
Marubeni 光アプリ放題ご利用規約 

第 1条（適用） 

1. 当社は、この Marubeni光アプリ放題利用規約（以下「本利用規約」といいます）を定め、これに従

い Marubeni 光アプリ放題（以下「本サービス」といいます）を本サービスの利用契約者（以下「本

サービス契約者」といいます）へ提供します。 

2. 本サービスの利用契約は、本サービス契約者または本サービスの申込者が本利用規約を本サービス

の利用契約の内容とすること、かつ本利用規約での取引に合意するものとし、本サービス契約者と

当社との間における一切の関係について適用されるものとします。 

3. 当社が本サービスを提供又は運営するために開設する Webサイト、アプリケーション（以下「本サ

イト」といいます）上において随時掲載する諸規定もしくは注意事項および本サービスごとに規定

する個別規約もしくは注意事項は、本利用規約の一部を構成するものとします。 

第 2条（本サービスの内容） 

1. 本サービスは、当社とアプリケーションソフトの利用権売買契約を締結しているソースネクスト株

式会社（以下「ソースネクスト社」といいます）が提供するパソコン又はスマートフォン向けのア

プリケーション、デジタルコンテンツ等の一切のコンテンツ（ソースネクスト社が独自に提供する

コンテンツおよびソースネクスト社が第三者からライセンスを受けて提供するコンテンツを含みま

す。以下併せて「本コンテンツ」といいます）を閲覧、検索、受信、ダウンロード、インストール

および利用できるサービスを指すものとします。当社およびソースネクスト社は、理由の如何を問

わずサービスの名称または内容、本サービスを通じて提供される本コンテンツの数およびタイトル

を、本サービス契約者への事前の通知および同意を得ることなく、変更することができるものとし

ます。 

2. 本サービスを通じて本コンテンツを利用できる範囲は、本サービス契約者のうち(1)個人のお客様の

場合は、お客様本人及びお客様と同一世帯のご家族、(2)法人のお客様の場合は当該法人に属する利

用者１名人かつ当該法人が所有する１台の当社対応端末（1 台に複数 OSを搭載している当社対応端

末の場合は 1つの OSを 1台とみなします）に限られます。ただし、いずれの場合も、各コンテンツ

の利用許諾数は、本コンテンツの各利用規約に従うものとします。 

3. 本サービスを利用できるパソコン又はスマートフォン（以下「アプリ対応端末」といいます）につ

いては、ソースネクスト社が定めたものとします。 

4. 本サービスの種類、利用料金については、別紙 1 に定めたものとします。 

第 3条（用語の定義） 

本コンテンツの各利用規約 

 

ソースネクスト社が下記 URL で提供している利用規約

http://www.sourcenext.com/permission/houdai/ 

http://www.sourcenext.com/permission/houdai/


ソースネクスト・アップデ

ート  

ご使用中のソースネクスト製品にバージョンアップやアップデートがあ

った場合などに、お知らせするプログラムです。 

ソースネクスト・アップデ

ート使用許諾条件書 

ソースネクスト社が下記 URL で提供している使用許諾条件書

http://www.sourcenext.com/support/permission/sss.html 

第 4条（本サービスの利用契約） 

1. 本サービスは、当社が提供する Marubeni光サービスのご契約者に限定して提供するものであり、本

サービスの申込者は、当社所定の方法にて申込みを行うものとします。 

2. 本サービスの利用契約は、当社所定の方法にて当社が発行する本サービスを利用するためのシリア

ルナンバーを、本サービス契約者が当社所定の方法に従いこれを入力し、かつソースネクスト社が

本サービス契約者に対し本サービスの利用が可能となる旨の通知を発信した時点で成立するものと

します。 

第 5条（ソースネクスト・アップデート） 

本サービス契約者は、本サービスの利用にあたり、「ソースネクスト・アップデート」をアプリ対応

端末にインストールする必要があります。本サービス契約者は、当該「ソースネクスト・アップデー

ト」のインストールにあたり、「ソースネクスト・アップデート使用許諾条件書」にご同意いただくも

のとします。 

第 6条（本コンテンツの利用） 

1. 本サービス契約者は、本コンテンツの利用に際し、本利用規約の他に、当社又は本コンテンツの提

供者が定める各利用規約を遵守することに同意するものとします。  

2. 本コンテンツについてアップデートしたものが存在する場合、ソースネクスト社から本サービス契

約者に対しその旨を通知し、アップデートプログラムを提供します（かかる通知に要する通信料等

は本サービス契約者が負担するものとします）。本サービス契約者は、本コンテンツの提供者を含

む第三者が提供するアップデートプログラムを利用しないで下さい。 

第 7 条（本サービスの解約） 

本サービス契約者は、本サービスを解約する場合には、解約希望月の最終営業日までに当社へ所定の方

法にて解約手続きを行って下さい。また、本サービス契約者が Marubeni 光サービスを解約した場合に

は、自動的に本サービスの利用契約も終了するものとします。 

第 8条（禁止事項） 

1. 本サービス契約者は、いかなる目的であっても本コンテンツを複製、販売、取引、転売等しないこ

とに同意するものとします。 

2. 本サービス契約者は、本サービスに関して、以下の行為をしてはなりません。  

(1) 虚偽又は誤解を招くような内容を含む情報等を、掲載等し又は登録する行為 

http://www.sourcenext.com/support/permission/sss.html
http://www.sourcenext.com/permission/houdai/
http://www.sourcenext.com/permission/houdai/


(2) 他人（他の本サービス契約者を含み、以下同様とします）の名前その他の情報を不正利用する行

為 

(3) 未成年者の人格形成等に悪影響を与えるような行為 

(4) 当社又は他人の産業財産権（特許権、商標権等）、著作権、企業秘密等の知的財産権を侵害する

行為 

(5) 当社又は他人の信用若しくは名誉を侵害し、又は他人のプライバシー権、肖像権その他一切の権

利を侵害する行為 

(6) 犯罪行為をすること又はこれに関与する行為、本サービスの運営・提供若しくは他の本サービス

契約者による本サービスの利用を妨害し、又はそれらに支障をきたす行為 

(7) 選挙の事前運動、選挙活動又はこれらに類似する行為のために本サービスを利用する行為 

(8) 本サービスを商業目的で使用する行為（但し、当社社が別に定めるものを除きます。 ） 

(9) 法令又は公序良俗に違反する行為 

（10）その他当社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為 

3. 本サービス契約者は、本サービス（又は本サービスに接続されているサーバーとネットワーク）を

阻害又は妨害するいかなる行為にも関与しないことに同意するものとします。本サービス契約者

は、本コンテンツを、当社又は任意の第三者によって運用されているサーバー、ネットワーク、又

はウェブサイトを阻害又は妨害するような方法で使用しないことに同意するものとします。 

第 9条（本サービスの停止等） 

1. 当社は、以下のいずれかに該当する場合には、本サービス契約者に事前に通知することなく、本サ

ービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。 

(1) 本サービスに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に行うとき 

(2) コンピュータ、通信回線等が事故により停止したとき 

(3) 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本サービスの運営ができなく

なったとき 

(4) その他、当社またはソースネクスト社が、本サービスの提供を停止または中断する必要性がある

と判断したとき 

2. 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき本サービス契約者に生じた損害について一切の責

任を負いません。 

第 10 条（権利帰属） 

本サービス及び本コンテンツに関する知的財産権は、全て当社または本コンテンツの提供者に帰属し

ており、本サービスの利用契約の締結は、当該知的財産権の譲渡を意味するものではありません。 

第 11 条（本サービスの内容の変更、終了） 



1. 当社は、当社の都合により、本サービスの内容を変更し、または提供を終了することができます。

当社が本サービスの提供を終了する場合、当社は本サービス契約者に事前に通知するものとしま

す。 

2. 当社は、本条に基づき当社が行った措置に基づき本サービス契約者に生じた損害について一切の責

任を負いません。 

第 12 条（保証の否認および免責） 

1. 本サービスおよび本コンテンツの選択・内容並びに使用効果について、当社は、その完全性、正確

性、確実性、有用性等につき、いかなる保証もいたしません。 

2. 本サービスは、本コンテンツのすべてが、本サービス契約者が保有するアプリ対応端末において動

作することを保証するものではありません。本コンテンツに本サービス契約者の保有するアプリ対

応端末で動作しないコンテンツが含まれていた場合であっても、当社は本サービスの利用料金を返

金いたしません。 

3. 通信回線やコンピュータなどの障害によるシステムの中断、遅滞、中止、データの消失並びにデー

タへの不正アクセスにより生じた損害、その本サービスに関して本サービス契約者に生じた損害に

ついて、当社は、一切の責任を負いません。 

4. 何らかの理由により当社が責任を負う場合であっても、当社は、本サービス契約者に生じた損害に

つき、本サービスの年間利用料金相当額を超えて賠償する責任を負わないものとし、また、付随的

損害、間接損害、特別損害、将来の損害および逸失利益にかかる損害については、賠償する責任を

負わないものとします。 

5. 本サービス契約者が本サービスの利用によって第三者に損害を与えた場合、本サービス契約者は、

自己の責任および費用をもって、当該第三者との紛争を処理するものとします。 

第 13 条（本利用規約等の変更） 

当社は、本利用規約を変更できるものとします。当社は、本利用規約を変更する場合には、当社ホー

ムページ上で通知するものとし、通知後、本サービス契約者が本サービスを利用した場合または当社の

定める期間内に登録抹消の手続をとらなかった場合には、本サービス契約者は、本利用規約の変更に同

意したものとみなします。 

第 14 条（連絡／通知） 

本サービスに関する問い合わせその他本サービス契約者から当社に対する連絡または通知、その他当

社から本サービス契約者に対する連絡または通知は、当社の定める方法で行うものとします。 

第 15 条（本利用規約の効力） 

本利用規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効または執行

不能と判断された場合であっても、本利用規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断さ

れた規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。 



第 16 条（準拠法および管轄裁判所）  

1. 本利用規約およびサービス利用契約の準拠法は日本国法とします。 

2. 本利用規約またはサービス利用契約に起因し、または関連する一切の紛争については、東京地方裁判

所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

第 17 条（料金の支払）  

1. 本サービス契約者は、利用月または 1ヶ月の基本サービスの利用に関する月額利用料金を、当社が定

めた支払期日までに支払うものとします。 

2. 本サービスの利用及びその料金の支払に際して生じる公租公課等については、本サービス契約者がこ

れを負担するものとします。 

3. 銀行振込手数料及び料金の支払に際して生じるその他の費用については、本サービス契約者がこれを

負担するものとします。 

 

第 18 条（延滞利息） 

1． 本サービス契約者は、本サービスの利用料金（延滞利息を除きます。）について支払期日を経過し

てもなお当社に対して支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払の日の前日までの日数

について、遅延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。この場合、遅延利息は

支払いを遅延した金額に対し 年 14.6％の割合で発生するものとします。 

2． 当社は、前項の計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切捨てします。 

 

第 19 条（個人情報の取り扱い） 

本サービスの提供における個人情報の取り扱いについては、「Marubeni光サービス契約約款」第 44 条

（個人情報の取り扱い）に準じるものとします。 

 

第 20 条（Marubeni 光サービス契約約款の適用） 

1.  本利用規約に定めのない事項については、「Marubeni光サービス契約約款」の規定に従うものとしま

す。 

2. 本サービス契約者は、当社が本サービス契約者に対し、予め当社ホームページへの掲示、書面または

電子メールの送付その他当社所定の方法により通知した「Marubeni 光サービス契約約款」が本利用規

約の基本的な内容となり、かつ「Marubeni 光サービス契約約款」での取引に適用することに合意する

ものとします。 

 

 

 

 



別紙 1 

 

料金表 

サービス名称 提供金額 

Marubeni 光 アプリ放題 500円（税込 550円） 

Marubeni 光 スーパーセキュリティ（PC用セキュリティソフト） 350円（税込 385円） 

Marubeni 光 アプリ放題 for Business 1,100 円（税込 1,210円） 

Marubeni 光 アプリ放題 for Mobile 400円（税込 440円） 

 

 

 

 

 

付則 

本利用規約は2015年4月15日から実施します。 

2015年5月8日 一部改定 

2016年2月1日 名称改定 

 

 

 

 


