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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3月31日 2023年4月1日～ 

 

 

第１条～29条、附則（略） 第１条～29条、附則（略） 

 附則（令和 5 年 2 月 27 日 CAS2 サ 2022 第 001175 号） 

（実施期日） 

１ この改正規約は、令和 5 年 4 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（略） 

別紙１  

１（略） 
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２ ビジネスプラスBタイプ 

 ビジネスプラスB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 拡張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、当該拡張オプシ

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

た場合は、自動的に当該基本オプションサービスに対応する拡張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。 

④ 本契約者が拡張オプションサービスに係る本ライセンスを選択している場合において、

当該拡張オプションサービスを本ライセンスの対象から除外しようとするときは、当該拡

張オプションサービスに対応する基本オプションサービスも同時に本ライセンスの対象

から除外する必要があります。 

 

(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 

アステリア株式会社 Handbook 基本サービス 

Splashtop Inc. Splashtop Business Lite 

※２ 

基本サービス 

株式会社アイキュー

ブドシステムズ 

CLOMO SECURED APPs 

SELECT 

基本サービス 

株式会社アイキュー

ブドシステムズ 

CLOMO MDM for ビジネス

プラス ※３ 

基本サービス 

ワンビ株式会社 TRUST DELETE Biz 基本サービス 

ＮＴＴテクノクロス

株式会社 

ProgOffice Enterprise 基本サービス 

２ ビジネスプラスBタイプ 

 ビジネスプラスB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 拡張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、当該拡張オプ

ションサービスに対応する基本オプション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、基本オプションサービスが本ライセンスの対象から除外さ

れた場合は、自動的に当該基本オプションサービスに対応する拡張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。 

④ 本契約者が拡張オプションサービスに係る本ライセンスを選択している場合におい

て、当該拡張オプションサービスを本ライセンスの対象から除外しようとするときは、当

該拡張オプションサービスに対応する基本オプションサービスも同時に本ライセンスの

対象から除外する必要があります。 

 

(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 

アステリア株式会社 Handbook ※４ 基本サービス 

Splashtop Inc. Splashtop Business Lite 

※２ 

基本サービス 

株式会社アイキュー

ブドシステムズ 

CLOMO SECURED APPs 

SELECT 

基本サービス 

株式会社アイキュー

ブドシステムズ 

CLOMO MDM for ビジネ

スプラス ※３ 

基本サービス 

ワンビ株式会社 TRUST DELETE Biz 基本サービス 

ＮＴＴテクノクロス

株式会社 

ProgOffice Enterprise 基本サービス 
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キングソフト株式会

社 

KINGSOFT Office for 

Android ※３ 

基本オプションサービス 

株式会社ヒューマン

テクノロジーズ 

KING OF TIME for ビジネス

プラス（基本） ※３ 

基本オプションサービス 

株式会社ヒューマン

テクノロジーズ 

KING OF TIME for ビジネ

スプラス（拡張） ※３ 

「KING OF TIME for ビジネスプ

ラス（基本）」に対応する拡張オプ

ションサービス 

エムオーテックス株

式会社 

LANSCOPE エンドポイント

マネージャー クラウド版(基

本) ※３ 

基本オプションサービス 

エムオーテックス株

式会社 

LANSCOPE エンドポイント

マネージャー クラウド版(拡

張) ※３ 

「LANSCOPE エンドポイントマネ

ージャー クラウド版（基本）」に対

応する拡張オプションサービス 

株式会社ナビタイム

ジャパン 

NAVITIME 交通費精算プ

レミアムパック 

基本オプションサービス 

株式会社AXSEED SPPM2.0（基本） 基本オプションサービス 

株式会社AXSEED SPPM2.0（拡張） 「SPPM2.0（基本）」に対応する拡

張オプションサービス 

株式会社AXSEED SPPM BizCatalog 基本オプションサービス 

株式会社AXSEED SPPM BizReport 基本オプションサービス 

株式会社AXSEED SPPM BizBrowser 基本オプションサービス 

株式会社ミトリ Streamline Lite(基本) 基本オプションサービス 

株式会社ミトリ Streamline Lite(拡張) 「Streamline Lite(基本)」に対応す

る拡張オプションサービス 

株式会社アイ・エス・

ビー 

VECTANT セキュアデバイ

スマネージメント（基本） 

※３ 

基本オプションサービス 

株式会社アイ・エス・

ビー 

VECTANT セキュアデバイ

スマネージメント（拡張） 

※３ 

「VECTANT セキュアデバイスマ

ネージメント（基本）」に対応する

拡張オプションサービス 

キングソフト株式会

社 

KINGSOFT Office for 

Android ※３ 

基本オプションサービス 

株式会社ヒューマン

テクノロジーズ 

KING OF TIME for ビジネ

スプラス（基本） ※３ 

基本オプションサービス 

株式会社ヒューマン

テクノロジーズ 

KING OF TIME for ビジ

ネスプラス（拡張） ※３ 

「KING OF TIME for ビジネスプラ

ス（基本）」に対応する拡張オプショ

ンサービス 

エムオーテックス株

式会社 

LANSCOPE エンドポイン

トマネージャー クラウド

版(基本) ※３ 

基本オプションサービス 

エムオーテックス株

式会社 

LANSCOPE エンドポイン

トマネージャー クラウド

版(拡張) ※３ 

「LANSCOPE エンドポイントマネ

ージャー クラウド版（基本）」に対

応する拡張オプションサービス 

株式会社ナビタイム

ジャパン 

NAVITIME  交通費精算

プレミアムパック 

基本オプションサービス 

株式会社AXSEED SPPM2.0（基本） 基本オプションサービス 

株式会社AXSEED SPPM2.0（拡張） 「SPPM2.0（基本）」に対応する拡張

オプションサービス 

株式会社AXSEED SPPM BizCatalog 基本オプションサービス 

株式会社AXSEED SPPM BizReport 基本オプションサービス 

株式会社AXSEED SPPM BizBrowser 基本オプションサービス 

株式会社ミトリ Streamline Lite(基本) 基本オプションサービス 

株式会社ミトリ Streamline Lite(拡張) 「Streamline Lite(基本)」に対応す

る拡張オプションサービス 

株式会社アイ・エス・

ビー 

VECTANT セキュアデバ

イスマネージメント（基

本） ※３ 

基本オプションサービス 

株式会社アイ・エス・

ビー 

VECTANT セキュアデバ

イスマネージメント（拡

張） ※３ 

「VECTANT セキュアデバイスマネ

ージメント（基本）」に対応する拡張

オプションサービス 
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株式会社ジョルテ ジョルテ プレミアム for ビ

ジネスプラス 

基本オプションサービス 

株式会社ジェーエム

エーシステムズ 

セ キ ュ リ テ ィ ブ ラ ウ ザ 

KAITO LE（基本） ※３ 

基本オプションサービス 

株式会社ジェーエム

エーシステムズ 

セ キ ュ リ テ ィ ブ ラ ウ ザ 

KAITO LE（拡張） ※３ 

「セキュリティブラウザ KAITO 

LE（基本）」に対応する拡張オプシ

ョンサービス 

株式会社TDモバイル スマホポータルBiz 基本オプションサービス 

株式会社ACCESS Linkit ※３ 基本オプションサービス 

富士通株式会社 FENCE-Mobile 

RemoteManager （基本） 

※３ 

基本オプションサービス 

富士通株式会社 FENCE-Mobile 

RemoteManager （拡張） 

※３ 

「 ENCE-Mobile RemoteManager

（基本）」に対応する拡張オプショ

ンサービス 

エヌ・ティ・ティ・コ

ミュニケーションズ

株式会社 

紛失サポート by モバイル

管理サービス ※１ 

「SPPM2.0（基本）」又は「VECTANT 

セキュアデバイスマネージメント

（基本）」又は「LANSCOPE エンド

ポイントマネージャー クラウド版

( 基 本 ) 」 又 は 「 FENCE-Mobile 

RemoteManager（基本）」又は

「CLOMO MDM for ビジネスプラ

ス」又は「TRUST DELETE Biz」に

対応する拡張オプションサービス。

ただし、株式会社NTTドコモが契約

約款に基づき提供する「グループ管

理機能（ビジネスmoperaあんしん

マネージャー）」を同時に契約され

ている場合は、基本オプションサー

ビスとして選択することができま

す。 

株式会社ジョルテ ジョルテ プレミアム for 

ビジネスプラス 

基本オプションサービス 

株式会社ジェーエム

エーシステムズ 

セキュリティブラウザ 

KAITO LE（基本） ※３ 

基本オプションサービス 

株式会社ジェーエム

エーシステムズ 

セキュリティブラウザ 

KAITO LE（拡張） ※３ 

「セキュリティブラウザ  KAITO 

LE（基本）」に対応する拡張オプショ

ンサービス 

株式会社TDモバイル スマホポータルBiz 基本オプションサービス 

株式会社ACCESS Linkit ※３ 基本オプションサービス 

富士通株式会社 FENCE-Mobile 

RemoteManager（基本） 

※３ 

基本オプションサービス 

富士通株式会社 FENCE-Mobile 

RemoteManager（拡張） 

※３ 

「FENCE-Mobile RemoteManager

（基本）」に対応する拡張オプショ

ンサービス 

エヌ・ティ・ティ・コ

ミュニケーションズ

株式会社 

紛失サポート by モバイ

ル管理サービス ※１ 

「SPPM2.0（基本）」又は「VECTANT 

セキュアデバイスマネージメント

（基本）」又は「LANSCOPE エンド

ポイントマネージャー クラウド版

( 基 本 ) 」 又 は 「 FENCE-Mobile 

RemoteManager（基本）」又は

「CLOMO MDM for ビジネスプラ

ス」又は「TRUST DELETE Biz」に対

応する拡張オプションサービス。た

だし、株式会社NTTドコモが契約約

款に基づき提供する「グループ管理

機能（ビジネスmoperaあんしんマネ

ージャー）」を同時に契約されている

場合は、基本オプションサービスと

して選択することができます。 
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株式会社アイキュー

ブドシステムズ 

CLOMO SecuredBrowser 

LE 

基本オプションサービス 

株式会社アイキュー

ブドシステムズ 

CLOMO SecuredDocs LE 基本オプションサービス 

株式会社アイキュー

ブドシステムズ 

CLOMO SecuredMailer LE 基本オプションサービス 

株式会社アイキュー

ブドシステムズ 

CLOMO SecuredCalendar 

LE 

基本オプションサービス 

株式会社アイキュー

ブドシステムズ 

CLOMO SecuredContacts 

LE 

基本オプションサービス 

※１ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する「紛失サポート by モバ

イル管理サービス」については、ご契約のビジネスプラスのアカウント数にかかわらず、本契

約ごとに1か月当たりにサービス提供を受けられる回数に制限があります。 

※２ ビジネスプラスBタイプ「Splashtop Business Lite」については、最低の申込みは5 ア

カウントとなります。 

※３ 「CLOMO MDM for ビジネスプラス」、「KINGSOFT Office for Android」、「KING 

OF TIME for ビジネスプラス（基本）」、「KING OF TIME for ビジネスプラス（拡張）」、

「LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版(基本)」、「LANSCOPE エンドポイ

ントマネージャー クラウド版(拡張)」、「VECTANT セキュアデバイスマネージメント（基

本）」、「VECTANT セキュアデバイスマネージメント（拡張）」、「セキュリティブラウザ 

KAITO LE（基本）」、「セキュリティブラウザ KAITO LE（拡張）」、「Linkit」、「FENCE-

Mobile RemoteManager（基本）」、「FENCE-Mobile RemoteManager（拡張）」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： 月額550円（税込） 

②オプション料金： 1つのオプションサービスにつき月額165円（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

株式会社アイキュー

ブドシステムズ 

CLOMO SecuredBrowser 

LE 

基本オプションサービス 

株式会社アイキュー

ブドシステムズ 

CLOMO SecuredDocs LE 基本オプションサービス 

株式会社アイキュー

ブドシステムズ 

CLOMO SecuredMailer 

LE 

基本オプションサービス 

株式会社アイキュー

ブドシステムズ 

CLOMO 

SecuredCalendar LE 

基本オプションサービス 

株式会社アイキュー

ブドシステムズ 

CLOMO 

SecuredContacts LE 

基本オプションサービス 

※１ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が提供する「紛失サポート by モ

バイル管理サービス」については、ご契約のビジネスプラスのアカウント数にかかわらず、本

契約ごとに1か月当たりにサービス提供を受けられる回数に制限があります。 

※２ ビジネスプラスBタイプ「Splashtop Business Lite」については、最低の申込みは5 ア

カウントとなります。 

※３ 「CLOMO MDM for ビジネスプラス」、「KINGSOFT Office for Android」、「KING 

OF TIME for ビジネスプラス（基本）」、「KING OF TIME for ビジネスプラス（拡張）」、

「LANSCOPE エンドポイントマネージャー クラウド版(基本)」、「LANSCOPE エンドポイ

ントマネージャー クラウド版(拡張)」、「VECTANT セキュアデバイスマネージメント（基

本）」、「VECTANT セキュアデバイスマネージメント（拡張）」、「セキュリティブラウザ 

KAITO LE（基本）」、「セキュリティブラウザ KAITO LE（拡張）」、「Linkit」、「FENCE-

Mobile RemoteManager（基本）」、「FENCE-Mobile RemoteManager（拡張）」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。 

※４ ビジネスプラスBタイプ「Handbook」については、最大の申込みは500アカウントと

なります。 

 

(3)利用料金 

①基本料金： 月額550円（税込） 

②オプション料金： 1つのオプションサービスにつき月額165円（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
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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。 

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。 
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３－１ ビジネスプラス C タイプ 

ビジネスプラスC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 拡張サービスに係る本ライセンスの付与を希望する場合は、当該拡張サービスに対応す

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

応する拡張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 

株式会社レコモット 
moconaviクラウドサービ

ス ※２ 
基本サービス 

株式会社DXクラウド 
InCircle for ビジネスプラ

ス ※２ 
基本サービス 

Lookout, Inc. 
Lookout MES for Threats 

※３※７ 

基本サービス 

Lookout, Inc. 
Lookout MES for App 

Risks ※３※７ 

基本サービス 

Lookout, Inc. 
Lookout MES 

Comprehensive※３※７ 

基本サービス 

Lookout, Inc. 
Lookout Mobile Endpoint 

Security BASE ※３ 

基本サービス 

Lookout, Inc. 

Lookout Mobile Endpoint 

Security ESSENTIALS ※

３ 

基本サービス 

Lookout, Inc. 
Lookout Mobile Endpoint 

Security ADVANCED  ※

基本サービス 

３－１ ビジネスプラス C タイプ 

ビジネスプラスC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 拡張サービスに係る本ライセンスの付与を希望する場合は、当該拡張サービスに対応

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

対応する拡張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 

株式会社レコモット 
moconaviクラウドサービ

ス ※２ 
基本サービス 

株式会社DXクラウド 
InCircle for ビジネスプラ

ス ※２ 
基本サービス 

Lookout, Inc. 
Lookout MES for Threats 

※３※７ 

基本サービス 

Lookout, Inc. 
Lookout MES for App 

Risks ※３※７ 

基本サービス 

Lookout, Inc. 
Lookout MES 

Comprehensive※３※７ 

基本サービス 

Lookout, Inc. 
Lookout Mobile Endpoint 

Security BASE ※３ 

基本サービス 

Lookout, Inc. 

Lookout Mobile Endpoint 

Security ESSENTIALS 

※３ 

基本サービス 

Lookout, Inc. 
Lookout Mobile Endpoint 

Security ADVANCED ※

基本サービス 
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３ 

Box, Inc. box Business ※３ 基本サービス 

Box, Inc. box BusinessPlus ※３ 基本サービス 

Box, Inc. box Enterprise ※３ 基本サービス 

株式会社ナビタイムジャパ

ン 

ビジネスナビタイム 動態管

理ソリューション for ビジ

ネスプラス ※１ 

基本サービス 

株式会社ナビタイムジャパ

ン 

ビジネスナビタイム 動態管

理ソリューション for ビジ

ネスプラス 

（管理者 ID追加オプショ

ン） 

「ビジネスナビタイム 動態

管理ソリューション for ビ

ジネスプラス」に対応する拡

張オプションサービス 

株式会社MetaMoJi 
MetaMoJi ClassRoom for 

ビジネスプラス 

基本サービス 

株式会社Loilo 
ロイロノート・スクール ※

２ ※７ 

基本サービス 

株式会社SRA 計測ステーション ※７ 基本サービス 

エヌ・ティ・ティ・コミュニ

ケーションズ株式会社 
docoですcar NEXT 

基本サービス 

エヌ・ティ・ティ・コミュニ

ケーションズ株式会社 

docoですcar NEXT（管理者

ID追加オプション） 

「docoですcar NEXT」に対

応する拡張オプションサービ

ス 

エヌ・ティ・ティ・コミュニ

ケーションズ株式会社 
docoですcar Safety ※７ 

基本サービス 

エヌ・ティ・ティ・コミュニ

ケーションズ株式会社 

docoですcar Safety（管理

者ID追加オプション） 

「docoですcar Safety」に対

応する拡張オプションサービ

ス 

エヌ・ティ・ティ・コミュニ

ケーションズ株式会社 

docoですcar アルコールチ

ェック 

基本サービス 

エヌ・ティ・ティ・コミュニ
docoですcar アルコールチ

「docoですcar アルコール

３ 

Box, Inc. box Business ※３ 基本サービス 

Box, Inc. box BusinessPlus ※３ 基本サービス 

Box, Inc. box Enterprise ※３ 基本サービス 

株式会社ナビタイムジャパン 

ビジネスナビタイム 動態

管理ソリューション  for 

ビジネスプラス ※１ 

基本サービス 

株式会社ナビタイムジャパン 

ビジネスナビタイム 動態

管理ソリューション  for 

ビジネスプラス 

（管理者ID追加オプショ

ン） 

「ビジネスナビタイム 動

態管理ソリューション for 

ビジネスプラス」に対応す

る拡張オプションサービス 

株式会社MetaMoJi 
MetaMoJi ClassRoom for 

ビジネスプラス 

基本サービス 

株式会社Loilo 
ロイロノート・スクール 

※２ ※７ 

基本サービス 

   

エヌ・ティ・ティ・コミュニケ

ーションズ株式会社 
docoですcar NEXT 

基本サービス 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケ

ーションズ株式会社 

docoですcar NEXT（管理

者ID追加オプション） 

「docoですcar NEXT」に

対応する拡張オプションサ

ービス 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケ

ーションズ株式会社 
docoですcar Safety ※７ 

基本サービス 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケ

ーションズ株式会社 

docoですcar Safety（管理

者ID追加オプション） 

「docoですcar Safety」に

対応する拡張オプションサ

ービス 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケ

ーションズ株式会社 

docoですcar アルコール

チェック 

基本サービス 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケ
docoですcar アルコール

「docoですcar アルコー
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ケーションズ株式会社 ェック（管理者ID追加オプ

ション） 

チェック」に対応する拡張オ

プションサービス 

ワウテック株式会社 
WowTalk for ビジネスプ

ラス ※１ 

基本サービス 

キングソフト株式会社 WPS Cloud Pro 

「WowTalk for ビジネスプ

ラス」に対応する拡張オプシ

ョンサービス 

株式会社アイ・エス・ビー 
VECTANT SDM Stage3 

※１ 

基本サービス 

株式会社アルカディア SpeeCAN RAIDEN for ビ

ジネスプラス 3,000 

基本サービス 

株式会社アルカディア SpeeCAN RAIDEN for ビ

ジネスプラス 3,000地震

連動タイプ 

基本サービス 

株式会社アルカディア SpeeCAN RAIDEN for ビ

ジネスプラス 10,000 

基本サービス 

株式会社アルカディア SpeeCAN RAIDEN for ビ

ジネスプラス 10,000地震

連動タイプ 

基本サービス 

エヌ・ティ・ティ・コムウェ

ア株式会社 

sMeeting  Standard ※４ 

※１０ 

基本サービス 

エヌ・ティ・ティ・コムウェ

ア株式会社 

sMeeting  Lite ※２  ※

１０ 

基本サービス 

エヌ・ティ・ティ・コムウェ

ア株式会社 

sMeeting  Super Lite ※

１ ※１０ 

基本サービス 

アステリア株式会社 Handbook 基本サービス 

株式会社Phone Appli 
Phone Appli for オフィス

リンク ※５ 

基本サービス 

株式会社マネーフォワード マネーフォワードクラウド

経費 チームプラン ※１ 

基本サービス 

ーションズ株式会社 チェック（管理者ID追加オ

プション） 

ルチェック」に対応する拡

張オプションサービス 

ワウテック株式会社 
WowTalk for ビジネスプ

ラス ※１ 

基本サービス 

キングソフト株式会社 WPS Cloud Pro 

「WowTalk for ビジネス

プラス」に対応する拡張オ

プションサービス 

株式会社アイ・エス・ビー 
VECTANT SDM Stage3 

※１ 

基本サービス 

株式会社アルカディア SpeeCAN RAIDEN for ビ

ジネスプラス 3,000 

基本サービス 

株式会社アルカディア SpeeCAN RAIDEN for ビ

ジネスプラス 3,000地震

連動タイプ 

基本サービス 

株式会社アルカディア SpeeCAN RAIDEN for ビ

ジネスプラス 10,000 

基本サービス 

株式会社アルカディア SpeeCAN RAIDEN for ビ

ジネスプラス 10,000地

震連動タイプ 

基本サービス 

エヌ・ティ・ティ・コムウェア

株式会社 

sMeeting  Standard ※

４ ※１０ 

基本サービス 

エヌ・ティ・ティ・コムウェア

株式会社 

sMeeting  Lite ※２ ※

１０ 

基本サービス 

エヌ・ティ・ティ・コムウェア

株式会社 

sMeeting Super Lite ※

１ ※１０ 

基本サービス 

アステリア株式会社 Handbook ※１１ 基本サービス 

株式会社Phone Appli 
Phone Appli for オフィス

リンク ※５ 

基本サービス 

株式会社マネーフォワード マネーフォワードクラウド

経費 チームプラン ※１ 

基本サービス 
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株式会社マネーフォワード マネーフォワードクラウド

経費 コーポレートプラン 

※１ 

基本サービス 

株式会社ヒューマンテクノ

ロジーズ 

KING OF TIME ※８ 基本サービス 

株式会社Donuts ジョブカンワークフロー 

※１ 

基本サービス 

NTTテクノクロス株式会社 ProgOffice Enterprise 基本サービス 

NTTテクノクロス株式会社 ProgOffice  Enterprise 

Lite ※２ 

基本サービス 

NTTテクノクロス株式会社 ProgOffice Flat for オフィ

スリンク ※６ 

基本サービス 

RSUPPORT株式会社 Remote Call 基本サービス 

株式会社ACCESS Linkit（年額） 基本サービス 

株式会社Phone Appli PHONE APPLI PEOPLE 

※６ 

基本サービス 

デジタルアーツ株式会社 i-FILTER@Cloud  有害情

報対策版 ※２ 

基本サービス 

株式会社みらい翻訳 【年額】Mirai TranslatorTM

スタータープラン for ビジ

ネスプラス 

基本サービス 

Splashtop Inc. 【 年 額 】 Splashtop 

Business ※１ 

基本サービス 

Splashtop Inc. 【 年 額 】 Splashtop 

Business Lite 

基本サービス 

RSUPPORT株式会社 【年額】 RemoteMeeting 

※１ 

基本サービス 

エヌ・ティ・ティ・コムウェ

ア株式会社 

【年額】letaria ※９ 基本サービス 

JAMF Software,LLC 【年額】Jamf Pro for iOS 基本サービス 

株式会社マネーフォワード マネーフォワードクラウド

経費 コーポレートプラン 

※１ 

基本サービス 

株式会社ヒューマンテクノロ

ジーズ 

KING OF TIME ※８ 基本サービス 

株式会社Donuts ジョブカンワークフロー 

※１ 

基本サービス 

NTTテクノクロス株式会社 ProgOffice Enterprise 基本サービス 

NTTテクノクロス株式会社 ProgOffice  Enterprise 

Lite ※２ 

基本サービス 

NTTテクノクロス株式会社 ProgOffice Flat for オフィ

スリンク ※６ 

基本サービス 

RSUPPORT株式会社 Remote Call 基本サービス 

株式会社ACCESS Linkit（年額） 基本サービス 

株式会社Phone Appli PHONE APPLI PEOPLE 

※６ 

基本サービス 

デジタルアーツ株式会社 i-FILTER@Cloud 有害情

報対策版 ※２ 

基本サービス 

株式会社みらい翻訳 【年額】Mirai TranslatorTM

スタータープラン for ビ

ジネスプラス 

基本サービス 

Splashtop Inc. 【 年 額 】 Splashtop 

Business ※１ 

基本サービス 

Splashtop Inc. 【 年 額 】 Splashtop 

Business Lite 

基本サービス 

RSUPPORT株式会社 【年額】RemoteMeeting 

※１ 

基本サービス 

エヌ・ティ・ティ・コムウェア

株式会社 

【年額】letaria ※９ 基本サービス 

JAMF Software,LLC 【年額】Jamf Pro for iOS 基本サービス 
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※１ ビジネスプラスCタイプ「ビジネスナビタイム 動態管理ソリューション for ビジネス

プラス」、「WowTalk for ビジネスプラス」、「VECTANT SDM Stage3」、「sMeeting 

Super Lite」、「マネーフォワードクラウド経費 チームプラン」、「マネーフォワードクラ

ウド経費 コーポレートプラン」、「ジョブカンワークフロー」、「【年額】Splashtop Business」、

「【年額】RemoteMeeting」、「PHONE APPLI PEOPLE」については、最低の申込みは5ア

カウントとなります。 

※２ ビジネスプラスCタイプ「moconaviクラウドサービス」、「InCircle for ビジネスプラ

ス」、「ロイロノート・スクール」、「sMeeting  Lite」、「ProgOffice Enterprise Lite」、

「i-FILTER@Cloud 有害情報対策版」については、最低の申込みは10アカウントとなりま

す。 

※３ ビジネスプラスCタイプ「Lookout MES for Threats」、「Lookout MES for App Risks]、

「Lookout MES Comprehensive」、「Lookout Mobile Endpoint Security BASE」、「Lookout 

Mobile Endpoint Security ESSENTIALS 」、「 Lookout Mobile Endpoint Security 

ADVANCED」、「box Business」、「box BusinessPlus」、「box Enterprise」については、

最低の申込みは300アカウントとなります。 

※４ ビジネスプラスCタイプ「sMeeting  Standard」については、最低の申込みは25アカ

ウントとなります。 

※５ ビジネスプラスCタイプ「Phone Appli for オフィスリンク」については、最低の申込

みは20アカウントとなり、NTTドコモとの間で、オフィスリンク契約を締結していることが

必要となります。 

※６ ビジネスプラスCタイプ「ProgOffice Flat for オフィスリンク」については、NTTドコ

モとの間で、オフィスリンク契約を締結していることが必要となります。 

※7 [Lookout MES for Threats]、「Lookout MES for App Risks」、「Lookout MES 

Comprehensive」、「docoですcar Safety（スマートフォン版）」、「ロイロノート・スク

ール」、「計測ステーション」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。 

※８ ビジネスプラスCタイプ「KING OF TIME」については、最低の申込は3アカウントと

なります。 

※９ ビジネスプラスCタイプ「【年額】letaria」については、最低の申込は2アカウントと

なります。 

※１０ ビジネスプラスCタイプ「sMeeting  Standard」、「sMeeting  Lite」、「sMeeting 

※１ ビジネスプラスCタイプ「ビジネスナビタイム 動態管理ソリューション for ビジネス

プラス」、「WowTalk for ビジネスプラス」、「VECTANT SDM Stage3」、「sMeeting 

Super Lite」、「マネーフォワードクラウド経費 チームプラン」、「マネーフォワードクラ

ウド経費 コーポレートプラン」、「ジョブカンワークフロー」、「【年額】Splashtop Business」、

「【年額】RemoteMeeting」、「PHONE APPLI PEOPLE」については、最低の申込みは5ア

カウントとなります。 

※２ ビジネスプラスCタイプ「moconaviクラウドサービス」、「InCircle for ビジネスプ

ラス」、「ロイロノート・スクール」、「sMeeting  Lite」、「ProgOffice Enterprise Lite」、

「i-FILTER@Cloud 有害情報対策版」については、最低の申込みは10アカウントとなりま

す。 

※３ ビジネスプラスCタイプ「Lookout MES for Threats」、「Lookout MES for App Risks]、

「Lookout MES Comprehensive」、「Lookout Mobile Endpoint Security BASE」、「Lookout 

Mobile Endpoint Security ESSENTIALS 」、「 Lookout Mobile Endpoint Security 

ADVANCED」、「box Business」、「box BusinessPlus」、「box Enterprise」について

は、最低の申込みは300アカウントとなります。 

※４ ビジネスプラスCタイプ「sMeeting  Standard」については、最低の申込みは25アカ

ウントとなります。 

※５ ビジネスプラスCタイプ「Phone Appli for オフィスリンク」については、最低の申込

みは20アカウントとなり、NTTドコモとの間で、オフィスリンク契約を締結していることが

必要となります。 

※６ ビジネスプラスCタイプ「ProgOffice Flat for オフィスリンク」については、NTTドコ

モとの間で、オフィスリンク契約を締結していることが必要となります。 

※7 [Lookout MES for Threats]、「Lookout MES for App Risks」、「Lookout MES 

Comprehensive」、「docoですcar Safety（スマートフォン版）」、「ロイロノート・スク

ール」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。 

 

※８ ビジネスプラスCタイプ「KING OF TIME」については、最低の申込は3アカウントと

なります。 

※９ ビジネスプラスCタイプ「【年額】letaria」については、最低の申込は2アカウントと

なります。 

※１０ ビジネスプラスCタイプ「sMeeting  Standard」、「sMeeting  Lite」、「sMeeting 
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Super Lite」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。 

 

サービス名 基本料金 

moconaviクラウドサービス 年額6,600円（税込） 

InCircle for ビジネスプラス 年額2,376円（税込） 

Lookout MES for Threats 年額18,480円（税込） 

Lookout MES for App Risks 年額12,540円（税込） 

Lookout MES Comprehensive 年額21,780円（税込） 

Lookout Mobile Endpoint Security BASE 年額6,864円（税込） 

Lookout Mobile Endpoint Security 

ESSENTIALS 

年額8,580円（税込） 

Lookout Mobile Endpoint Security 

ADVANCED 

年額12,012円（税込） 

box Business 年額30,360円（税込） 

box BusinessPlus 年額44,880円（税込） 

box Enterprise 年額59,400円（税込） 

ビジネスナビタイム 動態管理ソリューション 

for ビジネスプラス 

年額85,800円（税込） 

ビジネスナビタイム 動態管理ソリューション 

for ビジネスプラス（管理者ID追加オプション） 

年額132,000円（税込） 

MetaMoJi ClassRoom for ビジネスプラス 年額5,280円（税込） 

ロイロノート・スクール 年額6,600円（税込） 

計測ステーション 年額132,000円（税込） 

docoですcar NEXT 年額13,200円（税込） 

Super Lite」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。 

※１１ ビジネスプラスCタイプ「Handbook」については、最大の申込みは500アカウント

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。 

 

サービス名 基本料金 

moconaviクラウドサービス 年額6,600円（税込） 

InCircle for ビジネスプラス 年額2,376円（税込） 

Lookout MES for Threats 年額18,480円（税込） 

Lookout MES for App Risks 年額12,540円（税込） 

Lookout MES Comprehensive 年額21,780円（税込） 

Lookout Mobile Endpoint Security BASE 年額6,864円（税込） 

Lookout Mobile Endpoint Security 

ESSENTIALS 

年額8,580円（税込） 

Lookout Mobile Endpoint Security 

ADVANCED 

年額12,012円（税込） 

box Business 年額30,360円（税込） 

box BusinessPlus 年額44,880円（税込） 

box Enterprise 年額59,400円（税込） 

ビジネスナビタイム 動態管理ソリューション 

for ビジネスプラス 

年額85,800円（税込） 

ビジネスナビタイム 動態管理ソリューション 

for ビジネスプラス（管理者ID追加オプション） 

年額132,000円（税込） 

MetaMoJi ClassRoom for ビジネスプラス 年額5,280円（税込） 

ロイロノート・スクール 年額6,600円（税込） 

  

docoですcar NEXT 年額13,200円（税込） 
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docoですcar NEXT（管理者ID追加オプション） 年額6,600円（税込） 

docoですcar Safety 年額13,200円（税込） 

docoですcar Safety（管理者ID追加オプション） 年額6,600円（税込） 

docoですcar アルコールチェック 年額7,920円（税込） 

docoですcar アルコールチェック（管理者ID追

加オプション） 

年額6,600円（税込） 

WowTalk for ビジネスプラス 年額3,300円（税込） 

WPS Cloud Pro 年額3,300円（税込） 

VECTANT SDM Stage3 年額10,560円（税込） 

SpeeCAN RAIDEN for ビ ジ ネ ス プ ラ ス 

3,000 
年額184,800円（税込） 

SpeeCAN RAIDEN for ビ ジ ネ ス プ ラ ス 

3,000地震連動タイプ 
年額343,200円（税込） 

SpeeCAN RAIDEN for ビ ジ ネ ス プ ラ ス 

10,000 
年額297,000円（税込） 

SpeeCAN RAIDEN for ビ ジ ネ ス プ ラ ス 

10,000地震連動タイプ 
年額462,000円（税込） 

sMeeting  Standard 年額26,400円（税込） 

sMeeting  Lite 年額46,200円（税込） 

sMeeting Super Lite 年額63,360円（税込） 

Handbook 年額5,544円（税込） 

Phone Appli for オフィスリンク 年額2,376円（税込） 

マネーフォワードクラウド経費 チームプラン 年額6,600円（税込） 

マネーフォワードクラウド経費 コーポレート

プラン 
年額9,240円（税込） 

KING OF TIME 年額3,696円（税込） 

ジョブカンワークフロー 年額3,696円（税込） 

ProgOffice Enterprise 年額5,544円（税込） 

ProgOffice Enterprise Lite 年額1,716円（税込） 

ProgOffice Flat for オフィスリンク 年額118,800円（税込） 

docoですcar NEXT（管理者ID追加オプション） 年額6,600円（税込） 

docoですcar Safety 年額13,200円（税込） 

docoですcar Safety（管理者ID追加オプション） 年額6,600円（税込） 

docoですcar アルコールチェック 年額7,920円（税込） 

docoですcar アルコールチェック（管理者ID追

加オプション） 

年額6,600円（税込） 

WowTalk for ビジネスプラス 年額3,300円（税込） 

WPS Cloud Pro 年額3,300円（税込） 

VECTANT SDM Stage3 年額10,560円（税込） 

SpeeCAN RAIDEN for ビ ジ ネ ス プ ラ ス 

3,000 
年額184,800円（税込） 

SpeeCAN RAIDEN for ビ ジ ネ ス プ ラ ス 

3,000地震連動タイプ 
年額343,200円（税込） 

SpeeCAN RAIDEN for ビ ジ ネ ス プ ラ ス 

10,000 
年額297,000円（税込） 

SpeeCAN RAIDEN for ビ ジ ネ ス プ ラ ス 

10,000地震連動タイプ 
年額462,000円（税込） 

sMeeting  Standard 年額26,400円（税込） 

sMeeting  Lite 年額46,200円（税込） 

sMeeting Super Lite 年額63,360円（税込） 

Handbook 年額5,544円（税込） 

Phone Appli for オフィスリンク 年額2,376円（税込） 

マネーフォワードクラウド経費 チームプラン 年額6,600円（税込） 

マネーフォワードクラウド経費 コーポレート

プラン 
年額9,240円（税込） 

KING OF TIME 年額3,696円（税込） 

ジョブカンワークフロー 年額3,696円（税込） 

ProgOffice Enterprise 年額5,544円（税込） 

ProgOffice Enterprise Lite 年額1,716円（税込） 

ProgOffice Flat for オフィスリンク 年額118,800円（税込） 



 

14/14 

Remote Call 年額231,000円（税込） 

Linkit 年額1,848円（税込） 

PHONE APPLI PEOPLE 年額3,960円（税込） 

i-FILTER@Cloud 有害情報対策版 年額3,960円（税込） 

【年額】Mirai TranslatorTMスタータープラン 

for ビジネスプラス 
年額132,000円(税込） 

【年額】Splashtop Business 年額10,560円（税込） 

【年額】Splashtop Business Lite 年額6,600円（税込） 

【年額】RemoteMeeting 年額13,068円（税込） 

【年額】letaria 年額15,840円（税込） 

【年額】Jamf Pro for iOS 年額3,960円（税込） 

 

②支払条件 

a) 年額の利用料金は、本契約成立日が属する月の翌月から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。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

スについては年額の12分の1に相当する利用料金の支払を要します。 

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の満了日が属する月までを月割した利用料金としま

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。 

 

Remote Call 年額231,000円（税込） 

Linkit 年額1,848円（税込） 

PHONE APPLI PEOPLE 年額3,960円（税込） 

i-FILTER@Cloud 有害情報対策版 年額3,960円（税込） 

【年額】Mirai TranslatorTMスタータープラン 

for ビジネスプラス 
年額132,000円(税込） 

【年額】Splashtop Business 年額10,560円（税込） 

【年額】Splashtop Business Lite 年額6,600円（税込） 

【年額】RemoteMeeting 年額13,068円（税込） 

【年額】letaria 年額15,840円（税込） 

【年額】Jamf Pro for iOS 年額3,960円（税込） 

 

②支払条件 

e) 年額の利用料金は、本契約成立日が属する月の翌月から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。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

スについては年額の12分の1に相当する利用料金の支払を要します。 

f) 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の満了日が属する月までを月割した利用料金としま

す。 

g) 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。 

h) 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。 

 

３－２～１８（略） ３－２～１８（略） 

 

 


