ビジネスプラス利用規約

第1条 （本規約の適用）
株式会社ＮＴＴドコモ（以下「当社」といいます。）が提供するビジネスプラス（第2条第1号参照）は、こ
のビジネスプラス利用規約（以下「本規約」といいます。）に基づき提供されます。
ｓ
第2条 （用語の定義）
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとします。
（1） ビジネスプラス： 当社がビジネスプラスとの名称（当社がその名称を変更した場合は、変更後の名
称とします。）で提供するサービスで、本契約者に対して1又は複数の本ライセンスを付与すること
を内容とするものをいいます。
（2） 本契約： 当社からビジネスプラスの提供を受けるための本規約に基づく契約をいいます。
（3） 本契約者： 当社と本契約を締結した者をいいます。
（4） 本ライセンス： 本規約に基づき当社が本契約者に対して付与するもので、本契約者が、本規約に
定める利用料金を支払うほかは、サービス提供者への別途の料金の支払を要することなく、対象
サービスをサービス利用契約に定める条件に基づき、サービス利用契約の契約期間中継続的に
利用することができる権利をいいます。
（5） 対象サービス： 別紙1に定める当社又は第三者が提供するサービスをいいます。
（6） 基本サービス： 対象サービスのうち、別紙1において「基本サービス」として特定するものをいいま
す。
（7） 拡張サービス： 対象サービスのうち、別紙1において「拡張サービス」として特定するもので、いず
れかの基本サービスに対応するものをいいます。
（8） 基本オプションサービス： オプションサービスのうち、別紙1において「基本オプションサービス」とし
て特定するものをいいます。
（9） 拡張オプションサービス： オプションサービスのうち、別紙1において「拡張オプションサービス」とし
て特定するものをいいます。
（10） オプションサービス： 基本オプションサービスと拡張オプションサービスの総称をいいます。
（11） 利用料金： ビジネスプラスに係る利用の対価をいいます。
（12） 基本料金： 利用料金のうち、オプション料金以外のものをいいます。
（13） オプション料金： 利用料金のうち、オプションサービスに係る本ライセンスの対価をいいます。
（14） サービス提供者： 対象サービスを提供する当社又は第三者をいいます。なお、各対象サービス
のサービス提供者は、別紙1に定めるとおりとします。
（15） サービス利用契約： 本契約者が本ライセンスを用いてサービス提供者から対象サービスの提供
を受けるための契約で、本契約者とサービス提供者との間で対象サービスごとに締結される契約
をいいます。
第3条 （本規約の変更）
当社は、本契約者の承諾を得ることなく、また本契約者への事前の通知又は周知を行うことなく、本
規約を変更することがあります。この場合ビジネスプラスに係る利用条件は、変更後の本規約により
ます。
第4条 （ビジネスプラスの内容等）
ビジネスプラスには次の種類があり、その詳細は別紙1に定めるとおりとします。
（1） ビジネスプラスAタイプ
（2） ビジネスプラスBタイプ
（3） ビジネスプラスCタイプ
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（4） ビジネスプラスDタイプ
（5） ビジネスプラスＥタイプ
（6） ビジネスプラスＦタイプ
（7） ビジネスプラスG Suite
（8） ビジネスプラスMicrosoft
（9） ビジネスプラスOffice365
（10） ビジネスプラスEvernote Business
（11） ビジネスプラスSalesforce
（12） ビジネスプラスSansan
（13） ビジネスプラスdマガジン
（14） ビジネスプラスDo!Photo
（15） ビジネスプラスLINE WORKS
（16） ビジネスプラスセットタイプ
2. 当社は、本規約に基づき、本契約者に対して本契約者が選択した対象サービスに係る本ライセンス
を付与します。なお、本契約者は、本ライセンスの付与を希望する対象サービスを、別紙1に定める
条件に従い選択することができるものとします。
3. 本契約者が、前項に基づき付与された本ライセンスを利用して、サービス提供者から、対象サービス
の提供を受けるためには、当社所定の手続に従い、別途サービス提供者との間で当該サービス提
供者の定める条件に基づくサービス利用契約を締結することが必要です。なお、本契約者が対象サ
ービスを利用するためのサービス利用契約は、本契約者とサービス提供者との間で直接成立するも
のであり、当社は、本契約者と当社以外のサービス提供者との間のサービス利用契約に関する事
項については一切責任を負いません。
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、当社との間で、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Xi契約又はFOMA契約（以下総称
して「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6条 （対象サービス）
当社は、当社以外のサービス提供者が提供する対象サービスについて、動作保証、品質保証を含
め、その正確性、有用性、完全性その他サービス提供の継続等について何らの保証もしません。ま
た、当該対象サービスの利用に関して本契約者に損害が生じたとしても、当社は一切責任を負いま
せん。なお、当社が提供する対象サービスについては、当該対象サービスに係るサービス利用契約
に定める条件に従います。
2. 対象サービスによっては、利用端末の動作が不安定になり、又は本契約者の位置情報若しくは利用
端末に登録された情報などが、インターネットを経由して外部に送信され、第三者に利用される可能
性があります。
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、当社所定の方法により、次の各号に掲げる事項を記載した当社所定の申込書（以下「契約申込
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書」といいます。）を提出するものとします。なお、契約申込書が当社に提出された時点で、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、前項に基づき提出された契約申込書記載の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 （本申込みの承諾）
当社は、前条に基づく本契約の申込み（以下「本申込み」といいます。）を承諾する場合は、その旨を
本申込者に通知します。当該通知の時点で本申込者と当社との間に本契約が成立するものとしま
す。
2. 当社は、本申込者が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は、本申込みを承諾しないこと
があります。
（1） 契約申込書の記載内容に虚偽又は不備があるときその他本申込みに瑕疵があるとき。
（2） 本申込者が、日本国法に基づき設立された法人でないとき、又はその主たる事務所が日本国
内にないとき。
（3） 本申込者が、第15条に定める利用料金その他の債務（本契約に基づく債務に限られず、また、
当社がその債務に係る債権を第三者に譲渡したときは、当該譲渡後の債務を含みます。）の履
行を現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
（4） 本契約又は当社との間の他の契約に違反し、又は違反するおそれがあるとき。
（5） サービス提供者の定める基準等に合致せず、又は合致しないおそれがあるとき。
（6） 当社の業務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
（7） その他当社が本契約者として不適切と判断したとき。
3. 本ライセンスに基づく各対象サービスの提供開始日は、サービス提供者とのサービス利用契約の内
容に従います。
第9条 （変更の届出）
本契約者は、本契約者の名称、住所、電話番号等（以下「登録情報」といいます。）に変更があった
場合は、速やかに変更後の登録情報を当社に届け出るものとします。なお、登録情報に変更があっ
たにもかかわらず、当社に変更の届出がないとき（届出後、当社がその変更内容を確認できるまで
の間を含みます。）は、本規約に定める当社から本契約者に対する通知については、当社が本契約
者から届出を受けている名称、住所等への通知をもってその通知を行ったものとします。
2. 当社は、前項に基づき届出のあった変更内容を確認するための書類の提示又は提出を本契約者に
求めることができるものとし、この場合、本契約者はこれに速やかに応じるものとします。
第10条 （本契約者の義務）
本契約者は、ビジネスプラスの利用に当たっては、本ライセンスの対象となる対象サービスについて、
サービス提供者が定めるサービス利用契約の内容に同意しなければならないものとします。
2. 本契約者は、ビジネスプラスの利用に当たり、次の各号に該当する行為を行ってはならないものとし
ます。
（1） 当社若しくは第三者の知的財産権その他の権利若しくは利益を侵害する行為又はそのおそれ
のある行為
（2） 当社若しくは第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそのおそれのある行為
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（3） 当社若しくは第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為又はそのおそれのある行為
（4） 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為
（5） 犯罪的行為、犯罪的行為に結びつく行為若しくは法令に違反する行為又はそのおそれのある
行為
（6） ビジネスプラスの提供に支障を与え、若しくはその運用を妨げる行為又はそのおそれのある行
為
（7） 第三者に対し本ライセンスの配布、再販売、貸与等をする行為
（8） その他当社が不適切な行為として別途指定する行為
第11条 （契約内容の変更）
本契約者は、当社との間で締結した本契約の内容の変更を希望するときは、当社所定の方法により
本契約内容の変更の申込みを行うものとします。なお、本契約者は、ビジネスプラスの種類を変更す
ることはできません。
2.前項に基づき、本ライセンスの組合せを変更する場合は、10営業日前までに変更の申込みを行うも
のとします。ただし、本契約者が本ライセンスの組合せを変更することができるのは、同月内に1回
までとします、ただしビジネスプラスG Suiteについては本契約満了日から45日前までに、当社所定
の方法により、その旨を通知することにより、本ライセンスの組合せを変更することができます。
3.前二項の申込みがあったときは、第7条及び第8条の定めを準用します。
第12条 （本契約者が行う本契約の解除）
本契約者は、本契約を解除しようとするときは、あらかじめ10営業日前まで（ただし、ビジネスプラス
G Suite、ビジネスプラスEvernote Business、ビジネスプラスSansanについては45日前までとします。）
に、当社所定の方法により、その旨を通知することにより、本契約の全部又は一部（ただし、当社が
認める範囲に限ります。）を解除することができます。
第 13 条 （当社が行う本契約の解除等）
当社は、本契約者が本規約に違反したと認めるときは、当社が相当と判断する期間を定めて当該違
反を是正するよう催告を行なうものとし、当該期間内に違反の是正がなされなかった場合には、本契
約の全部又は一部を解除することができるものとします。
2. 前項の定めにかかわらず、当社は、本契約者が次の各号の一に該当すると判断したときは、何らの
通知又は催告を要せず、直ちに本契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求すること
ができるものとします。
（1） 本規約の定めに違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、違反を是正することが困難で
あるとき。
（2） 本規約の定めに違反があり、当該違反の性質又は状況に照らし、事後本契約者において違反
を是正してもなおビジネスプラスを利用させることが不適当であるとき。
（3） 契約申込書記載の内容が事実に反していることが判明したとき。
（4） 第10条第2項又は第26条に違反したとき。
（5） 第18条第1項各号に定める事由のいずれかに該当するとして、ビジネスプラスの提供が停止さ
れた場合において、当該事由が直ちに当社の業務に支障を及ぼすおそれがあるとき、又は当
社が指定する期限までに当該停止の原因となった事由を解消しないとき。
（6） 本規約に基づく義務を履行する見込みがないと認められるとき。
（7） 支払の停止があったとき、支払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清算開始の申立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分
を受けたとき、又は仮差押え、保全差押え若しくは差押えを受けたとき。
（8） 当社に重大な危害又は損害を及ぼしたとき。
（9） その他本契約を継続できないと認められる相当の事由があるとき。
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3. 対象サービスについてのサービス利用契約が終了したとき（その終了に係る理由を問いません。以
下同じとします。）は、本契約に基づく対象サービスに係る本ライセンスの付与も当該時点で自動的
に終了するものとします。この場合、本契約者は、第11条の定めに基づき同一のビジネスプラスの
種類に限り本ライセンスの組合せを変更することができるものとします。
4. 本契約者がサービス提供者との間で締結した対象サービスに係るサービス利用契約の全てが終了
した場合において、当社がその事実を確認したときは、当該確認日の属する月の末日をもって、本
契約は終了するものとします。ただし、当該確認日の属する月の末日までに、本契約者が第11条に
基づき本ライセンスの選択を新たに行ったときはこの限りではありません。
第14条 （譲渡等の禁止）
本契約者は、本規約に基づく権利義務の全て又は一部を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は
担保に供してはなりません。
第15条 （利用料金）
本契約者は、別紙１に定める利用料金及び当該利用料金に加算される消費税相当額（以下総称し
て「利用料金等」といいます。）の支払いを要します。
2. 本契約者は、利用料金等を、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。）までに当社が発行する請求書に基づき当社指定の方法によって支払うものとします。
3. 前項の規定にかかわらず、本契約者は、当社との間で締結しているXi/FOMA契約のご利用料金と
併せての利用料金等のお支払いを当社指定の方法により希望された場合、利用料金等を当該
Xi/FOMA契約のご利用料金と併せて、契約約款その他当社が指定する方法によりお支払いいただ
きます。この場合、本契約者は、当社が利用料金等その他の債務に係る債権を、当社が定める第三
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又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
4. 前項に定める場合、本契約者は、当社が前項の規定に基づき請求事業者へ債権を譲渡する場合に
おいて、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等を請求す
るために必要な情報であって、当社が別に定めるものに限ります。）並びに金融機関の口座番号、ク
レジットカードのカード番号及び契約約款に基づき当該Xi/FOMA契約にかかるサービスの利用を停
止しているときはその内容等の情報（請求事業者が料金を回収するために必要な情報であって、当
社が別に定めるものに限ります。）を当社が請求事業者等へ提供する場合があることにあらかじめ
同意するものとします。
5. 第3項に定める場合、本契約者は、当社が第3項の規定に基づき請求事業者へ譲渡した債権に係る
情報（請求事業者への支払状況に関するものであって、当社が定めるものに限ります。）を請求事業
者が当社に提供する場合があることにあらかじめ同意するものとします。
第16条 （延滞利息）
本契約者は、利用料金（前条第3項の規定に基づき、当社が請求事業者へ譲渡した債権を含み、延
滞利息を除きます。本条において以下同じとします。）について支払期日（前条第3項に定める場合
には、契約約款その他当社が指定する方法により定める期日をいいます。）を経過してもなお支払
がない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について年14.5％の割合で計
算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます。ただし、支払期
日の翌日から起算して15日以内に支払があった場合は、この限りでありません。
第17条 （提供中断）
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、ビジネスプラスの全部または一部の提供を中
断することがあります。
（1） 天災地変等の不可抗力によりビジネスプラスの全部又は一部が提供できなくなったとき。
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（2） ビジネスプラスに係る機器、設備、システム等（以下総称して「機器等」といいます。）の保守又
は工事の必要があるとき。
（3） ビジネスプラスに係る機器等に故障、障害その他やむを得ない事由が生じたとき。
（4） 当社の電気通信サービスの停止等によりビジネスプラスの提供を行うことが困難になったとき。
（5） 災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通
信その他公共の利益のために必要があるとき。
（6） 対象サービスの提供が停止、中断、中止されたとき。
（7） 当社が、運用上又は技術上、ビジネスプラスの全部又は一部の提供を中断することが適当と判
断したとき。
2. 当社は、前項の定めによりビジネスプラスの全部又は一部の提供を中断する場合は、あらかじめそ
の旨を当社が適当と判断する方法で本契約者に周知し、又は通知するものとします。ただし、緊急
やむを得ない場合はこの限りではありません。
3. 当社は、第1項の定めに基づきビジネスプラスの全部又は一部の提供を中断したことにより、本契約
者に損害が生じたとしても、一切責任を負いません。
第18条 （提供停止）
当社は、本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、ビジネスプラスの全部又
は一部の提供を停止することができるものとします。
（1） 第8条第2項第1号から第5号までに掲げるいずれかの事由に該当するとき。
（2） 第10条第2項その他本規約に違反したとき。
（3） 支払期限を経過しても利用料金その他の債務の支払の事実を当社が確認できないとき（当社
が当該利用料金その他の債務に係るドコモの債権を請求事業者等第三者に譲渡した場合であ
って、当該第三者へのお支払がないときを含みます。）。
（4） 当社に虚偽の届出又は通知をしたとき。
（5） 他の本契約者、当社若しくは第三者に不利益若しくは損害を与える、又はそのおそれがある行
為を行ったとき。
（6） ビジネスプラスの運営を妨げる行為を行ったことが判明した場合
（7） その他犯罪的行為若しくは犯罪的行為に結びつく行為、違法な行為、公序良俗に反する行為
又はそれらのおそれがある行為を行ったことが判明した場合
2. 当社は、本契約者に対し、前項の措置に替えて、又は前項の措置とともに、期限を定めて前項各号
に掲げる事由を解消することを求めることができます。ただし、本項の定めは、当社が本契約者に対
して損害の賠償を請求すること、及び第13条に基づき本契約を解除することを妨げるものではありま
せん。
3. 当社は、第1項の定めに基づきビジネスプラスの全部又は一部の提供を停止したことにより本契約
者に損害が生じたとしても、一切責任を負いません。
第19条 （非保証）
当社は、ビジネスプラスについて、特定目的適合性、完全性、有用性、的確性、信頼性、即時性、瑕
疵の不存在、第三者の権利又は利益の非侵害性その他について何ら保証するものではなく、これら
に関連して本契約者に損害が生じたとしても一切責任を負いません。
第20条 （責任の制限等）
当社は、当社の責めに帰すべき事由により、本契約者がサービス利用契約に定める条件に基づき
対象サービスの提供を受けることができなかったときは、その対象サービスが全く利用できない状態
にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、当該本契
約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、その提供されるべき対象サービスが全く利用できない状態にあるこ
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とを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間（24時間の倍数である部分に限ります。）に
ついて、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する利用料金相当額を発生した損害とみなし、
その額に限って賠償します。
3. 第1項の場合以外の場合において、当社が本契約に基づき本契約者に対して損害賠償責任を負う
場合であっても、その責任の範囲は通常生ずべき直接の損害（逸失利益等を除きます。）に限られる
ものとし、かつ、本契約者が適用を受ける1か月分の基本料金（ただし、基本料金が年額で定められ
るものについては、その金額を12で除して得た額とします。）に相当する金額を上限とします。
第21条 （廃止）
当社は、90日前の通知を行うことにより、ビジネスプラスの全部又は一部を廃止することができます。
なお、ビジネスプラスの全部が廃止された場合は、当該時点をもって本契約は自動的に終了するも
のとします。
2. 当社は、前項に基づきビジネスプラスの全部又は一部を廃止したことにより本契約者に損害が生じ
たとしても、一切責任を負いません。
第22条 （秘密保持）
本契約者は、当社の事前の書面による承諾なくして、本契約に関連して当社から口頭又は書面その
他手段を問わず開示され、又は知得したアイディア、ノウハウ、発明、図面、写真、仕様、データなど
の当社の技術上、営業上又は業務上の一切の情報をビジネスプラスの利用以外の目的に使用せ
ず、また第三者に開示、漏えいしてはならないものとします。
第23条 （契約者情報の取扱い）
本契約者は、本契約者の情報（個人情報に該当する情報を含みます。以下「契約者情報」といいま
す。）を、次の目的で当社が利用することに同意するものとします。
（1） 本契約の締結、変更、管理等、本契約者との間の連絡、本人確認、ビジネスプラスに係る障害
対応、利用料金の計算、請求、収納等その他本契約の履行の目的
（2） その他当社が別途定める「プライバシーポリシー」
（URL：http://www.nttdocomo.co.jp/utility/privacy/）に掲げる利用目的
2. 本契約者は、前項に定める目的のために当社が契約者情報（契約申込書その他本契約に関連する
書類を含みますが、これらに限られません。）をサービス提供者（サービス提供者の業務委託先、代
理店等を含みます。以下本項において同じとします。）に開示すること、及びサービス提供者から本
契約者の情報（サービス提供者が発行するログインID及びパスワードは除きます。）を取得、受領す
ることに同意するものとします。
第24条 （第三者との紛争等）
本契約者による対象サービスの利用に関して、当社以外のサービス提供者その他の第三者との間
で何らかの紛争等が生じた場合は、本契約者が自らの費用と責任で当該請求、紛争等を解決する
ものとし、当社に何らの損害等も及ぼさないものとします。
第25条 （料金計算）
当社は、利用料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、本規
約に別段の定めがない限り、その端数を切り捨てます。
第 26 条 （反社会的勢力の排除）
本契約者は、次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しな
いことを表明し、保証するものとします。
（1） 自ら又は自らの役員が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、
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暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等
その他これらに準じる者（以下総称して「暴力団員等」といいます。）であること。
（2） 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
（3） 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
（4） 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、
暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
（5） 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる
関係を有すること。
（6） 自らの役員又は自らの経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべ
き関係を有すること。
2. 本契約者は、自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれか一にでも該当する行為を行わないこ
とを保証するものとします。
（1） 暴力的な要求行為
（2） 法的な責任を超えた不当な要求行為
（3） 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
（4） 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害す
る行為
（5） その他前各号に準ずる行為
第27条 （残存効）
本契約が終了した後も、第6条、第14条、第15条第2項、第16条、第17条第3項、第18条第3項、第19
条、第20条、第21条第2項、第22条から第25条まで、第28条及び第29条の定めは、なお有効に存続
するものとします。
第28条 （準拠法）
本契約の成立、効力、解釈及び履行については、日本国法に準拠するものとします。
第29条 （合意管轄）
本契約に関して、本契約者と当社との間で訴訟の必要性が生じた場合は、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。
附則（平成25年4月30日）
本規約は、平成25年5月13日より実施します。
附則（平成25年8月30日）
この改定による本規約は、平成25年9月2日より実施します。
附則（平成25年12月6日）
この改定による本規約は、平成25年12月9日より実施します。
附則（平成25年12月20日）
この改定による本規約は、平成25年12月24日より実施します。
附則（平成 26 年 2 月 7 日）
この改定による本規約は、平成26年2月10日より実施します。

附則（平成26年3月24日）
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1 この改定による本規約は、平成26年4月1日より実施します。
2 前項による本規約の改定の実施前に締結された本契約は、改定後の本規約においては、ビジネス
プラスタイプAに係る本契約が締結されているものとみなします。
附則（平成26年3月28日）
この改定による本規約は、平成26年4月1日より実施します。
附則（平成26年6月2日）
この改定による本規約は、平成26年6月2日より実施します。
附則（平成26年8月4日）
この改定による本規約は、平成26年8月4日より実施します。
附則（平成26年10月1日）
この改定による本規約は、平成26年10月1日より実施します。
附則（平成26年12月15日）
この改定による本規約は、平成26年12月15日より実施します。
附則（平成27年1月19日）
この改定による本規約は、平成27年1月19日より実施します。
附則（平成27年4月1日）
この改定による本規約は、平成27年4月1日より実施します。
附則（平成27年7月1日）
この改定による本規約は、平成27年7月1日より実施します。
附則（平成27年7月16日）
この改定による本規約は、平成27年7月16日より実施します。
附則（平成27年12月14日）
この改定による本規約は、平成27年12月14日より実施します。
附則（平成28年2月1日）
この改定による本規約は、平成28年2月1日より実施します。
附則（平成28年4月15日）
この改定による本規約は、平成28年4月15日より実施します。
附則（平成28年6月15日）
この改定による本規約は、平成28年6月15日より実施します。
附則（平成28年7月25日）
この改定による本規約は、平成28年7月25日より実施します。
附則（平成28年9月1日）
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この改定による本規約は、平成28年9月1日より実施します。
附則（平成28年10月21日）
この改定による本規約は、平成28年10月21日より実施します。
附則（平成28年12月1日）
この改定による本規約は、平成28年12月1日より実施します。
附則（平成29年2月13日）
この改定による本規約は、平成29年2月13日より実施します。
附則（平成29年3月22日）
この改定による本規約は、平成29年3月22日より実施します。
附則（平成29年4月3日）
この改定による本規約は、平成29年4月3日より実施します。
附則（平成29年4月24日）
この改定による本規約は、平成29年4月24日より実施します。
附則（平成29年7月3日）
この改定による本規約は、平成29年7月3日より実施します。
附則（平成29年10月2日）
この改定による本規約は、平成29年10月2日より実施します。
附則（平成29年11月1日）
この改定による本規約は、平成29年11月1日より実施します。
附則（平成29年12月1日）
この改定による本規約は、平成29年12月1日より実施します。
附則（平成29年12月20日）
この改定による本規約は、平成29年12月20日より実施します。
附則（平成30年2月19日）
この改定による本規約は、平成30年2月19日より実施します。
附則（平成30年5月1日）
この改定による本規約は、平成30年5月1日より実施します。
附則（平成30年5月22日）
この改定による本規約は、平成30年5月22日より実施します。
附則（平成30年6月1日）
この改定による本規約は、平成30年6月1日より実施します。
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附則（平成30年7月2日）
この改定による本規約は、平成30年7月2日より実施します。
附則（平成30年8月1日）
この改定による本規約は、平成30年8月1日より実施します。
附則（平成30年9月3日）
この改定による本規約は、平成30年9月3日より実施します。
附則（平成30年10月1日）
この改定による本規約は、平成30年10月1日より実施します。
附則（平成30年10月19日）
この改定による本規約は、平成30年10月19日より実施します。
附則（平成30年11月20日）
この改定による本規約は、平成30年11月20日より実施します。
附則（平成30年12月21日）
この改定による本規約は、平成30年12月21日より実施します。
附則（平成31年1月1日）
この改定による本規約は、平成31年1月1日より実施します。
附則（平成31年1月28日）
この改定による本規約は、平成31年1月28日より実施します。
附則（平成31年2月1日）
この改定による本規約は、平成31年2月1日より実施します。
附則（平成31年3月1日）
この改定による本規約は、平成31年3月1日より実施します。
附則（平成31年3月29日）
この改定による本規約は、平成31年3月29日より実施します。
附則（平成31年3月31日）
この改定による本規約は、平成31年3月31日より実施します。
附則（令和１年5月1日）
この改定による本規約は、令和1年5月1日より実施します。
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別紙1
１ ビジネスプラスAタイプ
ビジネスプラスA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 対象サービスを最大3つまで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 本契約者が拡張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
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、当該拡張サービスに対応す
る基本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
レッドフォックス株式

サービス名

対象サービスの種別

Cyzen LITE（基本）

基本サービス

Cyzen LITE（拡張）

「Cyzen LITE（基本）」に対応する

会社
レッドフォックス株式
会社

拡張サービス

キングソフト株式会

KINGSOFT Office for Android 基本サービス

社

※２

株式会社ヒューマン KING OF TIME for DOCOMO（基 基本サービス
テクノロジーズ

本） ※２

株式会社ヒューマン KING OF TIME for DOCOMO（拡 「KING OF TIME for DOCOMO（基
テクノロジーズ

張） ※２

本）」に対応する拡張サービス

エムオーテックス株 LanScope An(基本) ※２

基本サービス

式会社
エムオーテックス株 LanScope An(拡張) ※２

「LanScope An（基本）」に対応する

式会社

拡張サービス

株式会社ナビタイム

NAVITIME 交通費精算プレミア 基本サービス

ジャパン

ムパック

ＮＴＴテクノクロス株

ProgOffice/ネットワーク電話帳 基本サービス
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式会社

（基本） ※２

ＮＴＴテクノクロス株

ProgOffice/ネットワーク電話帳 「ProgOffice/ネットワーク電話帳

式会社

（拡張） ※２

（基本）」に対応する拡張サービス

株式会社AXSEED

SPPM2.0（基本）

基本サービス

株式会社AXSEED

SPPM2.0（拡張）

「SPPM2.0（基本）」に対応する拡
張サービス

株式会社AXSEED

SPPM BizCatalog

基本サービス

株式会社AXSEED

SPPM BizReport

基本サービス

株式会社AXSEED

SPPM BizBrowser

基本サービス

株式会社ミトリ

Streamline Lite(基本)

基本サービス

株式会社ミトリ

Streamline Lite(拡張)

「Streamline Lite(基本)」に対応す
る拡張サービス

アルテリア・ネットワ

VECTANT セキュアデバイス マ 基本サービス

ークス株式会社

ネージメント（基本） ※２

アルテリア・ネットワ

VECTANT セキュアデバイス マ 「VECTANT セキュアデバイスマ

ークス株式会社

ネージメント（拡張） ※２

ネージメント（基本）」に対応する拡
張サービス

株式会社ソニックガ

youRoom Lite（基本）

基本サービス

youRoom Lite（拡張）

「youRoom Lite（基本）」に対応す

ーデン
株式会社ソニックガ
ーデン
株式会社ジョルテ

る拡張サービス
ジョルテ プレミアム for ビジネ

基本サービス

スプラス
株式会社ジェーエム

セキュリティブラウザ KAITO LE 基本サービス

エーシステムズ

（基本） ※２

株式会社ジェーエム

セキュリティブラウザ KAITO LE

「セキュリティブラウザ KAITO LE

エーシステムズ

（拡張） ※２

（基本）」に対応する拡張サービス

中央システム株式

ファインアセットfor DOCOMO ※ 基本サービス

会社

２

テレビ東京株式会社 テレビ東京 ビジネスオンデマン 基本サービス
ド Lite
株式会社TDモバイ

スマホポータルBiz

基本サービス

Linkit ※２

基本サービス

ル
株式会社ACCESS

株 式 会 社富 士 通ビ FENCE-Mobile RemoteManager 基本サービス
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ー・エス・シー

（基本）

株 式 会 社富 士 通ビ FENCE-Mobile RemoteManager 「 FENCE-Mobile RemoteManager
ー・エス・シー

（拡張）

（基本）」に対応する拡張サービス

株式会社NTTドコモ

紛失サポート by モバイル管理 「 SPPM2.0 （ 基 本 ） 」 又 は
サービス ※１

「VECTANT セキュアデバイスマ
ネージメント（基本）」又は
「 LanScope An( 基 本 ) 」 又 は
「 FENCE-Mobile RemoteManager
（基本）」に対応する拡張サービ
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、基本サービ
スとして選択することができます。

株式会社アイキュー

CLOMO SecuredBrowser LE

基本サービス

CLOMO SecuredDocs LE

基本サービス

CLOMO SecuredMailer LE

基本サービス

CLOMO SecuredCalendar LE

基本サービス

CLOMO SecuredContacts LE

基本サービス

ブドシステムズ
株式会社アイキュー
ブドシステムズ
株式会社アイキュー
ブドシステムズ
株式会社アイキュー
ブドシステムズ
株式会社アイキュー
ブドシステムズ
※１ 株式会社NTTドコモが提供する「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 「KINGSOFT Office for Android」、「KING OF TIME for DOCOMO（基本）」、「KING OF
TIME for DOCOMO（拡張）」、「LanScope An(基本)」、「LanScope An(拡張)」、「ProgOffice/ネ
ットワーク電話帳（基本）」、「ProgOffice/ネットワーク電話帳（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）」、「ファイン
アセットfor DOCOMO」、「Linkit」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。
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(3)利用料金
①基本料金： 月額500円（税抜）
②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の全てが本ライ
センスの対象から除外された場合（本契約が終了した場合を含みます。以下同じと
します。）は、1か月分の利用料金の支払を要します。

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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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

CLOMO

ブドシステムズ

SELECT

SECURED

APPs 基本サービス

株式会社アイキュー CLOMO MDM for ビジネスプラ 基本サービス
ブドシステムズ

ス ※３

ワンビ株式会社

TRUST DELETE Biz

基本サービス

Ｎ Ｔ Ｔ テ クノ クロス 株 ProgOffice Enterprise

基本サービス

式会社
レッドフォックス株式 Cyzen LITE（基本）

基本オプションサービス

会社
レッドフォックス株式 Cyzen LITE（拡張）

「Cyzen LITE（基本）」に対応する

会社

拡張オプションサービス

キングソフト株式会

KINGSOFT Office for Android 基本オプションサービス
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社

※３

株式会社ヒューマン

KING OF TIME for DOCOMO

テクノロジーズ

（基本） ※３

株式会社ヒューマン

KING OF TIME for DOCOMO

「KING OF TIME for DOCOMO

テクノロジーズ

（拡張） ※３

（基本）」に対応する拡張オプシ

基本オプションサービス

ョンサービス
エ ムオ ーテッ クス 株 LanScope An(基本) ※３

基本オプションサービス

式会社
エ ムオ ーテッ クス 株 LanScope An(拡張) ※３

「LanScope An（基本）」に対応す

式会社

る拡張オプションサービス

株式会社ナビタイム NAVITIME 交通費精算プレミ 基本オプションサービス
ジャパン

アムパック

Ｎ Ｔ Ｔ テ クノ クロス 株 ProgOffice/ネットワーク電話帳 基本オプションサービス
式会社

（基本） ※３

Ｎ Ｔ Ｔ テ クノ クロス 株 ProgOffice/ネットワーク電話帳 「ProgOffice/ネットワーク電話帳
式会社

（拡張） ※３

（基本）」に対応する拡張オプシ
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

アルテリア・ネットワ VECTANT セキュアデバイスマ 基本オプションサービス
ークス株式会社

ネージメント（基本） ※３

アルテリア・ネットワ VECTANT セキュアデバイスマ 「VECTANT セキュアデバイスマ
ークス株式会社

ネージメント（拡張） ※３

ネージメント（基本）」に対応する
拡張オプションサービス

株式会社ソニックガ youRoom Lite（基本）

基本オプションサービス

ーデン
株式会社ソニックガ youRoom Lite（拡張）

「youRoom Lite（基本）」に対応

ーデン

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

基本オプションサービス

スプラス
株式会社ジェーエム

セキュリティブラウザ KAITO

基本オプションサービス

エーシステムズ

LE（基本） ※３

株式会社ジェーエム

セキュリティブラウザ KAITO

「セキュリティブラウザ KAITO

エーシステムズ

LE（拡張） ※３

LE（基本）」に対応する拡張サー
ビス

中央システム株式会

フ ァイン アセット for DOCOMO 基本オプションサービス

社

※３

テレビ東京株式会社

テレビ東京 ビジネスオンデマ

基本オプションサービス

ンド Lite
株式会社TDモバイ

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

株式会社富士通ビ

FENCE-Mobile RemoteManager 基本サービス

ー・エス・シー

（基本）

株式会社富士通ビ

FENCE-Mobile RemoteManager 「 ENCE-Mobile RemoteManager

ー・エス・シー

（拡張）

ル

（基本）」に対応する拡張サービ
ス

株式会社NTTドコモ

紛失サポート by モバイル管

「SPPM2.0（基本）」又は

理サービス ※１

「VECTANT セキュアデバイスマ
ネージメント（基本）」又は
「LanScope An(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

CLOMO SecuredBrowser LE

基本サービス

CLOMO SecuredDocs LE

基本サービス

CLOMO SecuredMailer LE

基本サービス

CLOMO SecuredCalendar LE

基本サービス

CLOMO SecuredContacts LE

基本サービス

ブドシステムズ
株式会社アイキュー
ブドシステムズ
株式会社アイキュー
ブドシステムズ
株式会社アイキュー
ブドシステムズ
株式会社アイキュー
ブドシステムズ
※１ 株式会社NTTドコモが提供する「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 DOCOMO（基本）」、「KING OF TIME for DOCOMO（拡張）」、「LanScope An(基本)」、
「LanScope An(拡張)」、「ProgOffice/ネットワーク電話帳（基本）」、「ProgOffice/ネットワーク
電話帳（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）」、「ファインアセットfor DOCOMO」、「Linkit」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500円（税抜）
②オプション料金： 1のオプションサービスにつき月額150円（税抜）
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。
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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PhoneAppli

PAクラウド※１ ※８

株式会社アイキューブド

CLOMO IDs for ビジネスプラス

システムズ

※１

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

ＡＩ ＣＲＯＳＳ株式会社

InCircle for ビジネスプラス ※２

基本サービス

Lookout, Inc.

Lookout MES for Threats ※３

基本サービス

Lookout, Inc.

Lookout MES for App Risks

基本サービス

Lookout, Inc.

Lookout MES Comprehensive

基本サービス

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

株式会社ナビタイムジャ
パン
ウォーターセル株式会社
株式会社MetaMoJi

基本サービス
基本サービス

ビジネスナビタイム 動態管理ソリ 基本サービス
ュ ー シ ョ ン for ビ ジ ネ ス プ ラ ス
※１
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）
アグリノート for ビジネスプラス

「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
基本サービス

MetaMoJi ClassRoom for ビジネ 基本サービス
スプラス
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株式会社Loilo
株式会社Empath

ロイロノート・スクール ※２

基本サービス

じぶん予報 for ビジネスプラス

基本サービス

※２ ※８

株式会社Practechs

計測ステーション

基本サービス

株式会社NTTドコモ

docoですcar NEXT

基本サービス

株式会社NTTドコモ
株式会社NTTドコモ
株式会社NTTドコモ
株式会社NTTドコモ
株式会社NTTドコモ

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

docoですcar Safety ※８
docoですcar Safety（管理者ID追
加オプション）

基本サービス
「docoですcar Safety」に
対応する 拡張オプション
サービス

docoですcar アルコールチェック
docoですcar アルコールチェック
（管理者ID追加オプション）

基本サービス
「 doco で す car ア ル コ ー
ルチェック」に対応する拡
張オプションサービス

株式会社ＦＦＲＩ

FFR yarai ※４

基本サービス

ワウテック株式会社

WowTalk for ビジネスプラス ※２

基本サービス

アルテリア・ネットワーク
ス

基本サービス
VECTANT SDM Stage3 ※１

株式会社
Microsoft Corporation
Microsoft Corporation
Microsoft Corporation
Microsoft Corporation

Skype for Business Online (Plan

基本サービス

1) ※１ ※８
Skype for Business Online (Plan

基本サービス

2) ※１
Microsoft Intune ※１

基本サービス

Office 365 Business Essentials

基本サービス

※１

Microsoft Corporation

Office 365 Business ※１

基本サービス

Microsoft Corporation

Office 365 Business Premium※１ 基本サービス

HENNGE株式会社

HENNGE One

「Office365」に対応する
拡張オプションサービス

株式会社アルカディア

SpeeCAN RAIDEN for ビジネス

基本サービス

プラス 3,000
株式会社アルカディア

SpeeCAN RAIDEN for ビジネス
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基本サービス

プラス 3,000地震連動タイプ
株式会社アルカディア

SpeeCAN RAIDEN for ビジネス

基本サービス

プラス 10,000
株式会社アルカディア

SpeeCAN RAIDEN for ビジネス

基本サービス

プラス 10,000地震連動タイプ
ドコモ・システムズ株式会 sMeeting Standard ※５

基本サービス

社
ドコモ・システムズ株式会 sMeeting Lite ※２

基本サービス

社
ドコモ・システムズ株式会 sMeeting Super Lite ※１

基本サービス

社
アステリア株式会社
Phone Appli株式会社

Handbook

基本サービス

Phone Appli for オフィスリンク

基本サービス

※６

マネーフォワード株式会 マネーフォワードクラウド経費 チ
社

基本サービス

ームプラン ※１

マネーフォワード株式会 マネーフォワードクラウド経費 コ

基本サービス

社

ーポレートプラン ※１

株式会社ヒューマンテクノ

KING OF TIME ※２

基本サービス

ジョブカンワークフロー ※１

基本サービス

ロジーズ
株式会社Donuts

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

RSUPPORT株式会社

Remote Call

基本サービス

ACCESS株式会社

Linkit（年額）

基本サービス

Phone Appli株式会社

連絡とれるくん ※７

基本サービス

※１ ビジネスプラスCタイプ「PAクラウド」、「CLOMO IDｓ for ビジネスプラス」、「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」、「VECTANT SDM Stage3」、「Skype
for Business Online (Plan 2)」、「Microsoft Intune」、「Office 365 Business Essentials」、「Office
365 Business」、「Office 365 Business Premium」、「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」については、最低の申込みは5アカウントとなります。
「Office 365 Business Essentials」、「Office 365 Business」、「Office 365 Business Premium」に
ついては、申込みの上限を300アカウントとします。
※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
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イロノート・スクール」、「じぶん予報 for ビジネスプラス」、「WowTalk for ビジネスプラス」、
「sMeeting

Lite」「KING OF TIME」「ProgOffice Enterprise Lite」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」、「box」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「FFRyarai」については、最低の申込みは5アカウントとなります。
また、アカウント追加の申込みについては対象期間の満了日が属する月のみ受付が可能と
なります。
※５ 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。
※６ 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、当社との間で、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 ビジネスプラスCタイプ「連絡とれるくん」については、最低の申込は20アカウントとなり
ます。
※８ 「PAクラウド」、「docoですcar Safety（スマートフォン版）」、「じぶん予報 for ビジネスプ
ラス」、「Skype for Business Online (Plan 1)」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

PAクラウド

年額6,000円（税抜）

CLOMO IDs for ビジネスプラス

年額2,400円（税抜）

moconaviクラウドサービス

年額6,000円（税抜）

InCircle for ビジネスプラス

年額2,160円（税抜）

Lookout MES for Threats

年額16,800円（税抜）

Lookout MES for App Risks

年額11,400円（税抜）

Lookout MES Comprehensive

年額19,800円（税抜）

box Business

年額27,600円（税抜）

box BusinessPlus

年額40,800円（税抜）

box Enterprise

年額54,000円（税抜）

ビジネスナビタイム 動態管理ソリューション

年額78,000円（税抜）
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for ビジネスプラス
ビジネスナビタイム 動態管理ソリューション

年額120,000円（税抜）

for ビジネスプラス（管理者ID追加オプション）
アグリノート for ビジネスプラス

年額6,000円（税抜）

MetaMoJi ClassRoom for ビジネスプラス

年額4,800円（税抜）

ロイロノート・スクール

年額6,000円（税抜）

じぶん予報 for ビジネスプラス

年額2,400円（税抜）

計測ステーション

年額120,000円（税抜）

docoですcar NEXT

年額12,000円（税抜）

docoですcar NEXT（管理者ID追加オプション）

年額6,000円（税抜）

docoですcar Safety

年額12,000円（税抜）

docoですcar Safety（管理者ID追加オプション）

年額6,000円（税抜）

docoですcar アルコールチェック

年額7,200円（税抜）

docoですcar アルコールチェック（管理者ID追

年額6,000円（税抜）

加オプション）
FFR yarai

年額9,000円（税抜）

WowTalk for ビジネスプラス

年額3,000円（税抜）

VECTANT SDM Stage3

年額9,600円（税抜）

Skype for Business Online (Plan 1)

年額2,640円（税抜）

Skype for Business Online (Plan 2)

年額7,200円（税抜）

Microsoft Intune

年額7,800円（税抜）

Office 365 Business Essentials

年額6,480円（税抜）

Office 365 Business

年額10,800円（税抜）

Office 365 Business Premium

年額16,320円（税抜）

HENNGE One

年額6,000円（税抜）

SpeeCAN RAIDEN for ビジネスプラス 3,000

年額168,000円（税抜）

SpeeCAN RAIDEN for ビジネスプラス 3,000

年額312,000円（税抜）

地震連動タイプ
SpeeCAN RAIDEN for ビジネスプラス 10,000
SpeeCAN RAIDEN for ビジネスプラス 10,000
地震連動タイプ

年額270,000円（税抜）
年額420,000円（税抜）

sMeeting Standard

年額24,000円（税抜）

sMeeting Lite

年額42,000円（税抜）

sMeeting Super Lite

年額57,600円（税抜）

Handbook

年額5,040円（税抜）
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Phone Appli for オフィスリンク

年額2,160円（税抜）

マネーフォワードクラウド経費 チームプラン

年額6,000円（税抜）

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8,400円（税抜）

KING OF TIME

年額3,360円（税抜）

ジョブカンワークフロー

年額3,360円（税抜）

ProgOffice Enterprise

年額5,040円（税抜）

ProgOffice Enterprise Lite

年額1,560円（税抜）

Remote Call

年額210,000円（税抜）

Linkit（年額）

年額1,680円（税抜）

連絡とれるくん

年額3,840円（税抜）

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) 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。

25

３－２ 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
基本サービスについては、1つのみとなります。
(2)対象サービス
サービス提供者名
株式会社NTTドコモ

サービス名
Biz安否確認 for docomo

対象サービスの種別
基本サービス

※１ ビジネスプラスCタイプ「Biz安否確認 for docomo」については、最低の申込みは10アカ
ウントとなります。また、アカウント追加についても10アカウント単位での申込みとなります。
(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
Biz安否確認 for docomo

基本料金
年額12,000円（税抜）※１

※１ 10アカウントの料金となります。
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も年額の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) 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。
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３－３ 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つのみとなります。
②サービスの利用にあたっては1アカウント毎に別途サービス提供者が定める初期費用の
支払いが必要になります。(アカウント追加の場合も含む)
③サービス提供者に薬局開設許可証（コピー）の事前提出が必要になります。
(2)対象サービス
サービス提供者名
株式会社NTTドコモ

サービス名

対象サービスの種別

おくすり手帳Link for ビジネスプ 基本サービス
ラス

(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
おくすり手帳Link for ビジネスプラス

基本料金
年額36,000円（税抜）

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も年額の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) 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。
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４-１ 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

株式会社テリロジー みえる通訳 for ビジネスプラス
サービスウェア

デイタイムプラン

株式会社テリロジー みえる通訳 for ビジネスプラス
サービスウェア

２４時間プラン

株式会社テリロジー みえる通訳 for ビジネスプラス
サービスウェア

医療通訳プラン

株式会社NTTドコモ

はなして翻訳 for Biz ※２

基本サービス
基本サービス
基本サービス
基本サービス

マネーフォワード株 マ ネ ー フ ォ ワ ード ク ラ ウ ド 経 費 基本サービス
式会社

チームプラン ※１

マネーフォワード株 マ ネ ー フ ォ ワ ード ク ラ ウ ド 経 費 基本サービス
式会社

コーポレートプラン ※１

Splashtop Inc.

Splashtop Business ※１

株式会社アドバンス AmiVoice SBx Medical

基本サービス
基本サービス

ト・メディア
※１ ビジネスプラスDタイプ「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」、「Splashtop Business」については、最低の申込みは5
アカウントとなります。
※２ 「はなして翻訳 for Biz」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
みえる通訳 for ビジネスプラス

基本料金
月額16,000円（税抜）
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デイタイムプラン
みえる通訳 for ビジネスプラス

月額26,000円（税抜）

２４時間プラン
みえる通訳 for ビジネスプラス

月額66,000円（税抜）

医療通訳プラン
はなして翻訳 for Biz

月額500円（税抜）

マネーフォワードクラウド経費 チー

月額500円（税抜）

ムプラン
マネーフォワードクラウド経費 コー

月額700円（税抜）

ポレートプラン
Splashtop Business

月額800円（税抜）

AmiVoice SBx Medical

月額3,000円（税抜）

②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の全てが
本ライセンスの対象から除外された場合（本契約が終了した場合を含みます。
以下同じとします。）は、1か月分の利用料金の支払を要します。
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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４－２ 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 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 基本サービスの変更は、本契約成立日が属する月の翌月から可能とし、同月内に1回
までとします。
(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

ＨＯＰＥ ＬｉｆｅＭａｒｋ-ＷＩＮＣＡＲＥ ｆ 基本サービス
富士通株式会社

ｏｒ ｄｏｃｏｍｏ プレミアム(1業務サ
ービス)
ＨＯＰＥ ＬｉｆｅＭａｒｋ-ＷＩＮＣＡＲＥ ｆ 基本サービス

富士通株式会社

ｏｒ ｄｏｃｏｍｏ プレミアム(4業務サ
ービス)
ＨＯＰＥ ＬｉｆｅＭａｒｋ-ＷＩＮＣＡＲＥ ｆ 基本サービス

富士通株式会社

ｏｒ ｄｏｃｏｍｏ ベーシック(1業務サ
ービス)
ＨＯＰＥ ＬｉｆｅＭａｒｋ-ＷＩＮＣＡＲＥ ｆ 基本サービス

富士通株式会社

ｏｒ ｄｏｃｏｍｏ ベーシック(4業務サ
ービス)
ＨＯＰＥ ＬｉｆｅＭａｒｋ-ＷＩＮＣＡＲＥ ｆ 基本サービス

富士通株式会社

ｏｒ ｄｏｃｏｍｏ ライト(1業務サービ
ス)
ＨＯＰＥ ＬｉｆｅＭａｒｋ-ＷＩＮＣＡＲＥ ｆ 基本サービス

富士通株式会社

ｏｒ ｄｏｃｏｍｏ ライト(3業務サービ
ス)

富士通株式会社

ＷＩＮＣＡＲＥ追加クライアント
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拡張オプションサービス

(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
ＨＯＰＥ ＬｉｆｅＭａｒｋ-ＷＩＮＣＡＲＥ ｆｏｒ

基本料金
月額46,000円（税抜）

ｄｏｃｏｍｏ プレミアム(1業務サービス)
ＨＯＰＥ ＬｉｆｅＭａｒｋ-ＷＩＮＣＡＲＥ ｆｏｒ

月額53,500円（税抜）

ｄｏｃｏｍｏ プレミアム(4業務サービス)
ＨＯＰＥ ＬｉｆｅＭａｒｋ-ＷＩＮＣＡＲＥ ｆｏｒ

月額29,000円（税抜）

ｄｏｃｏｍｏ ベーシック(1業務サービス)
ＨＯＰＥ ＬｉｆｅＭａｒｋ-ＷＩＮＣＡＲＥ ｆｏｒ

月額37,000円（税抜）

ｄｏｃｏｍｏ ベーシック(4業務サービス)
ＨＯＰＥ ＬｉｆｅＭａｒｋ-ＷＩＮＣＡＲＥ ｆｏｒ

月額34,000円（税抜）

ｄｏｃｏｍｏ ライト(1業務サービス)
ＨＯＰＥ ＬｉｆｅＭａｒｋ-ＷＩＮＣＡＲＥ ｆｏｒ

月額38,500円（税抜）

ｄｏｃｏｍｏ ライト(3業務サービス)
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
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。
オプションサービス
追加クライアント

オプション料金
月額16,500円（税抜）

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の全てが
本ライセンスの対象から除外された場合（本契約が終了した場合を含みます。
以下同じとします。）は、1か月分の利用料金の支払を要します。
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) 月の途中で基本サービスの変更を行った場合、その月の1日時点での基本サー
ビスの利用料金の支払を要するものとします。
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４-３ 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 基本サービスを変更することはできません。
③ 当社との間で、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。
(2)対象サービス
サービス提供者名
Phone Appli株式会社

サービス名
Phone Appli for オフィスリンク

対象サービスの種別
基本サービス

※ ビジネスプラスD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
Phone Appli for オフィスリンク

基本料金
月額200円（税抜）

②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の全てが
本ライセンスの対象から除外された場合（本契約が終了した場合を含みます。
以下同じとします。）は、1か月分の利用料金の支払を要します。
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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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

日本カーソリューション

ドライブドクター for ビジネスプ

ズ株式会社

ラス

対象サービスの種別
基本サービス

※ ビジネスプラスDタイプ「ドライブドクター for ビジネスプラス」については、最低の申込み
は30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
ドライブドクター for ビジネスプラス

基本料金
月額4,200円（税抜）

②支払条件
c) 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の全てが
本ライセンスの対象から除外された場合（本契約が終了した場合を含みます。
以下同じとします。）は、1か月分の利用料金の支払を要します。
d) 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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５ ビジネスプラスEタイプ
ビジネスプラスE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つのみとなります。
(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

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

KING OF TIME ※１

基本サービス

アルテリア・ネットワークス株式会社

VECTANT SDM + ※２

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

基本サービス

プラス ※２
インヴェンティット株式会社

MobiConnect ビジネスパッ

基本サービス

ク ※２
デジタルアーツ株式会社

i-FILTER ブラウザー&クラ

基本サービス

ウド ※２
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

基本サービス

LE PLUS ※２
エムオーテックス株式会社

LanScope An ※２

基本サービス

株式会社Donuts

ジョブカンワークフロー ※２

基本サービス

キングソフト株式会社

WPS Office for ビジネスプ

基本サービス

ラス ※２
※１ ビジネスプラスEタイプ「KING OF TIME」については、最低の申込みは10アカウントとなり
ます。
※２ ビジネスプラスEタイプ「VECTANT SDM +」、「CLOMO MDM for ビジネスプラス」、
「MobiConnect ビジネスパック」、「i-FILTER ブラウザー&クラウド」、「セキュリティブラウ
ザ KAITO LE PLUS」、「LanScope An」については、最低の申込みは5アカウントとなり
ます。
(3)利用料金
①基本料金： 月額300円（税抜）
②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
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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
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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６ ビジネスプラス F タイプ
ビジネスプラスF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つのみとなります。
(2)対象サービス
サービス提供者名
NTTテクノクロス株式会社

サービス名
ProgOffice Enterprise Lite

対象サービスの種別
基本サービス

※１
ACCESS株式会社

Linkit ※１

アルテリア・ネットワークス株式会 VECTANT SDM ※２

基本サービス
基本サービス

社
株式会社ジェーエムエーシステム セキュリティブラウザ
ズ

基本サービス

KAITO LE ※２

※１ ビジネスプラスFタイプ「ProgOffice Enterprise Lite」、「Linkit」については、最低の申込
みは10アカウントとなります。
※２ ビジネスプラスEタイプ「VECTANT SDM」、「セキュリティブラウザ KAITO LE」について
は、最低の申込みは5アカウントとなります。
(3)利用料金
①基本料金： 月額150円（税抜）
②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
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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７-１ ビジネスプラス G Suite （G Suite Basic、G Suite Business）
ビジネスプラスG Suite（G Suite Basic、G Suite Business）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 本契約者が本ライセンスの組合せを変更することができるのは、「G Suite Basic」から
「G Suite Business」への変更のみとし、申込期日については本文第11条の定めを準用し
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

Google, Inc.

G Suite Basic ※１

基本サービス

Google, Inc.

G Suite Business ※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

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

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 タイムレコーダー

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

rakumo株式会社

rakumoスタンダードパック

基本オプションサービス

rakumo株式会社

rakumoワークフローパック

基本オプションサービス

HENNGE株式会社

HENNGE One※２

基本オプションサービス

※１ Google, Inc.の提供する「G Suite Basic」「G Suite Business」を対象サービスとして選択さ
れた場合、株式会社NTTドコモが別途定める条件に基づき、当該対象サービスに係る保守・
サポートサービスを提供するものとし、当該保守・サポートサービスに関する料金も、本規約
に基づく利用料金に含まれます。なお、Google, Inc.とのサービス利用契約には、Google, Inc.
の定める“Google Apps for Business via Reseller Agreement”、“Google Apps Acceptable Use
Policy”、“TSSガイドライン”等を含みます。
※２ ビジネスプラスGoogleApps「HENNGE One」については、最低の申込みは100アカウント
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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

G Suite Basic

年額6,000円（税抜） ※１

G Suite Basic

年額8,160円（税抜）

G Suite Business

年額14,400円（税抜） ※１

G Suite Business

年額16,320円（税抜） ※２

※２

※１ 2019年3月1日までにビジネスプラスを新規にお申込み頂いた場合の価格となりま
す。
※２ 2019年3月2日以降にビジネスプラスを新規にお申込み頂いた場合の価格となります。
既存のお客様も順次本価格が適用されますが、適用されるタイミングはサービス提供状況に
より異なります。
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

繋吉セキュアログインパック

年額1,200円（税抜）

Active! vault SS

年額2,400円（税抜）

rakumo カレンダー

年額1,200円（税抜）

rakumo コンタクト

年額600円（税抜）

rakumo ワークフロー

年額3,600円（税抜）

rakumo タイムレコーダー

年額1,200円（税抜）

rakumo ボード

年額1,800円（税抜）

rakumoスタンダードパック

年額3,000円（税抜）

rakumoワークフローパック

年額4,800円（税抜）

HENNGE One

年額6,000円（税抜）

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。なお、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
金とします。
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b) 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。
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８ ビジネスプラス Microsoft
ビジネスプラスMicrosoft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
Microsoft Corporation
Microsoft Corporation

サービス名
Skype for Business Online (Plan 1)

対象サービスの種別
基本サービス

※１ ※２
Skype for Business Online (Plan 2)

基本サービス

※１

Microsoft Corporation

Microsoft Intune※１

基本サービス

Microsoft Corporation

Office 365 Business Essentials※１

基本サービス

Microsoft Corporation

Office 365 Business※１

基本サービス

Microsoft Corporation

Office 365 Business Premium※１

基本サービス

HENNGE株式会社

HENNGE One

「Office365」に対応す
る拡張オプションサー
ビス

※１ 「Skype for Business Online (Plan 1)」、「Skype for Business Online (Plan 2)」、「Microsoft
Intune」、「Office 365 Business Essentials」、「Office 365 Business」、「Office 365 Business
Premium」については、最低の申込みは5アカウントとなります。
「Office 365 Business Essentials」、「Office 365 Business」、「Office 365 Business Premium」に
ついては、申込みの上限を300アカウントとします。
※２ 「Skype for Business Online (Plan 1)」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
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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

Skype for Business Online (Plan 1)

年額2,640円（税抜）

Skype for Business Online (Plan 2)

年額7,200円（税抜）

Microsoft Intune

年額7,800円（税抜）

Office 365 Business Essentials

年額6,480円（税抜）

Office 365 Business

年額10,800円（税抜）

Office 365 Business Premium

年額16,320円（税抜）

HENNGE One

年額6,000円（税抜）

②支払条件
a) 年額の利用料金は、本契約成立日から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。
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９ ビジネスプラスOffice365
ビジネスプラスOffice365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1つまで選択する
ことができます。ただし、1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。
(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

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ

Office365 BusinessEssentials※１ ※ 基本サービス

ンズ株式会社

３

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ

Office365 BusinessPremium※１ ※３

基本サービス

HENNGE One※２ ※３

基本オプション

ンズ株式会社
HENNGE株式会社

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の提供する「Office365
BusinessEssentials」、「Office365 BusinessPremium」を対象サービスとして選択された場合、
株式会社NTTドコモが別途定める条件に基づき、当該対象サービスに係る保守・サポートサ
ービスを提供するものとし、当該保守・サポートサービスに関する料金も、本規約に基づく利
用料金に含まれます。なお、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社とのサービス利用
契約には、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の定める“BHEC Office 365 ハイブ
リッドオプション マイクロソフトオンラインサービス サービスレベル契約”、“BHEC Office 365
ハイブリッドオプション マイクロソフトオンラインサービス使用権説明書”、“Office365ハイブリ
ッドオプション提供条件書”等を含みます。
「Office 365 Business Essentials」、「Office 365 Business Premium」については、申込みの上
限を300アカウントとします。
※２ ビジネスプラスOffice365「HENNGE One」については、最低の申込みは100アカウントと
なります。
※３ エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社の提供する「Office365
BusinessEssentials」、「Office365 BusinessPremium」、およびビジネスプラスOffice365
「HENNGE One」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。
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(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

Office365 BusinessEssentials

年額6,480円（税抜）

Office365 BusinessPremium

年額16,320円（税抜）

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
HENNGE One

オプション料金
年額6,000円（税抜）

③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。
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１０ ビジネスプラスEvernote Business
ビジネスプラスEvernote Business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

Evernote GMBH

Evernote Business

基本サービス

Evernote GMBH

Evernote Business for Education ※１

基本サービス

※１ 「Evernote Business for Education」については、最低の申込みは5アカウントとなりま
す。（「Evernote Business」、「Evernote Business for Education」については上限1000アカウ
ント）
(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

Evernote Business

年額12,000円（税抜）

Evernote Business for Education

年額6,600円（税抜）

②支払条件
a) 年額の利用料金は、本契約成立後にサービス提供者から通知される、対象サービ
スの提供開始日が属する月から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。なお、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。
b) 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。
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１１ ビジネスプラスSalesforce
ビジネスプラスSalesforce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

コネクシオ株式会社

Salesforce SalesCloud Professional Edition※１ ※３

基本サービス

コネクシオ株式会社

Salesforce SalesCloud Enterprise Edition ※１ ※３

基本サービス

コネクシオ株式会社

Salesforce SalesCloud Unlimited Edition※１ ※３

基本サービス

コネクシオ株式会社

Salesforce ServiceCloud Professional Edition※１ ※３

基本サービス

コネクシオ株式会社

Salesforce ServiceCloud Enterprise Edition※１

基本サービス

コネクシオ株式会社

Salesforce ServiceCloud Professional Edition※１

コネクシオ株式会社

HENNGE One※2

※３
※３

基本サービス
基本オプショ
ンサービス

コネクシオ株式会社

Salesforce Lightning Sales Cloud Professional Edition※１

基本サービス

コネクシオ株式会社

Salesforce Lightning Sales Cloud Enterprise Edition※１

基本サービス

コネクシオ株式会社

Salesforce Lightning Sales Cloud Unlimited Edition※１

基本サービス

コネクシオ株式会社

Salesforce Lightning Service Cloud Professional Edition※１

基本サービス

コネクシオ株式会社

Salesforce Lightning Service Cloud Enterprise Edition※１

基本サービス

コネクシオ株式会社

Salesforce Lightning Service Cloud Unlimited Edition※１

基本サービス

※１ ビジネスプラスSalesforce「SalesCloud」、「ServiceCloud」、「Lightning Sales Cloud」、
「Lightning Service Cloud」については、最低の申込みは2アカウントとなります。
※２ ビジネスプラスSalesforce「ね
HENNGE One」については、最低の申込みは100アカウントとなります。
※３ ビジネスプラスSalesforce「SalesCloud」、「ServiceCloud」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。
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基本サービス

基本料金

Salesforce SalesCloud Professional Edition

年額90,000円（税抜）

Salesforce SalesCloud Enterprise Edition

年額180,000円（税抜）

Salesforce SalesCloud Unlimited Edition

年額360,000円（税抜）

Salesforce ServiceCloud Professional Edition

年額90,000円（税抜）

Salesforce ServiceCloud Enterprise Edition

年額192,000円（税抜）

Salesforce ServiceCloud Professional Edition

年額372,000円（税抜）

Salesforce Lightning Sales Cloud Professional Edition

年額108,000円 （税抜）

Salesforce Lightning Sales Cloud Enterprise Edition

年額216,000（税抜）

Salesforce Lightning Sales Cloud Unlimited Edition

年額432,000（税抜）

Salesforce Lightning Service Cloud Professional Edition

年額108,000（税抜）

Salesforce Lightning Service Cloud Enterprise Edition

年額216,000（税抜）

Salesforce Lightning Service Cloud Unlimited Edition

年額432,000（税抜）

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

HENNGE One

年額6,000円（税抜）

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。なお、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
金とします。
b) 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
c) 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。
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１２ ビジネスプラスSansan
ビジネスプラスSansan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つのみとなります。
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1つまで選択する
ことができます。ただし、1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。
(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

Sansan株式会社

スマートフォンプラン ストレージPack 基本サービス

Sansan株式会社

Sansanスキャナ

基本オプションサービス

(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
スマートフォンプラン ストレージPack

基本料金
年額120,000円（税抜）※１

※１ 2アカウント目以降の基本料金は年額96,000円（税抜）となります。
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
Sansanスキャナ

オプション料金
年額120,000円（税抜）

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。なお、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
金とします。
b) 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。
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c) 本契約成立日以降に本契約および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、当該申込時点で契約している本契約およびオプションサービスに
係る本ライセンスについて、対象期間満了日が属する月から１年間対象期間が延長
する（以下、延長した期間を「延長対象期間」といいます。）ものとし、延長対象期間
にかかる年額の利用料金を、一括して支払うものとします。
d) 対象期間（延長対象期間を含む。）の途中で対象サービスが本ライセンスの対象か
ら除外、又は、解除その他理由の如何を問わず本契約が終了した場合でも、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。
e) 対象期間（延長対象期間を含む。）の途中で対象サービスが本ライセンスの対象か
ら除外、又は、解除その他理由の如何を問わず本契約が終了した場合は、対象期
間及び延長対象期間にかかる未払いの年額の利用料金について期限の利益を失
い、当該利用料金を当社からの請求に基づき一括で支払うものとします。
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１３ ビジネスプラスdマガジン
ビジネスプラスdマガジンに関する利用条件、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
基本サービスについては、1つのみとなります。
(2)対象サービス
サービス提供者名
株式会社NTTドコモ

サービス名
dマガジン for Biz

対象サービスの種別
基本サービス

(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
dマガジン for Biz

基本料金
月額5,000円（税抜） ※１

※１ 1エリア内で同時接続台数10台までの場合の料金です。
同時接続台数追加時の基本料金は、月額2,500円（税抜）（5台ごと）となります。
②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の全てが
本ライセンスの対象から除外された場合（本契約が終了した場合を含みます。
以下同じとします。）は、1か月分の利用料金の支払を要します。
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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１４ ビジネスプラス Do!Photo
ビジネスプラスDo!Photo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

本契約成立日が属する月から1年間（以下「対象期間」といいます。）の利用期間と
なり、対象期間満了後は延長できないものとします。

(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

福井コンピュータアーキ
テクト株式会社

ARCHITEND Do!Photo for docomo

基本サービス

(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
ARCHITEND Do!Photo for docomo

基本料金
24,000 円／年額 ※容量：１GB

③ 支払条件
a) 年額の利用料金は、対象期間の利用料金となり、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。
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１５ ビジネスプラス LINE WORKS
ビジネスプラスLINE WORKS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

コネクシオ株式会社

LINE WORKS ※１

基本サービス

※１ ビジネスプラスLINE WORKSについては、最低の申込みは10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。
基本サービス
LINE WORKS

基本料金
年額 3,600 円（税抜）

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。なお、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
金とします。

b)

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。
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１６ ビジネスプラスセットタイプ
ビジネスプラスセット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 基本サービスを変更することはできません。
③ 基本サービスはサービス毎に利用アカウント数を変更することはできません。
(2)対象サービス
セット名

サービス提供者名

サービス名

対象サービスの
種別

ワウテック株式会社

WowTalk ＋
KING OF TIMEセット
（年額） ※１

株式会社ヒューマン
テクノロジーズ

オフィスリンク＋

Phone Appli株式会社

（Phone Appli for オフィ
スリンク） ×

ワウテック株式会社

基本サービス

KING OF TIME
Phone Appli for オフィ

WowTalk for

基本サービス

ビジネスプラス

※２
ワウテック株式会社

WowTalk for ビジネス
プラス

CLOMO

MDMセット（年額） ※１

ビジネスプラス

スリンク

WowTalk セ ッ ト （ 年 額 ）

WowTalk ×

WowTalk for

株式会社アイキューブドシス

CLOMO MDM for ビ

テムズ

ジネスプラス

基本サービス

※１ ビジネスプラスセットタイプ「WowTalk ＋ KING OF TIMEセット（年額）」、「WowTalk ×
CLOMO MDMセット（年額）」については、最低の申込みは10アカウントとなります。
※２ ビジネスプラスセットタイプ「オフィスリンク＋（Phone Appli for オフィスリンク） ×
WowTalkセット（年額）」については、当社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、最低の申込みは20アカウントとなります。
(3)利用料金
①セット料金： 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。

52

セットサービス
WowTalk ＋ KING OF TIMEセット（年額）

セット料金
年額5,400円（税抜）

オフィスリンク＋（Phone Appli for オフィスリ 年額4,200円（税抜）
ンク） × WowTalkセット（年額）
WowTalk × CLOMO MDMセット（年額）

年額5,400円（税抜）

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) 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。
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