お便りフォトサービスご利用規約
このお便りフォトサービスご利用規約（以下「本規約」といいます）は、株式会社ＮＴＴドコモ（以下
「当社」といいます）が提供するお便りフォトサービスの提供条件等について定めたものです。お便
りフォトサービスのご利用にあたっては、本規約、当社が定めるお便りフォトサービスご注意事項お
よび FOMA サービス契約約款（総称して以下「本規約等」といいます）をよくお読みいただき、その
全ての条件に同意いただく必要があります。
第 1 条(定義)
本規約において使用される用語は、以下の各号に定める意味を有します。
(1) 「管理者」とは、本規約等に同意のうえお便りフォトサイトを開設し、参加者の招待や、お便りフ
ォトサイトでアップロードされた写真や動画など（総称して以下「写真など」といいます）を管理する
権限を持つ方をいい、お便りフォトパネル毎に一人のみ存在します。
(2) 「参加者」とは、お便りフォトパネルに写真などを送信することを管理者が許諾し、本規約等に
同意のうえ申込んだ方をいいます。
(3) 「フォトパネル一括管理者」とは、本規約等に同意のうえ、フォトパネル一括管理サイトにおいて
一括管理パネルおよび一括管理パネルにおけるお便りフォトサービスの利用を管理する権限を持
つ方をいい、一括管理パネルで利用する FOMA サービスの契約回線が属する一括請求グループ
の代表回線の契約者を指します。
(4) 「利用者」とは、管理者、参加者およびフォトパネル一括管理者をいいます。
(5) 「お便りフォトサイト」とは、お便りフォトサービスにおいて写真などの送信・アップロードを行うこ
とを目的として、管理者により開設されるサイトをいいます。
(6) 「フォトパネル一括管理サイト」とは、一括管理パネルおよび一括管理パネルにおけるお便りフ
ォトサービスの利用を管理することを目的として、フォトパネル一括管理者により開設されるサイト
をいいます。
(7) 「お便りフォトサーバ」は、お便りフォトサービスを利用して送信・アップロードされた写真などを
蓄積するサーバをいいます。
(8) 「本端末」とは、FOMA 通信機能付デジタルフォトフレームである｢お便りフォトパネル｣をいいま
す。
(9) 「本サービス」とは、利用者が、メールへの添付により送信した写真などやお便りフォトサイトや
フォトパネル一括管理サイト（お便りフォトサイトとフォトパネル一括管理サイトとを総称して以下「お
便りフォトサイト等」といいます）にアップロードした写真などを、本端末で受信し表示することができ
る“お便りフォトサービス”をいいます。
(10) 「フォトパネル一括管理機能」とは、本サービスの付加機能であって、当該機能による一括管
理の対象となるお便りフォトパネル（以下「一括管理パネル」といいます）への写真などの送信、一
括管理パネルに保存されている写真などの削除、一括管理パネルの端末設定の遠隔制御等、一
括管理パネルおよび一括管理パネルにおける本サービスの利用を管理する機能をいいます。
(11) 「通信ストップ機能」とは、お便りフォトサイトから本端末への写真などの送信にかかる当月の
パケット通信量が、当社の定める一定量に達した場合、当月末まで当該パケット通信をストップす
る機能をいいます。

(12) 「遠隔制御機能」とは、管理者またはフォトパネル一括管理者がパソコンや携帯電話などを通
じて、本端末の設定を遠隔から制御できる機能をいいます。
(13) 「フォト配信機能」とは、管理者が登録した写真などのコンテンツを、お便りフォトサーバから
本端末に送信する機能をいいます。
(14) 「お届け確認機能」とは、本端末に送信された写真などが一定時間を超えて未送信・未確認
である場合や、確認された場合、当該写真などを送信・アップロードした利用者にメールで通知す
る機能です。
(15) 「送信予約機能」とは、利用者がお便りフォトサイト等を通じて指定した日付に写真などが添
付されたメールを本端末に送信する機能です。
(16) 「フォトプリント機能」とは、管理者がお便りフォトサイトを通じて当社が提携するフォトプリント
対応サービス提供者に写真を送出する機能です。管理者は、別途フォトプリント対応サービス提供
者と契約を締結することにより、フォトプリント機能により送出した写真の印刷および配送等のサー
ビスを当該フォトプリント対応サービス提供者から受けることができます。
第 2 条（本サービスの内容・利用条件等）
本サービスは、利用者が、メールへの添付により送信した写真などやお便りフォトサイト等でアップ
ロードした写真などを、本端末に送信し表示するサービスです。
2.本サービスのご利用可能地域は、日本国内における FOMA サービスのサービスエリア内となりま
す。
3.本端末の電源が入っていない、本端末が故障している、FOMA サービスの電波状態が不良であ
る、通信ストップ機能により通信が停止している、本サービスのご利用料金その他料金のお支払
いが遅滞しお便りフォトサーバと本端末との間の通信が停止されている、またはその他の理由で
お便りフォトサーバと本端末との間の通信が停止されている場合など、本端末が写真などを受信
できない状態でも、お便りフォトサイト等へ写真などを送信・アップロードする際に発生する通信
料は当該利用者に課金されます。
4.お便りフォトサイトから本端末への写真などの送信にかかる当月のパケット通信量が、当社の定
める一定量に達した場合、当月末までお便りフォトサーバと本端末との間の通信が停止されます
（ただし、管理者が「通信ストップ解除機能」を利用して当月における通信ストップ機能の利用を
事前に解除した場合を除きます）。このとき、管理者はお便りフォトサイトにアクセスして「通信スト
ップ解除機能」を利用することにより、当月中の当該パケット通信を再開することができます。
5.当社は、ＦＯＭＡサービスの通信を利用して、本端末のソフトウェア更新などを自動的に実施する
場合があります。なお、この場合には、FOMA サービスの通信料金は無料です。
6.当社は、自己の都合により、本規約等を変更することができるものとします。この場合には、本サ
ービスの提供条件等については、変更後の本規約等が適用されます。
7.当社は、自己の都合により、利用者に事前に通知または周知することなく本サービスの内容や
機能等の一部または全部を変更、追加および廃止することができるものとします。なお当社は、
当該変更、追加および廃止によって利用者が損害を被った場合でも、一切の責任を負いませ
ん。

第 3 条（提供機能）
本サービスにおいて提供される主な機能は、以下のとおりです。ただし、本端末の機種やお便りフ
ォトサイト等の設定によっては、ご利用いただけない機能があります。
(1) 利用者が送信・アップロードした写真などを本端末に表示させる機能
(2) 利用者が送信・アップロードした写真などを圧縮・補正して本端末に送信する機能
(3) 利用者がお便りフォトサイト等で写真などを管理する機能
(4) 通信ストップ機能
(5) 通信ストップ解除機能
(6) 本端末の遠隔制御機能
(7) フォト配信機能
(8) お届け確認機能
(9) 送信予約機能
(10) フォトプリント機能
2. 本端末で利用する FOMA サービスの料金プランが、第 4 条第 2 項に定める対応料金プランのう
ち、「デバイスプラス」（第 2 種ＦＯＭＡユビキタス契約であって、ＦＯＭＡデバイスプラス 300 を除く）、
「お便りフォトプラン フラット」または「定額データプラン 128K」である場合、前項第４号、同第５号に
定める機能はご利用いただけません。
またフォトパネル一括管理機能をご利用の場合、前項に定める機能等、本サービスにおいて提供
される機能をご利用いただけるのは、フォトパネル一括管理者に限られます。この場合、前項第 4
号、同第 5 号、同第 7 号、同第 8 号及び同第 10 号に定める機能はご利用いただけず、また一括管
理パネルで利用する FOMA サービスの契約者が一括管理パネルの管理者となることはできませ
ん。
第 4 条（利用申込み等）
管理者として本サービスのご利用を希望されるお客様は、本規約等の全ての内容に同意のうえ、
当社が別に定める方法に従い、当社に対して本サービスの利用申込みの手続きをしていただく必
要があります。
2.管理者として本サービスの利用申込みを行う方は、以下の条件をすべて満たしていただく必要が
あります。
(1) 本端末で利用する FOMA サービスの契約者として、本サービスに対応する料金プランとして当
社が別に定める料金プラン（以下「対応料金プラン」といいます）とお便りフォトサービスをご契約
いただくこと。
(2) 当社からの連絡事項を、当社が別に定めるメールにて受信および確認が可能であること。
(3) 本規約等の全ての内容に同意されていること。
3.参加者として本サービスの利用申込みを行う方は、以下の条件をすべて満たしていただく必要が
あります。なお、参加者は、管理者から招待されたことを通知されるメールを受け取った後、本サ
ービスの利用を開始した時点で、本規約等の全ての内容に同意し、本サービス利用の申し込み
を行ったものと見なします。
(1) 管理者から招待されたご本人であること。
(2) 本サービスの利用中ならびに利用終了後に、管理者および他の参加者によって自ら送信・アッ

プロードした写真などが閲覧・編集・削除等されることがあることに同意されていること。
(3) 本規約等の全ての内容に同意されていること。
4.フォトパネル一括管理機能のご利用を希望されるお客様は、本規約等の全ての内容に同意のう
え、当社が別に定める方法に従い、当社に対して本サービスの利用申込みとは別にフォトパネ
ル一括管理機能の利用申込みの手続きをしていただく必要があります。
5.フォトパネル一括管理機能の利用申込みを行う方は、以下の条件をすべて満たしていただく必要
があります。
(1) 一括管理パネルで利用する FOMA サービスの契約者として、対応料金プランとお便りフォトサ
ービスをご契約いただいていること。
(2) 当社が別に定める方法に従い、フォトパネル一括管理者からフォトパネル一括管理機能の利
用にかかる指定を受けていること。
(3) 一括管理パネル及び一括管理パネルにおけるお便りフォトサービスの利用について、フォトパ
ネル一括管理者によって管理されることに同意されていること。
(4) 本規約等の全ての内容に同意されていること。
6.フォトパネル一括管理者としてフォトパネル一括管理機能による一括管理パネルの管理を行うこ
とを希望される方は、本規約等の全ての内容に同意いただいたうえで、当社が別に定める方法
に従い、当社に対して、フォトパネル一括管理機能による一括管理の対象となる本端末で利用
する FOMA サービスの契約回線（自らが代表回線となる一括請求グループに属する回線に限り
ます）を指定していただく必要があります。
7.フォトパネル一括管理者としてフォトパネル一括管理機能の利用に係る登録を行う方は、以下の
条件をすべて満たしていただく必要があります。
(1)一括管理パネルで利用する FOMA サービスの契約回線が属する一括請求グループの代表回
線の契約者として、当社が「d アカウント規約」に基づき発行する d アカウントの ID およびパスワ
ードを取得されていること。
(2)当社からの連絡事項を、当社が別に定めるメールにて受信および確認が可能であること。
(3)本規約等の全ての内容に同意されていること。
8.当社は、以下に定める場合、お客様からの本サービス（付加機能を含みます）のお申込みを承諾
しない場合があります。
(1) お客様の申込み内容に虚偽の記載があった場合。
(2) お客様が本規約等に違反し、または違反するおそれがある場合。
(3) その他、当社が本サービスの提供上または運営上承諾できないと判断した場合。
9.管理者は、お便りフォトサイトの所定画面から本サービスの参加者を招待することができます。但
し、招待を行うことができる人数の上限は、当社が別に定めるものとします。参加者は、他人を本
サービスへ招待する権限を有しません。
第 5 条（ログインＩＤ・ログインパスワード）
利用者は、本サービス用のログイン ID およびログインパスワード（以下「ユーザ ID 等」といいます）
について秘密に保持し、本サービスを自ら利用する目的においてのみ使用することができ、これを
第三者に利用させ、または貸与、転売等してはならないものとします。ユーザ ID 等の管理が不十
分であること、または第三者による利用等により利用者に損害が発生した場合でも、その責任は

利用者が負うものとし、当社は一切その責任を負いません。
第 6 条（利用契約の解約等）
本サービスの契約者は、当社が別に定める方法により、当社に対して解約の申し出を行った場合、
いつでも本サービスの契約者と当社との間における、本サービスの利用にかかる契約（以下「利用
契約」といいます）を解除することができます。参加者は、利用契約が存続している期間に限り、本
サービスを利用することができます。
2.当社は、利用者または本サービスの契約者において以下に定めるいずれかの事由が発生した
場合、当該利用者または本サービスの契約者への事前の通知を行うことなく本サービスの利用
を停止し、利用契約を解除することができるものとします（ただし、本サービスの契約者以外の利
用者に該当事由が発生した場合には、本サービスの契約者に事前に通知したうえで本サービス
の利用を停止し、利用契約を解除するものとします）。
(1) 利用申込時に登録した情報が虚偽であったことが判明した場合。
(2) 利用者または本サービスの契約者が本規約等のいずれかに違反し、またはそのおそれがあ
ると当社が判断した場合。
(3) 利用者【または本サービスの契約者】がユーザ ID 等を不正に使用し、またはそのおそれがあ
ると当社が判断した場合。
(4) 一定回数以上のユーザ ID 等の入力ミスがあるなど利用者【または本サービスの契約者】のセ
キュリティ確保のために必要と当社が判断した場合。
3.フォトパネル一括管理者において前項各号に定めるいずれかの事由が発生した場合は、当社は、
当該フォトパネル一括管理者および一括管理パネルにかかる利用契約の契約者のいずれへの通
知も行うことなくフォトパネル一括管理機能の利用を停止し、一括管理パネルにかかる利用契約を
解除することができるものとします。
第 7 条（禁止事項等）
利用者は、本サービスの利用に際して、以下に該当する写真などを送信・アップロードしてはなら
ないほか、以下に該当する写真などを送信・アップロードするサイトへのリンクを、本サービスで利
用するメールやお便りフォトサイト等の画面上に設定してはならないものとします。
(1) 著作権、肖像権その他第三者（当社を含み以下本条において同様とします）の権利を侵害する
写真など。
(2) 第三者に対する誹謗、中傷、差別、脅迫、いやがらせ、その他第三者に不利益または損害を
与える写真など。
(3) 第三者の名誉若しくは信用を毀損し、またはそのプライバシーを侵害する写真など。
(4) わいせつ、児童ポルノ等にあたる写真など。
(5) 法令または公序良俗に違反する写真など。
(6) その他、当社が本サービスの提供上または運営上不適当と判断する写真など。
2.管理者またはフォトパネル一括管理者は、お便りフォトサイト等において、前項各号に該当する
写真などの送信・アップロード、またはそれらの写真などへのリンク設定がなされることがないよ
う管理するものとし、前項各号に定める写真などの送信・アップロード、またはそれらの写真など
へのリンク設定がなされた場合には、速やかに消去するものとします。

3.管理者またはフォトパネル一括管理者がお便りフォトサイト等で登録した送信元メールアドレスか
ら、第 1 項各号に該当する、またはそのおそれのある写真などが送信されたことに起因して、当社
または自己以外の利用者を含む第三者との間で紛争が生じた場合は、当該送信元メールアドレス
を登録した管理者またはフォトパネル一括管理者が第 11 条に定める損害賠償責任を含む全ての
責任を負担して、当該紛争を解決するものとします。
4.当社は、第１項各号に該当する、またはそのおそれのある写真など、もしくはそれらへのリンクを、
事前の通知・催告なしに、またその理由を利用者に対して開示することなく、削除または消去す
ることができるものとします。
第 8 条（当社の閲覧）
当社は、本サービスにおいて利用者が送信・アップロードした一切の写真などを本サービスの提供
および故障時などの運営サポート業務遂行のために閲覧し、また当社が必要と判断した場合には
第三者に当該写真などを開示することがあり、利用者は予めこれを承諾するものとします。
第 9 条（権利の帰属等）
本サービスにおいて当社が利用者に対して提供するハードウェア、ソフトウェア、コンテンツ、デー
タ等の一切の権利は、当社または当社の指定する第三者に帰属するものとします。
2.利用者は、本サービスを通じて提供されるいかなる著作物も、著作権法で定める私的使用の範
囲を超えて利用することはできません。また、本規約のいかなる規定も、当社の商号、商標、ロ
ゴ、ドメイン名等を使用する権利を利用者に付与するものではありません。
3.当社は、利用者が本サービスにおいてメールで送信したり、お便りフォトサイト等でアップロードし
た写真などについて、当社がサービス提供上必要と認める範囲内において無償で複製・改変、
加工等できるものとします。なお、利用者は当社に対し、著作権および著作者人格権を行使しな
いものとします。
第 10 条（個人情報の取り扱い）
当社は、本サービスを提供するにあたり、当社が別に定める「お客様の個人情報に関するプライバ
シーポリシー」に従い利用者の個人情報を取り扱うものとします。
2 管理者が、フォトプリント機能を用いて当社が提携するフォトプリント対応サービス提供者に対し
て写真を送出する際、送出される写真とともに当社が管理者毎に割り振る識別子（第 5 条に定める
ログイン ID とは異なります。）が当該フォトプリント対応サービス提供者に送出されます。フォトプリ
ント機能を利用する管理者は予めこれに同意するものとします。
第 11 条（損害賠償）
利用者は、本規約または法令等の定めに違反したことにより、当社または自己以外の利用者を含
む第三者に損害を及ぼした場合、当該損害を賠償する責任を負うものとし、かつ当社を免責しなけ
ればならないものとします。
第 12 条（非保証、免責）
当社は、本サービスにおいて発信される情報が真実であること、第三者の名誉を毀損しないこと、

第三者のプライバシーを侵害しないこと、著作権、肖像権その他第三者の権利を侵害しないこと、
犯罪を構成しないこと、その他法令に違反しないこと等について一切保証致しません。
2.当社は、利用者が本サービスにおいてメールで送信したり、お便りフォトサイト等でアップロードし
た写真などのデータをバックアップしませんので、写真などが消失したことにより利用者が損害を
被った場合においても当社の故意または重大な過失がない限りその責任を負いません。
3.当社は、当社が提携するフォトプリント対応サービス提供者が提供する写真の印刷および配送
等のサービスについて一切の責任を負いません。また、当社または当該フォトプリント対応サービ
ス提供者のシステム障害などによりフォトプリント機能による写真の送出ができない場合であって
も、当社の故意または重大な過失がない限り責任を負いません。
第 13 条（本サービスの中断等）
当社は、予め当社が適当と判断する方法により利用者に対する通知を行ったうえで、本サービス
の全部または一部の提供を中断または終了する場合があります。
2.当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、事前に利用者に対する通知を行うことな
く、本サービスの全部または一部の提供を中断する場合があります。
(1) 本サービスの設備の保守または点検を緊急に行う場合。
(2) 本サービスの設備の故障、障害等により本サービスの提供が困難となった場合。
(3) 火災、停電等の事故、地震、洪水等の天災、戦争、暴動その他労働争議等の不可抗力により、
本サービスの提供が不可能となった場合。
(4) その他、当社がやむを得ない事由により本サービスの中断が必要であると判断した場合。
第 14 条（準拠法・合意管轄）
本規約の効力、履行および解釈については、日本法が適用されるものとします。
2.本サービスに関連する利用者と当社間での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。
以 上

