金のお支払いを当社指定の方法により希望された場合（但し、NTTドコモと本契約者

との間で別段の合意がある場合を除きます）(※１) 

(2) 本契約者が、ビジネスプラス単体での利用料金のお支払い且つバーコード請求を当社指

定の方法により希望された場合（但し、当社と本契約者との間で別段の合意がある場合を除き

ます）(※２) 

(3)本契約者が、ビジネスプラス単体での利用料金のお支払い且つ口座振込請求を当社指定の

方法により希望された場合（但し、当社と本契約者との間で別段の合意がある場合を除きま

す）(※３)  

4.前項の定めに従い利用料金その他の債務に係る債権が請求事業者に譲渡される場合、本契

約者は、当社が本契約者の氏名、住所及び契約者識別番号等の情報（請求事業者が本契約者へ

利用料金を請求するために必要な情報に限ります。）並びに金融機関の口座番号及びクレジッ

トカードのカード番号等の情報（請求事業者が料金を回収するために必要な情報に限りま

す。）を当社が請求事業者へ提供することにつき、同意していただきます。但し、前項第1号

に該当する場合は、当社からNTTドコモにこれらの情報が提供されること及びNTTドコモか

第15条 （利用料金） 

本契約者は、別紙１に定める利用料金の支払いを要します。 

2.本契約者は、利用料金を、別紙 1 に定める条件に従い、当社が指定する期日（以下「支払

期日」といいます。）までに当社指定の方法によって支払うものとします。 

3.本契約者は、次の各号の場合、当社が利用料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定

める事業者（以下「請求事業者」といいます。）に譲渡することを承認していただきます。

また、当社及び請求事業者は、本契約者への個別の通知を省略するものとします。 

(1) 本契約者が、株式会社 NTT ドコモ（以下「NTT ドコモ」といいます。）との間で締結

している 5G サービス契約約款、Xi サービス契約約款又は FOMA サービス契約約款（以下

総称して「契約約款」といいます。）に基づく 5G 契約、Xi 契約又は FOMA 契約のご利用

料金のお支払いを当社指定の方法により希望された場合（但し、NTT ドコモと本契約者との

間で別段の合意がある場合を除きます）(※１) 

(2) 本契約者が、ビジネスプラス単体での利用料金のお支払い且つバーコード請求を当社指

定の方法により希望された場合（但し、当社と本契約者との間で別段の合意がある場合を除

きます）(※２) 

(3)本契約者が、ビジネスプラス単体での利用料金のお支払い且つ口座振込請求を当社指定の

方法により希望された場合（但し、当社と本契約者との間で別段の合意がある場合を除きま

す）(※３)  

4.前項の定めに従い利用料金その他の債務に係る債権が請求事業者に譲渡される場合、本契

約者は、当社が本契約者の氏名、住所及び契約者識別番号等の情報（請求事業者が本契約者へ

利用料金を請求するために必要な情報に限ります。）並びに金融機関の口座番号及びクレジ

ットカードのカード番号等の情報（請求事業者が料金を回収するために必要な情報に限りま
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らNTTファイナンス株式会社（以下「NTTファイナンス」といいます。）へ情報の提供がされ

ることにつき同意していただきます。 

5.第3項の定めに従い利用料金その他の債務に係る債権が請求事業者に譲渡される場合、本契

約者は、第3項の規定に基づき請求事業者へ譲渡された債権に係る情報（請求事業者への支払

状況に関するものに限ります。）が請求事業者から当社に提供されることにつき同意していた

だきます。この同意は、当社が請求事業者に代って本契約者から取得したものとして取り扱わ

れます。但し、第3項第1号に該当する場合は、これらの情報が、NTTファイナンスからNTT

ドコモへ提供されること及びNTTドコモから当社へ提供されることにつき同意していただき

ます。この同意は、当社が、ＮＴＴファイナンスおよびNTTドコモに代って本契約者から取得

したものとして取り扱われます。 

 

(※１)請求事業者は、NTTファイナンスを指します。利用料金その他の債務に係る債権は当社

からNTTドコモに譲渡され、更にNTTドコモからNTTファイナンスへ譲渡されるものとしま

す。この場合の支払方法はNTTファイナンスが定める「通信サービスご利用料金等の請求・収

納業務」に係る取扱い規約によるものとします。なお、NTTファイナンスから本契約者への請

求書の送付をもってNTTファイナンスがNTTドコモに代って債権譲渡を通知したものとして

取扱うものとします。 

 

(※２)請求事業者は、NTTドコモを指します。利用料金その他の債務に係る債権は当社から

NTTドコモに譲渡されるものとします。この場合の支払方法はNTTドコモが定める「NTTコミ

ュニケーションズご利用料金等の請求・収納業務」に係る取扱い規約によるものとします。 

 

す。）を当社が請求事業者へ提供することにつき、同意していただきます。但し、前項第1号

に該当する場合は、当社からNTTドコモにこれらの情報が提供されること及びNTTドコモか

らNTTファイナンス株式会社（以下「NTTファイナンス」といいます。）へ情報の提供がされ

ることにつき同意していただきます。 

5.第3項の定めに従い利用料金その他の債務に係る債権が請求事業者に譲渡される場合、本契

約者は、第3項の規定に基づき請求事業者へ譲渡された債権に係る情報（請求事業者への支払

状況に関するものに限ります。）が請求事業者から当社に提供されることにつき同意してい

ただきます。この同意は、当社が請求事業者に代って本契約者から取得したものとして取り

扱われます。但し、第3項第1号に該当する場合は、これらの情報が、NTTファイナンスから

NTTドコモへ提供されること及びNTTドコモから当社へ提供されることにつき同意していた

だきます。この同意は、当社が、ＮＴＴファイナンスおよびNTTドコモに代って本契約者から

取得したものとして取り扱われます。 

 

(※１)請求事業者は、NTTファイナンスを指します。利用料金その他の債務に係る債権は当社

からNTTドコモに譲渡され、更にNTTドコモからNTTファイナンスへ譲渡されるものとしま

す。この場合の支払方法はNTTファイナンスが定める「通信サービスご利用料金等の請求・収

納業務」に係る取扱い規約によるものとします。なお、NTTファイナンスから本契約者への請

求書の送付をもってNTTファイナンスがNTTドコモに代って債権譲渡を通知したものとして

取扱うものとします。 

 

(※２)請求事業者は、NTTドコモを指します。利用料金その他の債務に係る債権は当社から

NTTドコモに譲渡されるものとします。この場合の支払方法はNTTドコモが定める「NTTコ
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(※３)請求事業者は、NTTファイナンスを指します。利用料金その他の債務に係る債権は当社

からNTTファイナンスに譲渡されるものとします。この場合の支払方法はNTTファイナンス

が定める「通信サービスご利用料金等の請求・収納業務」に係る取扱い規約によるものとしま

す。 

ミュニケーションズご利用料金等の請求・収納業務」に係る取扱い規約によるものとします。 

 

(※３)請求事業者は、NTT ファイナンスを指します。利用料金その他の債務に係る債権は当

社から NTT ファイナンスに譲渡されるものとします。この場合の支払方法は NTT ファイナ

ンスが定める「通信サービスご利用料金等の請求・収納業務」に係る取扱い規約によるもの

とします。 

16条～29条、附則（略） 16 条～29 条、附則（略） 

 附則（令和 5 年 2 月 27 日 CAS2 サ 2022 第 001174 号） 

（実施期日） 

１ この改正規約は、令和 5 年 3 月 1 日から実施します。 

（経過措置） 

2 この改正規約実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金

その他の債務については、なお従前のとおりとします。 

3 この改正規約実施前に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、なお従前のとおりとします。 

別紙1 

１～4-３ 略 

別紙1 

１～4-３ 略 
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４-４ ビジネスプラスDタイプ 

ビジネスプラスDタイプに関する利用条件、選択することができる本ライセンスに係る対象

サービス及び利用料金は、それぞれ次の(1)から(3)に定めるとおりとします。 

 

(1)利用条件 

①基本サービスについては、1つのみ選択することができます。 

②基本オプションサービスに係る本ライセンスの付与を希望する場合は、当該基本オプシ

ョンサービスに対応する基本サービスに係る本ライセンスを同時に組み合わせる必要が

あります。なお、基本サービスが本ライセンスの対象から除外された場合は、自動的に当

該基本サービスに対応する基本オプションサービスも本ライセンスの対象から除外され

ます。 

③基本サービスを変更することはできません。 

 

(2)対象サービス 

サービス提供者名 サービス名 対象サービスの種別 

株式会社AXSEED 
SPPM3.0モバイル

（Android） 
基本サービス 

株式会社AXSEED 
SPPM3.0モバイル

（iOS） 
基本サービス 

株式会社AXSEED 
SPPM3.0PC

（Windows） 
基本サービス 

株式会社AXSEED SPPM3.0PC（Mac） 基本サービス 

株式会社AXSEED ManagedApps容量

拡 張 オ プ シ ョ ン

（Android） 

「SPPM3.0モバイル（Android）」に対す

る基本オプションサービス 

株式会社AXSEED ManagedApps容量

拡 張 オ プ シ ョ ン

（iOS） 

「SPPM3.0モバイル（iOS）」に対する基

本オプションサービス 

４-４ ビジネスプラスDタイプ 

ビジネスプラスDタイプに関する利用条件、選択することができる本ライセンスに係る対象

サービス及び利用料金は、それぞれ次の(1)から(3)に定めるとおりとします。 

 

(1)利用条件 

①基本サービスについては、1つのみ選択することができます。 

②基本オプションサービスに係る本ライセンスの付与を希望する場合は、当該基本オプシ

ョンサービスに対応する基本サービスに係る本ライセンスを同時に組み合わせる必要が

あります。なお、基本サービスが本ライセンスの対象から除外された場合は、自動的に当

該基本サービスに対応する基本オプションサービスも本ライセンスの対象から除外され

ます。 

③基本サービスを変更することはできません。 

 

(2)対象サービス 

サービス提供者名 サービス名 対象サービスの種別 

株式会社AXSEED 
SPPM3.0モバイル

（Android） 
基本サービス 

株式会社AXSEED 
SPPM3.0モバイル

（iOS） 
基本サービス 

株式会社AXSEED 
SPPM3.0PC

（Windows） 
基本サービス 

株式会社AXSEED SPPM3.0PC（Mac） 基本サービス 

株式会社AXSEED ManagedApps容量

拡 張 オ プ シ ョ ン

（Android） 

「SPPM3.0モバイル（Android）」に対す

る基本オプションサービス 

株式会社AXSEED ManagedApps容量

拡 張 オ プ シ ョ ン

（iOS） 

「SPPM3.0モバイル（iOS）」に対する基

本オプションサービス 
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株式会社AXSEED PC操作ログオプシ

ョン（Windows） 

「SPPM3.0PC（Windows）」に対する基

本オプションサービス 

株式会社AXSEED ポリシー設計・作成

代行 

「SPPM3.0モバイル（Android）」又は

「 SPPM3.0 モバイル（ iOS ）」又は

「SPPM3.0PC（Windows）」に対する基

本オプションサービス ※１ 

株式会社AXSEED 証明書設定・更新代

行 

「SPPM3.0モバイル（iOS）」に対する基

本オプションサービス ※１ 

株式会社AXSEED アプリ配信代行 「SPPM3.0モバイル（Android）」又は

「SPPM3.0モバイル（iOS）」に対する基

本オプションサービス ※１ 

株式会社AXSEED キッティング代行

基本推奨プラン 

「SPPM3.0モバイル（Android）」又は

「 SPPM3.0 モバイル（ iOS ）」又は

「SPPM3.0PC（Windows）」に対する基

本オプションサービス ※１ 

株式会社AXSEED キッティング代行

フルカスタマイズ

プラン 

「SPPM3.0モバイル（Android）」又は

「 SPPM3.0 モバイル（ iOS ）」又は

「SPPM3.0PC（Windows）」に対する基

本オプションサービス ※１ 

株式会社AXSEED キッティング代行

（送料） 

「SPPM3.0モバイル（Android）」又は

「 SPPM3.0 モバイル（ iOS ）」又は

「SPPM3.0PC（Windows）」に対する基

本オプションサービス ※１ 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社AXSEED PC操作ログオプシ

ョン（Windows） 

「SPPM3.0PC（Windows）」に対する基

本オプションサービス 

株式会社AXSEED ポリシー設計・作成

代行 

「SPPM3.0モバイル（Android）」又は

「 SPPM3.0 モバイル（ iOS）」又は

「SPPM3.0PC（Windows）」に対する基

本オプションサービス ※１ 

株式会社AXSEED 証明書設定・更新代

行 

「SPPM3.0モバイル（iOS）」に対する基

本オプションサービス ※１ 

株式会社AXSEED アプリ配信代行 「SPPM3.0モバイル（Android）」又は

「SPPM3.0モバイル（iOS）」に対する基

本オプションサービス ※１ 

株式会社AXSEED キッティング代行

基本推奨プラン 

「SPPM3.0モバイル（Android）」又は

「 SPPM3.0 モバイル（ iOS）」又は

「SPPM3.0PC（Windows）」に対する基

本オプションサービス ※１ 

株式会社AXSEED キッティング代行

フルカスタマイズ

プラン 

「SPPM3.0モバイル（Android）」又は

「 SPPM3.0 モバイル（ iOS）」又は

「SPPM3.0PC（Windows）」に対する基

本オプションサービス ※１ 

株式会社AXSEED キッティング代行

（送料） 

「SPPM3.0モバイル（Android）」又は

「 SPPM3.0 モバイル（ iOS）」又は

「SPPM3.0PC（Windows）」に対する基

本オプションサービス ※１ 

株式会社アイキュー

ブドシステムズ 

CLOMO MDM周辺

BPOサービス 

基本サービス 

株式会社アイキュー

ブドシステムズ 運用代行サービス 

初期費用 

「CLOMO MDM周辺BPOサービス」又は

「運用代行サービス 基本費用」に対する

基本オプションサービス ※１ 
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※１ 別途当社所定の手続きが必要です。 

 

(3)利用料金 

①基本料金： 次の表に定める対象サービスに係る本ライセンスの利用料金は月額とし、そ

の金額はそれぞれ当該表に定めるとおりとします。 

基本サービス 基本料金 

SPPM3.0モバイル（Android） 月額330円（税込） 

株式会社アイキュー

ブドシステムズ 運用代行サービス 

基本費用 

「CLOMO MDM周辺BPOサービス」に対

する基本オプションサービス ※１ 

株式会社アイキュー

ブドシステムズ 運用代行サービス 

アプリ操作代行 

「CLOMO MDM周辺BPOサービス」又は

「運用代行サービス 基本費用」に対する

基本オプションサービス ※１ 

株式会社アイキュー

ブドシステムズ 

運用代行サービス 

プロファイル操作

代行 

「CLOMO MDM周辺BPOサービス」又は

「運用代行サービス 基本費用」に対する

基本オプションサービス ※１ 

株式会社アイキュー

ブドシステムズ 

運用代行サービス 

ユーザー・組織操作

代行 

「CLOMO MDM周辺BPOサービス」又は

「運用代行サービス 基本費用」に対する

基本オプションサービス ※１ 

株式会社アイキュー

ブドシステムズ 

運用代行サービス 

デバイス登録・解除

操作代行 

「CLOMO MDM周辺BPOサービス」又は

「運用代行サービス 基本費用」に対する

基本オプションサービス ※１ 

株式会社アイキュー

ブドシステムズ キッティングサー

ビス  

「CLOMO MDM周辺BPOサービス」に対

する基本オプションサービス ※１ 

株式会社アイキュー

ブドシステムズ 
サポートチケット 

「CLOMO MDM周辺BPOサービス」に対

する基本オプションサービス ※１ 

※１ 別途当社所定の手続きが必要です。 

 

(3)利用料金 

①基本料金： 次の表に定める対象サービスに係る本ライセンスの利用料金は月額とし、そ

の金額はそれぞれ当該表に定めるとおりとします。 

基本サービス 基本料金 

SPPM3.0モバイル（Android） 月額330円（税込） 
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SPPM3.0モバイル（iOS） 月額330円（税込） 

SPPM3.0PC（Windows） 月額550円（税込） 

SPPM3.0PC（Mac） 月額550円（税込） 

 

 

②基本オプション料金： 次の表に定める対象サービスに係る本ライセンスのオプション

料金は月額料金とし、その金額はそれぞれ当該表に定めるとおりとします。 

 

 

 

基本オプションサービス オプション料金 

ManagedApps容量拡張オプション

（Android） 

月額110円（税込） 

ManagedApps容量拡張オプション

（iOS） 

月額110円（税込） 

PC操作ログオプション（Windows） 月額550円（税込） 

ポリシー設計・作成代行 110,000円/回（税込） 

証明書設定・更新代行 99,000円/回（税込） 

アプリ配信代行 104,500円/回（税込） 

キッティング代行基本推奨プラン 3,080円/台（税込） 

キッティング代行フルカスタマイズ

プラン 

別途当社またはサービス提供会社より提示する

金額 

キッティング代行（送料） 別途当社またはサービス提供会社より提示する

金額 

SPPM3.0モバイル（iOS） 月額330円（税込） 

SPPM3.0PC（Windows） 月額550円（税込） 

SPPM3.0PC（Mac） 月額550円（税込） 

CLOMO MDM周辺BPOサービス ― 

 

②基本オプション料金： 次の表に定める対象サービスに係る本ライセンスのオプション料

金の額は、それぞれ当該表に定めるとおりとします。 

 

a) SPPM3.0に係るもの 

基本オプションサービス オプション料金 

ManagedApps容量拡張オプション

（Android） 

月額110円（税込） 

ManagedApps容量拡張オプション

（iOS） 

月額110円（税込） 

PC操作ログオプション（Windows） 月額550円（税込） 

ポリシー設計・作成代行 110,000円/回（税込） 

証明書設定・更新代行 99,000円/回（税込） 

アプリ配信代行 104,500円/回（税込） 

キッティング代行基本推奨プラン 3,080円/台（税込） 

キッティング代行フルカスタマイズ

プラン 

別途当社またはサービス提供会社より提示する

金額 

キッティング代行（送料） 別途当社またはサービス提供会社より提示する

金額 
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③支払条件 

a)本契約成立日が属する月の利用料金に限り、その支払を要しないものとします。ただし、

本契約成立日が属する月と同一の月において対象サービスが本ライセンスの対象から除

外された場合、当該対象サービスに係る本ライセンスについては1か月分の利用料金の支

払を要します。なお、本契約成立日の属する月の翌月以降にオプションサービスに係る本

ライセンスの申込みがなされた場合は、当該申込日の属する月のオプション料金に限り、

その支払を要しないものとします。 

b)月の途中で対象サービスが本ライセンスの対象から除外された場合でも、日割計算は行

わず、1か月分の利用料金の支払を要するものとします。 

c)以下の基本オプションサービスに関する支払については、当該基本オプションサービスに

係る設定の完了を連絡した日を起算日として、当社が指定する支払日までにその支払いを

要します。 

・ポリシー設計・作成代行 

・証明書設定・更新代行 

・アプリ配信代行 

b)CLOMO MDM周辺BPOサービスに係るもの 

基本オプションサービス オプション料金 

運用代行サービス 初期費用 21,780円/回（税込） 

運用代行サービス 基本費用 月額30,800円（税込） 

運用代行サービス アプリ操作代行 月額66円/台（税込） 

運用代行サービス プロファイル操作代行 月額66円/台（税込） 

運用代行サービス ユーザー・組織操作代行 月額66円/台（税込） 

運用代行サービス デバイス登録・解除操作

代行 

月額66円/台（税込） 

キッティングサービス  4,620円/台（税込） 

サポートチケット 55,000円/枚（税込） 

 

③支払条件 

a)本契約成立日が属する月の利用料金に限り、その支払を要しないものとします。ただし、

本契約成立日が属する月と同一の月において対象サービスが本ライセンスの対象から除

外された場合、当該対象サービスに係る本ライセンスについては1か月分の利用料金の支

払を要します。なお、本契約成立日の属する月の翌月以降にオプションサービスに係る本

ライセンスの申込みがなされた場合は、当該申込日の属する月のオプション料金に限り、

その支払を要しないものとします。 

b)月の途中で対象サービスが本ライセンスの対象から除外された場合でも、日割計算は行

わず、1か月分の利用料金の支払を要するものとします。 

c)以下の基本オプションサービスに関する支払については、当該基本オプションサービス

に係る設定の完了を連絡した日を起算日として、当社が指定する支払日までにその支払い

を要します。 

・ポリシー設計・作成代行 

・証明書設定・更新代行 

・アプリ配信代行 
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・キッティング代行基本推奨プラン 

・キッティング代行フルカスタマイズプラン 

・キッティング代行（送料） 

 

・キッティング代行基本推奨プラン 

・キッティング代行フルカスタマイズプラン 

・キッティング代行（送料） 

・運用代行サービス 初期費用 

・運用代行サービス 基本費用 

・運用代行サービス アプリ操作代行 

・運用代行サービス プロファイル操作代行 

・運用代行サービス ユーザー・組織操作代行 

・運用代行サービス デバイス登録・解除操作代行 

・キッティングサービス  

・サポートチケット 

５～16 略 ５～16 略 
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１７ ビジネスプラスGoogle 

 ビジネスプラスGoogleに関する利用条件、選択することができる本ライセンスに係る対象

サービス及び利用料金は、それぞれ次の(1)から(3)に定めるとおりとします。 

 

(1)利用条件 

① 基本サービスについては、1つのみ選択することができます。 

② 基本サービスを選択している場合に限り、オプションサービスを最大2つまで選択するこ

とができます。ただし、1つのオプションサービスごとに(3)に定めるオプション料金が別途

かかります。 

③ 基本サービスを変更することはできません。 

 

(2)対象サービス 

サービス提供者名 サービス名 対象サービスの種別 

Google LLC Google Workspace Business 

Starter  ※１※２ 

基本サービス 

Google LLC Google Workspace Business 

Standard ※１※２ 

基本サービス 

Google LLC Google Workspace Business 

Plus ※１※２ 

基本サービス 

Google LLC Google Workspace Enterprise 

Essentials ※１ 

基本サービス 

Google LLC. Google Workspace Enterprise 

Standard ※１ 

基本サービス 

Google LLC Google Workspace Enterprise 

Plus ※１ 

基本サービス 

吉積情報株式会社 繋吉セキュアログインパック 基本オプションサービス 

株式会社クオリティア Active! vault SS ※３ 基本オプションサービス 

rakumo株式会社 rakumo カレンダー 基本オプションサービス 

１７ ビジネスプラスGoogle 

 ビジネスプラスGoogleに関する利用条件、選択することができる本ライセンスに係る対象

サービス及び利用料金は、それぞれ次の(1)から(3)に定めるとおりとします。 

 

(1)利用条件 

① 基本サービスについては、1つのみ選択することができます。 

② 基本サービスを選択している場合に限り、オプションサービスを最大2つまで選択するこ

とができます。ただし、1つのオプションサービスごとに(3)に定めるオプション料金が別途

かかります。 

③ 基本サービスを変更することはできません。 

 

(2)対象サービス 

サービス提供者名 サービス名 対象サービスの種別 

Google LLC Google Workspace Business 

Starter  ※１※２ 

基本サービス 

Google LLC Google Workspace Business 

Standard ※１※２ 

基本サービス 

Google LLC Google Workspace Business Plus 

※１※２ 

基本サービス 

Google LLC Google Workspace Enterprise 

Essentials ※１ 

基本サービス 

Google LLC. Google Workspace Enterprise 

Standard ※１ 

基本サービス 

Google LLC Google Workspace Enterprise 

Plus ※１ 

基本サービス 

吉積情報株式会社 繋吉セキュアログインパック 基本オプションサービス 

   

rakumo株式会社 rakumo カレンダー 基本オプションサービス 
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rakumo株式会社 rakumo コンタクト 基本オプションサービス 

rakumo株式会社 rakumo ワークフロー 基本オプションサービス 

rakumo株式会社 rakumo ボード 基本オプションサービス 

※１ Google LLCの提供する「Google Workspace Business Starter」、「Google Workspace 

Business Standard」、「Google Workspace Business Plus」、「Google Workspace 

Enterprise Essentials」、「Google Workspace Enterprise Standard」又は「Google 

Workspace Enterprise Plus」を対象サービスとして選択された場合、本契約者は自らの判断

と 責 任 に お い て Google LLC の 定 め る Google Cloud Terms 

（https://cloud.google.com/product-terms/）に同意するものとします。 

※２ ビジネスプラスGoogle「Google Workspace Business Starter」、「Google Workspace 

Business Standard」及び「Google Workspace Business Plus」については、申込の上限が

300アカウントまでとなります。 

※３ 「Active! vault SS」については、新たに本ライセンスの対象として選択いただくこと

はできません。 

 

(3)利用料金 

①基本料金： 次の表に定める対象サービスに係る本ライセンスの利用料金は年額とし、その

金額はそれぞれ当該表に定めるとおりとします。 

基本サービス 基本料金 

Google Workspace Business Starter 年額8,976円（税込） 

Google Workspace Business Standard 年額17,952円（税込） 

Google Workspace Business Plus 年額26,928円（税込） 

Google Workspace Enterprise Essentials 別途当社より提示する金額 

Google Workspace Enterprise Standard 別途当社より提示する金額 

Google Workspace Enterprise Plus 別途当社より提示する金額 

 

②オプション料金： 次の表に定める対象サービスに係る本ライセンスのオプション料金は

年額とし、その金額はそれぞれ当該表に定めるとおりとします。 

オプションサービス オプション料金 

rakumo株式会社 rakumo コンタクト 基本オプションサービス 

rakumo株式会社 rakumo ワークフロー 基本オプションサービス 

rakumo株式会社 rakumo ボード 基本オプションサービス 

※１  Google LLCの提供する「Google Workspace Business Starter」、「Google 

Workspace Business Standard」、「Google Workspace Business Plus」、「Google 

Workspace Enterprise Essentials」、「Google Workspace Enterprise Standard」又は

「Google Workspace Enterprise Plus」を対象サービスとして選択された場合、本契約者は

自 ら の 判 断 と 責 任 に お い て Google LLC の 定 め る Google Cloud Terms 

（https://cloud.google.com/product-terms/）に同意するものとします。 

※２  ビジネスプラスGoogle「Google Workspace Business Starter」、「Google 

Workspace Business Standard」及び「Google Workspace Business Plus」については、

申込の上限が300アカウントまでとなります。 

 

 

 

(3)利用料金 

①基本料金： 次の表に定める対象サービスに係る本ライセンスの利用料金は年額とし、そ

の金額はそれぞれ当該表に定めるとおりとします。 

基本サービス 基本料金 

Google Workspace Business Starter 年額8,976円（税込） 

Google Workspace Business Standard 年額17,952円（税込） 

Google Workspace Business Plus 年額26,928円（税込） 

Google Workspace Enterprise Essentials 別途当社より提示する金額 

Google Workspace Enterprise Standard 別途当社より提示する金額 

Google Workspace Enterprise Plus 別途当社より提示する金額 

 

②オプション料金： 次の表に定める対象サービスに係る本ライセンスのオプション料金は

年額とし、その金額はそれぞれ当該表に定めるとおりとします。 

オプションサービス オプション料金 
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繋吉セキュアログインパック 年額1,320円（税込） 

Active! vault SS 年額2,640円（税込） 

rakumo カレンダー 年額1,320円（税込） 

rakumo コンタクト 年額660円（税込） 

rakumo ワークフロー 年額3,960円（税込） 

rakumo ボード 年額1,980円（税込） 

 

③支払条件 

a)年額の利用料金は、本契約成立日が属する月から1年間ごと（以下「対象期間」といいます。）

の利用料金となり、上記に定めるところに従い、一括して支払うものとします。 

b)対象期間の途中で新たにアカウント数の追加を行った場合、その利用料金は当該申込日が

属する月から対象期間満了日が属する月までを月割した利用料金を支払うものとします。 

c)本契約成立日以降にオプションサービスに係る本ライセンス（オプション料金が年額であ

るものとします。）の申込みがなされた場合、その年額のオプション料金は当該申込日が属す

る月から対象期間満了日が属する月までを月割した利用料金とし、一括して支払うものとし

ます。 

d)対象期間の途中で対象サービスが本ライセンスの対象から除外された場合でも、一度当社

に支払われた利用料金の払い戻しは行いません。 

繋吉セキュアログインパック 年額1,320円（税込） 

  

rakumo カレンダー 年額1,320円（税込） 

rakumo コンタクト 年額660円（税込） 

rakumo ワークフロー 年額3,960円（税込） 

rakumo ボード 年額1,980円（税込） 

 

③支払条件 

a)年額の利用料金は、本契約成立日が属する月から1年間ごと（以下「対象期間」といいます。）

の利用料金となり、上記に定めるところに従い、一括して支払うものとします。 

b)対象期間の途中で新たにアカウント数の追加を行った場合、その利用料金は当該申込日が

属する月から対象期間満了日が属する月までを月割した利用料金を支払うものとします。 

c)本契約成立日以降にオプションサービスに係る本ライセンス（オプション料金が年額であ

るものとします。）の申込みがなされた場合、その年額のオプション料金は当該申込日が属す

る月から対象期間満了日が属する月までを月割した利用料金とし、一括して支払うものとし

ます。 

d)対象期間の途中で対象サービスが本ライセンスの対象から除外された場合でも、一度当社

に支払われた利用料金の払い戻しは行いません。 

18 略 18 略 

 

 


