ｍｉｎｅｏプリペイド通信サービス契約約款
株式会社ケイ・オプティコム
平成２７年２月２７日制定
（約款の適用）
第１条 当社は、ｍｉｎｅｏプリペイド通信サービス契約約款（以下｢約款｣といいます｡）を定め、これにより
ｍｉｎｅｏプリペイド通信サービス（以下「本サービス」といいます。）を提供します。
（サービスの内容）
第２条 本サービスの内容は、本約款、当社ＷＥＢサイトおよび当社が別に定める方法において示されている
とおりとします。
２

当社は、本サービスの内容を変更することがあります。この場合の提供条件は、変更後の約款、当社ＷＥ
Ｂサイトおよび当社が別に定める規定によります。

（契約申込の方法）
第３条 本サービスの申し込みをするときは、当社所定の方法により申し込みを行うものとします。
（契約の成立と期間）
第４条 当社から本サービスの提供を受けるための契約（以下「ｍｉｎｅｏプリペイド契約」といいます。
）は、
申し込みをした者が本サービスを利用するために必要な SIM カードの開通手続を完了した時点で成立したとみ
なされるものとします。なお、SIM カードには当社によってそれぞれ開通期限が定められており、この期限以
後に開通手続を行うことはできません。
２

契約成立後、本サービスの提供期間はSIMカードの開通手続を完了した日または本サービスを用いて行うこ

とのできるデータ通信量の増量（以下「追加チャージ」といいます。）の手続きが完了した時点から当社の定め
る所定の期日を経過した日までとします。
３

前項にかかわらず、本サービスを用いて行われたデータ通信量が、当社の定める所定の通信量に至った場合
には、本サービスの提供は終了します。

４

一部の本サービスにおいて、追加チャージがご利用いただけます。追加チャージの利用には、当社が別に定
める条件に基づき当社が別に定める料金の支払いが必要です。追加チャージの料金の支払方法は、当社が別に
指定するクレジットカード会社の発行するクレジットカードのみとします。なお、第８条に基づく本サービス
の契約解除の場合でも、当社はそのｍｉｎｅｏプリペイド契約者に対して既に支払われた追加チャージの料金
を返還しません。

（権利等の譲渡制限等）
第５条 ｍｉｎｅｏプリペイド契約者は、ｍｉｎｅｏプリペイド契約に基づいてサービスの提供を受ける権利お
よび SIM カードを譲渡することはできません。
２

ｍｉｎｅｏプリペイド契約者は、本サービスを再販売する等第三者に本サービスを利用させることはできま
せん。

（ＩＤおよびパスワード）
第６条 ｍｉｎｅｏプリペイド契約者は、SIM カードに付帯する電話番号、パスコード情報（以下「ＩＤ等」と
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いいます。
）の管理責任を負うものとし、第三者に利用させないものとします。
２

当社は、ｍｉｎｅｏプリペイド契約者が本サービスの契約上の権利を行使するにあたり、ｍｉｎｅｏプリペ
イド契約者に対し、ＩＤ等の提示を求めることがあります。

３

ｍｉｎｅｏプリペイド契約者は、SIM カードおよびＩＤ等が窃用されまたは窃用される可能性があることが
判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うもの
とします。なお、当社は、SIM カードおよびＩＤ等の窃用によるｍｉｎｅｏプリペイド契約者の損害またはｍ
ｉｎｅｏプリペイド契約者が第三者に与えた損害について責任を負わないものとします。

（サービス利用の要件）
第７条 本サービスを利用するにあたり、以下の要件が適用されるものとします。
（１） ｍｉｎｅｏプリペイド契約者が本サービスにおいて使用するＩＰアドレスは、当社が指定します。ｍｉ
ｎｅｏプリペイド契約者は、当該ＩＰアドレス以外のＩＰアドレスを使用して本サービスを利用するこ
とはできません。
（２） ｍｉｎｅｏプリペイド契約者は、SIM カード以外の通信手段を用いた本サービスの利用、および本サービ
スにおいて当社が指定するダイヤルアップ接続の接続先以外への接続による通信を行ってはならないも
のとします。
（３） ｍｉｎｅｏプリペイド契約者は、SIM カードにつき、次の事項を遵守するものとします。
（ⅰ）当社の承諾がある場合を除き、SIM カードの分解、損壊、ソフトウェアのリバースエンジニアリング
その他 SIM カードとしての通常の用途以外の使用をしないこと
（ⅱ）日本国外で SIM カードを使用しないこと
（ⅲ）SIM カードを善良な管理者の注意を持って管理すること
（４） 本サービスの利用が事由の如何を問わず終了した場合、
その他 SIM カードを利用しなくなった場合には、
ｍｉｎｅｏプリペイド契約者は、当社が別に定める方法により手続きを行うものとします。
（５） SIM カードを亡失、損壊した場合に、代替品は提供されません。
（６） 本サービスにおいては、この約款のほかの部分に定めるほか、本サービスの品質および利用の公平性の
確保を目的として、ｍｉｎｅｏプリペイド契約者の一定期間内の通信量が当社の別途定める基準を超過
した場合において、ｍｉｎｅｏプリペイド契約者に事前に通知することなく通信の利用を制限する場合
があり、ｍｉｎｅｏプリペイド契約者はあらかじめこれに同意するものとします。
（７） 本サービスは、１８歳以上の方を対象としたサービスです。１８歳未満の方は本サービスをご利用いた
だけません。
（契約の解除）
第８条 当社は、第10 条（利用停止）の規定により本サービスの利用を停止されたｍｉｎｅｏプリペイド契約
者が、なおその事実を解消しない場合は、そのｍｉｎｅｏプリペイド契約を解除することがあります。この
場合、ｍｉｎｅｏプリペイド契約者の損害またはｍｉｎｅｏプリペイド契約者が第三者に与えた損害につい
て責任を負わないものとします。
２

前項の規定にかかわらず、当社は、ｍｉｎｅｏプリペイド契約者が第10条（利用停止）各号の規定のいず
れかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、本サ
ービスの利用停止をしないでそのｍｉｎｅｏプリペイド契約を解除することがあります。この場合、ｍｉｎ
ｅｏプリペイド契約者の損害またはｍｉｎｅｏプリペイド契約者が第三者に与えた損害について責任を負わ
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ないものとします。
３

前２項の規定にかかわらず、当社は、ｍｉｎｅｏプリペイド契約者について、破産法または民事再生法の
適用の申立てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにそのｍｉｎｅｏプリペイド契
約を解除します。この場合、ｍｉｎｅｏプリペイド契約者の損害またはｍｉｎｅｏプリペイド契約者が第三
者に与えた損害について責任を負わないものとします。

（注）当社は、本条第１項または第２項の規定により、そのｍｉｎｅｏプリペイド契約を解除しようとするとき
は、あらかじめｍｉｎｅｏプリペイド契約者にその旨を通知します。
（利用中止）
第９条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
（１）当社または特定携帯電話事業者の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。
（２）第11条（通信利用の制限）の規定により、通信利用を中止するとき。
２

当社は、本条の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをそのｍｉｎｅｏプ
リペイド契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。

（利用停止）
第10条 当社は、ｍｉｎｅｏプリペイド契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その本
サービスの利用を停止することがあります。
（１）別記１もしくは２の規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだときまたはその検査の結果、技術
基準等（別記３に規定する技術基準および技術的条件をいいます。以下同じとします｡）に適合していると
認められない端末設備若しくは自営電気通信設備の契約者回線への接続を取りやめなかったとき。
（２）別記４、５、６ または７の規定に違反したとき。
２

当社は、本条の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめその理由、利用停止をする日
および期間をそのｍｉｎｅｏプリペイド契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限り
でありません。

（ア）第16条（利用に係るｍｉｎｅｏプリペイド契約者の義務）第１項第３号の規定に違反する場合
（イ）第 16 条（利用に係るｍｉｎｅｏプリペイド契約者の義務）第１項第５号の規定に違反する場合（専ら別
記 10 の規定に基づく場合を除きます｡）
（通信利用の制限）
第11条 当社または特定携帯電話事業者は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなく
なったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もし
くは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信お
よび公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることが
あります。
（１）次に掲げる機関に提供している本サービス（当社または特定携帯電話事業者がそれらの機関との協議に
より定めたものに限ります。）以外のものによる通信の利用を中止する措置（特定の地域の契約者回線等へ
の通信を中止する措置を含みます。）
機関名
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気象機関 、水防機関 、消防機関 、災害救助機関 、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機
関 、海上の保安に直接関係がある機関 、輸送の確保に直接関係がある機関 、通信役務の提供に直接関係がある
機関 、電力の供給の確保に直接関係がある機関 、水道の供給の確保に直接関係がある機関 、ガスの供給の確保
に直接関係がある機関 、選挙管理機関 、別記８の基準に該当する新聞社などの機関 、預貯金業務を行う金融機
関 、国または地方公共団体の機関
（２）特定の相互接続点への通信の利用を制限する措置
（通信の利用を制限する措置）
第12条 前条の規定による場合のほか、当社または特定携帯電話事業者は、ｍｉｎｅｏプリペイド契約者に事
前に通知することなく次の通信利用の制限を行うことがあります。
（１）通信が著しくふくそうする場合に、通信時間または特定地域の契約者回線などへの通信の利用を制限す
ること。
（２）契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占有する等、その通
信が本サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認めた場合に、その通信を切断すること。
（３）当社の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契
約者回線を用いて行われた通信が当社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させるおそれを
生じさせた、または他の契約者回線に対する当社の本サービスの提供に支障を及ぼした、若しくは及ぼす
おそれを生じさせたと当社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限すること。
（４）ｍｉｎｅｏプリペイド契約者が別記９に規定する禁止行為を行った場合に、その通信の切断または制限
を行うこと。
２

当社または特定携帯電話事業者は、前項の規定による場合のほか、当社または特定携帯電話事業者が別に定
める形式のデータについて、圧縮その他本サービスの円滑な提供に必要な措置を行うことがあります。

第13条 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、
児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および
映像などを掲載するＷｅｂサイト（児童ポルノアドレスリストに基づきます。）について、ｍｉｎｅｏプ
リペイド契約者が当該Ｗｅｂサイトを閲覧する場合に、事前に通知することなく、当該Ｗｅｂサイトの閲
覧を制限する場合があります。
２

当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲
覧できない状態に置く場合があります。

３

本条第１項および第２項の規定によりｍｉｎｅｏプリペイド契約者の利用に何らかの不利益が生じた場合
であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。

（注）本条に規定する閲覧できない状況に置くとは、児童ポルノ画像などを閲覧できなくするように、アクセ
スしようとする通信を強制的に遮断する措置を示しています。
（注）本条に規定する児童ポルノアドレスリスト作成管理団体とは、一般社団法人インターネットコンテンツセ
ーフティ協会とします。また、児童ポルノアドレスリストとは、一般社団法人インターネットコンテンツセ
ーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリストとします。
第13条の２ 契約者は、本サービスを利用することにより、青少年が安全に安心してインターネットを利用で
きる環境の整備等に関する法律における特定サーバー管理者となる場合、同法にて規定される努力義務に
ついて十分留意するものとします。
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２

契約者は、本サービスを利用することにより、特定サーバー管理者となる場合、自らの管理するサーバー
を利用して第三者により青少年にとって有害な情報の発信が行われたことを知ったとき又は自ら当該情報
を発信する場合、以下に例示する方法等により青少年による当該情報の閲覧の機会を現象させる措置を取
るよう努力するものとします。

（１）１８歳以上を対象とした情報を発信していることを分かりやすく周知する。
（２）閲覧者に年齢を入力させる等の方法により１８歳以上の者のみが当該情報を閲覧しうるシステムを整備
する。
（３）青少年にとって有害な情報を削除する。
（４）青少年にとって有害な情報のＵＲＬをフィルタリング提供事業者に対して通知する。
（責任の制限）
第 14 条 当社は、ｍｉｎｅｏプリペイド契約者が本サービスに関して被った損害（その原因の如何を問いませ
ん。
）について賠償の責任を負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合
については、この限りでありません。
（免責）
第15条 当社は、電気通信設備の設置、修理、復旧などに当たって、その電気通信設備に記憶されている内容
などが変化または消失したことにより損害を与えた場合に、それが当社の故意または重大な過失により生
じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
２

当社は、この約款などの変更により端末設備または自営電気通信設備の改造または変更（以下この条にお
いて「改造など」といいます｡）を要することとなる場合であっても、その改造などに要する費用については
負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備または
自営電気通信設備の改造などをしなければならなくなったときは、当社は、その改造などに要する費用に限
り負担します。

３

当社は、ｍｉｎｅｏプリペイド契約者が本サービスを利用することにより得た情報など（コンピューター
プログラムを含みます。）について何らの責任も負わないものとします。また、これらの情報などに起因し
て生じた一切の損害に対しても、何らの責任を負いません。

４

当社は、電波状態により、本サービスの利用により送受信された情報などが破損または滅失したとしても、
一切責任を負わないものとします。

５

ｍｉｎｅｏプリペイド契約者が、本サービスの利用に関連し、他のｍｉｎｅｏプリペイド契約者または第三
者に対して損害を与えたものとして、当該他のｍｉｎｅｏプリペイド契約者または第三者から何らかの請求が
なされ、または訴訟が提起された場合、当該ｍｉｎｅｏプリペイド契約者は、自らの費用と責任において当該
請求または訴訟を解決するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。

（利用に係るｍｉｎｅｏプリペイド契約者の義務）
第16条 ｍｉｎｅｏプリペイド契約者は、次のことを守っていただきます。
（１）端末設備（移動無線装置に限ります｡）または自営電気通信設備（移動無線装置に限ります｡）を取りは
ずし、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただ
し、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるときまたは端末設備もしくは自営電気通信設備
の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
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（２）故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
（３）故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこ
と。
（４）端末設備もしくは自営電気通信設備またはSIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読
み出しし、変更し、または消去しないこと。
（５）他者の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、法令に反する、または他者の利益を害する
態様で本サービスを利用しないこと。なお、別記９に定める禁止行為に抵触すると当社が判断した場合に
は、本項の義務違反があったものとみなします。
（６）位置情報（端末設備の所在に係る緯度および経度の情報（端末設備等規則に規定する位置登録制御に係
るものを除きます｡）をいいます。以下同じとします｡）を取得することができる端末設備を契約者回線へ
接続し、それを他者に所持させるときは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必
要な措置を講じること。
２

ｍｉｎｅｏプリペイド契約者は、第１項第６号の規定に違反して他者または登録利用者に与えた損害につい
て、一切の責任を負っていただきます。

（ｍｉｎｅｏ通信サービスへの継続）
第17条 ｍｉｎｅｏプリペイド契約者は、当社が別に定める条件に基づき、当社所定の方法により申し込みを
行うことによって、当社の特定のｍｉｎｅｏ通信サービスを利用することができます。
２

前項の申し込みは、個人（満 18 歳以上に限ります。
）に限り可能です。

３

第１項のｍｉｎｅｏ通信サービスの申込みについては、開通手続から当社の定める所定の期日を経過した日
を期限とします。

４

第１項により申し込んだｍｉｎｅｏ通信サービスの種別によっては、SIM カードの再発行が必要となる場合
があります。

（専属的合意管轄裁判所）
第 18 条 ｍｉｎｅｏプリペイド契約者と当社との間における一切の訴訟については、大阪地方裁判所または大
阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
（準拠法）
第 19 条 この約款の成立、効力、解釈および履行については、日本国法に準拠するものとします。
（言語）
第 20 条 日本語で記述された本約款が、当社とプリペイド契約者間の正式な契約文書です。日本語以外の言語
で記述された文書は、参考のための翻訳であり、正式な契約文書としての効力を持ちません。

別記
１

端末設備に異常がある場合などの検査

（１）当社は、契約者回線に接続されている端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供
に支障がある場合において必要があるときは、ｍｉｎｅｏプリペイド契約者に、その端末設備の接続が
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技術基準などに適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、ｍｉｎｅｏ
プリペイド契約者は、正当な理由がある場合その他電気通信事業法施行規則（昭和６０年郵政省令第２
５号。以下「事業法施行規則」といいます。）第32条第２項で定める場合を除き、検査を受けることを
承諾していただきます。
（２）当社の係員は、（１）の検査を行う場合、所定の証明書を提示します。
（３）ｍｉｎｅｏプリペイド契約者は、（１）の検査を行った結果、端末設備が技術基準等に適合していると
認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
２

自営電気通信設備に異常がある場合などの検査

契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障
がある場合の検査については、別記１の規定に準じて取り扱います。
３

端末設備および自営電気通信設備が適合すべき技術基準等
技術基準等

端末設備等規則（昭和60年郵政省令第31号）
４

端末設備の電波発射の停止命令があった場合の取り扱い

（１）ｍｉｎｅｏプリペイド契約者は、契約者回線に接続されている端末設備（移動無線装置に限ります。以
下この別記８において同じとします｡）について、電波法（昭和25年法律第131号）の規定に基づき、当
社が、総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられたときは、その端末設備の使用を停止して、無線
設備規則（昭和25年電波監理委員会規則第18号）に適合するよう修理などを行っていただきます。
（２）当社は、（１）の修理などが完了したときは、電波法の規定に基づく検査などを受けるものとし、ｍｉ
ｎｅｏプリペイド契約者は、正当な理由がある場合を除き、そのことを承諾していただきます。
（３）ｍｉｎｅｏプリペイド契約者は、（２）の検査などの結果、端末設備が無線設備規則に適合していると
認められないときは、契約者回線へのその端末設備の接続を取りやめていただきます。
５

端末設備の電波法に基づく検査

別記４に規定する検査のほか、端末設備（移動無線装置に限ります｡）の電波法に基づく検査を受ける場合の取
り扱いについては、別記４の（２）および（３）の規定に準ずるものとします。
６

自営電気通信設備の電波発射の停止命令があった場合の取り扱い

自営電気通信設備（移動無線装置に限ります｡）について、臨時に電波発射の停止命令があった場合の取り扱いに
ついては、別記４の規定に準ずるものとします。
７

自営電気通信設備の電波法に基づく検査

自営電気通信設備（移動無線装置に限ります｡）の電波法に基づく検査を受ける場合の取り扱いについては、別記
５の規定に準ずるものとします。
８

新聞社などの基準
区分

基準
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１

新聞社

次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社
１）政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを目的として、
あまねく発売されること。
２）発行部数が１の題号について、8,000部以上であること。

２

放送事業

放送法（昭和25年法律第132号）第2条に規定する基幹放送事業者、基幹放送局提供事業

者

者および一般放送事業者（有線電気通信設備を用いて放送を行う者は、ラジオ放送のみ
を行う者を除き、自主放送を行う者に限る。）

９

ｍｉｎｅｏプリペイド通信サービスの利用における禁止行為
（１）当社もしくは他者の知的財産権（特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権など）、その他の権利を
侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
（２）他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為
（３）他者を不当に差別もしくは誹謗中傷・侮辱し、他者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信
用を毀損する行為
（４）詐欺、業務妨害、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買などの犯罪行為
に結びつく、または結びつくおそれのある行為
（５）わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書などを送信または表示
する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販売を想起させる広告を
表示または送信する行為
（６）薬物犯罪、規制薬物、指定薬物、広告禁止告示品（指定薬物等である疑いがある物として告示により広告
等を広域的に禁止された物品）もしくはこれらを含むいわゆる危険ドラッグ濫用に結びつく、もしくは結び
つくおそれの高い行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品などの広告を行う行為、またはインターネッ
ト上で販売などが禁止されている医薬品を販売などする行為
（７）販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う行為
（８）貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為
（９）法を逸脱した、または、逸脱するおそれのある営業行為（無限連鎖講（ネズミ講）の開設、運営、もしく
はこれを勧誘する行為、または悪質な連鎖販売取引など）
（10）インターネット異性紹介事業（出会い系サイト）の開設、運営もしくは利用により法令に違反する行為、
またはそのおそれのある行為
（11）当社の設備に蓄積された情報またはｍｉｎｅｏ通信サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消
去する行為
（12）不正アクセス行為または不正アクセス行為を助長する行為、および第三者になりすまして本サービスを利
用し、当社の電気通信設備に権限なくアクセスを試みる行為（偽装するためにメールヘッダーなどの部分に
細工を行う行為を含みます。）
（13）偽りその他不正な手段により個人情報を取得する行為
（14）ウイルスなどの有害なコンピュータープログラムなどを送信し、またはこれを他者が受信可能な状態にす
る行為
（15）画面上での対話の流れを妨害し、または他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとすることに悪い
影響を及ぼすおそれがある行為
（16）社会通念上他者人に嫌悪感を抱かせる、もしくはそのおそれのある電子メールを送信する行為
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（17）無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メールを送信する行為
（18）当社もしくは、他者の電気通信設備の利用もしくは運営に支障を与える、またはその支障を与えるおそれ
のある行為
（19）違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博・ギャンブルへの参加を勧誘する行為
（20）違法行為（けん銃などの譲渡、銃砲・爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫
など）を請負し、仲介しまたは誘引（他者に依頼することを含む）する行為
（21）人の殺害現場の画像等の残虐な情報、動物を殺傷・虐待する画像等の情報、その他社会通念上他者に著し
く嫌悪感を抱かせる情報を不特定多数の者に対して送信する行為
（22）人を自殺に誘引または勧誘する行為、または第三者に危害の及ぶおそれの高い自殺の手段等を紹介するな
どの行為
（23）営利を目的として他のｍｉｎｅｏ契約者等に通信量を転売および譲渡する行為
（24）その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様又は目的でリンクを張
る行為
（25）その他、公序良俗に違反し、または他者の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為
（26）１８歳未満の者に本サービスを利用させる行為
（27）その他、当社が不適切と判断する行為

10

大量の電子メール送信が行われた場合の取扱い

当社は、電子メール機能を用いて、１の契約者回線から当社が別に定める量を超える電子メールの送信が行われ
たときは、別記９に該当する行為がなされたものとして場合と同様に取り扱います。ただし、そのｍｉｎｅｏプ
リペイド契約者からその送信行為が当該条項に該当しない旨の申告があり、当社が当該条項には該当しないと認
めた場合は、この限りでありません。
附 則
（実施期日）
この改正規定は、平成２８年１月２１日から実施します。
附 則
（実施期日）
この改正規定は、平成３０年１月１９日から実施します。
附 則
（実施期日）
この改正規定は、２０１８年１２月４日から実施します。
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