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ビジネスプラス利用規約 

 

 

第1条 （本規約の適用） 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（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。 

 

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
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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、次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約者へ当社が適切と判断した方

法にて公表又は通知することにより、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。 

（1） 本規約の変更が、本契約者の一般の利益に適合するとき 

（2） 本規約の変更が、本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の

相当性その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき 

 

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 

（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 

（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LINE WORKS 

（15） ビジネスプラスセットタイプ 

（16） ビジネスプラスクラウドサイン 

（17） ビジネスプラスGoogle 

（18） ビジネスプラスWebex 

 

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
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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その責任を負いませ

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。 

 

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の保証

をいたしません。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、当社は責任を負いません。なお、当社が対象サービスを提供する場合については、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。 

 

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、次の各号に掲げる事項を、当社所定の方法により通知するものとします。な

お、当該通知がされた時点で、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、前項に基づき通知された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） 
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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） 契約申込時の通知内容に虚偽又は不備があり、又はそのおそれがあるとき。 

（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
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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 

（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、アカウントの数、利用する対象サービス又はオプションサービスの種類を

変更する場合は、７営業日前までに変更の申込みを行うものとし、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、ビジネスプラスSansan、ビジネスプラスSalesforce、ビジネスプラスクラウドサ

イン、ビジネスプラスGoogle、ビジネスプラスWebexについては、本契約の契約期間満了

日から55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７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 、ビジネスプラスSansan、ビジネスプラス

Salesforce、ビジネスプラスクラウドサイン、ビジネスプラスGoogle、ビジネスプラスWebex

については55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。 
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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） 契約申込時に通知した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。 

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） 
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本契約者は、別紙１に定める利用料金の支払いを要します。 

2. 本契約者は、利用料金を、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。）までに当社指定の方法によって支払うものとします。 

3. 本契約者は、次の各号の場合、当社が利用料金その他の債務に係る債権を、当社が別

に定める事業者（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を省略するものとします。 

(1) 本契約者が、株式会社NTTドコモ（以下「NTTドコモ」といいます。）との間で締結してい

る5Gサービス契約約款、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5G契約、Xi契約又はFOMA契約のご利用料金と併せ

ての利用料金のお支払いを当社指定の方法により希望された場合（但し、NTTドコモと本

契約者との間で別段の合意がある場合を除きます）(※１) 

(2) 本契約者が、ビジネスプラス単体での利用料金のお支払い且つバーコード請求を当

社指定の方法により希望された場合（但し、当社と本契約者との間で別段の合意がある

場合を除きます）(※２) 

(3)本契約者が、ビジネスプラス単体での利用料金のお支払い且つ口座振込請求を当社

指定の方法により希望された場合（但し、当社と本契約者との間で別段の合意がある場

合を除きます）(※３)  

4. 前項の定めに従い利用料金その他の債務に係る債権が請求事業者に譲渡される場合、

本契約者は、当社が本契約者の氏名、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を請求するために必要な情報に限ります。）並びに金融機関の口

座番号及びクレジットカードのカード番号等の情報（請求事業者が料金を回収するために

必要な情報に限ります。）を当社が請求事業者へ提供することにつき、同意していただき

ます。但し、前項第1号に該当する場合は、当社からNTTドコモにこれらの情報が提供され

ること及びNTTドコモからNTTファイナンス株式会社（以下「NTTファイナンス」といいま

す。）へ情報の提供がされることにつき同意していただきます。 

5. 第3項の定めに従い利用料金その他の債務に係る債権が請求事業者に譲渡される場合、

本契約者は、第3項の規定に基づき請求事業者へ譲渡された債権に係る情報（請求事業

者への支払状況に関するものに限ります。）が請求事業者から当社に提供されることにつ

き同意していただきます。この同意は、当社が請求事業者に代って本契約者から取得した

ものとして取り扱われます。但し、第3項第1号に該当する場合は、これらの情報が、NTTフ

ァイナンスからNTTドコモへ提供されること及びNTTドコモから当社へ提供されることにつ

き同意していただきます。この同意は、当社が、ＮＴＴファイナンスおよびNTTドコモに代っ

て本契約者から取得したものとして取り扱われます。 

 

(※１)請求事業者は、NTTファイナンスを指します。利用料金その他の債務に係る債権は当

社からNTTドコモに譲渡され、更にNTTドコモからNTTファイナンスへ譲渡されるものとしま
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す。この場合の支払方法はNTTファイナンスが定める「通信サービスご利用料金等の請求・

収納業務」に係る取扱い規約によるものとします。なお、NTTファイナンスから本契約者への

請求書の送付をもってNTTファイナンスがNTTドコモに代って債権譲渡を通知したものとして

取扱うものとします。 

 

(※２)請求事業者は、NTTドコモを指します。利用料金その他の債務に係る債権は当社から

NTTドコモに譲渡されるものとします。この場合の支払方法はNTTドコモが定める「NTTコミュ

ニケーションズご利用料金等の請求・収納業務」に係る取扱い規約によるものとします。 

 

(※３)請求事業者は、NTTファイナンスを指します。利用料金その他の債務に係る債権は当

社からNTTファイナンスに譲渡されるものとします。この場合の支払方法はNTTファイナンス

が定める「通信サービスご利用料金等の請求・収納業務」に係る取扱い規約によるものとしま

す。 

  

第16条 （延滞利息） 

当社は、本契約者が、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、請求事業者が定める契約約款その他請求事業者が指

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、請求できるものとし、当該請求を受けた本契約者は当社が指定する

期日までにこれを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。 

（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。 
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（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、その責任を負いません。 

 

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当社の債権を請求事業者等に譲渡し

た場合であって、当該請求事業者等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、その責任を負いません。 

 

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、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

のではありません。 

 

第20条 （責任の制限等） 
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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。ただし、当社に故意又は重大な過失があるとき

はこの限りではありません。 

 

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、その責任を負いません。 

 

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.ntt.com/about-us/hp/privacy.html）に掲げる利用目的 
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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（契約申込に伴い本契約者

が当社に通知した内容や、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、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 
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（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。 
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附則 

（実施期日） 

1 本規約は、令和4年7月1日から実施します。 

（吸収分割に伴う取り扱いについて） 

2 NTTドコモが次の表の左欄の利用規約（以下「旧利用規約」といいます。）の規定により締

結し、令和4年5月13日付け吸収分割契約により当社に承継された契約の規定は、本規約実

施の日において、次の表の右欄の利用規約（以下「新利用規約」といいます。）の規定による

ものとします。    

旧利用規約（NTTドコモ） 新利用規約（当社） 

ビジネスプラス利用規約 ビジネスプラス利用規約 

3 本規約実施前に、お客様が NTT ドコモに対し旧利用規約の規定により行った手続きその

他の行為は、新利用規約の規定に基づいて行ったものとみなします。 

 

附則（令和 4年 8月 4日 CAS2サ 2022第 000317号） 

（実施期日） 

この改正規約は、令和 4年 9月 1日から実施します。 

 

附則（令和 4年 9月 27日 CAS2サ 2022第 000488号） 

（実施期日） 

この改正規約は、令和 4年 10月 1日から実施します。 

 

附則（令和 4年 11月 28日 CAS2サ 2022第 000788号） 

（実施期日） 

この改正規約は、令和 4年 12月 1日から実施します。 

 

附則（令和 4年 11月 28日 CAS2サ 2022第 000789号） 

（実施期日） 

この改正規約は、令和 5年 1月 1日から実施します。 

 

附則（令和 5年 1月 30日 CAS2サ 2022第 001064号） 

（実施期日） 

この改正規約は、令和 5年 2月 1日から実施します。 
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附則（令和 5年 2月 27日 CAS2サ 2022第 001174号） 

（実施期日） 

１ この改正規約は、令和 5年 3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。 

 

附則（令和 4年 12月 27日 CAS2サ 2022 000907号） 

（実施期日） 

この改正規約は、令和 5年 4月 1日から実施します。 

 

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。 

 

附則（令和 5年 3月 3日 CAS2サ 2022第 001192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。 

 

附則（令和 5年 3月 6日 CAS2サ 2022第 001199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） 
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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。 

 

附則（令和 5年 3月 24日 CAS2サ 2022第 001301号） 

（実施期日） 

この改正規約は、令和 5年 4月 1日から実施します。 

 

附則（令和 5年 4月 24日 ＣＡＳ２サ第 000400000100-01号） 

（実施期日） 

この改正規約は、令和 5年 5月 1日から実施します。 
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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 サービス名 対象サービスの種別 

キングソフト株式会

社 

KINGSOFT Office for Android 

※２ 

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 for ビジネスプラ

ス（基本） ※２ 

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 for ビジネスプラ

ス（拡張） ※２ 

「KING OF TIME for ビジネスプラ

ス（基本）」に対応する拡張サー

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) ※２ 

基本サービス 

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) ※２ 

「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 
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株式会社AXSEED SPPM BizCatalog ※２ 基本サービス 

株式会社AXSEED SPPM BizReport ※２ 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 

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） ※２ 

基本サービス 

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） ※２ 

「VECTANT セキュアデバイスマ

ネージメント（基本）」に対応する

拡張サービス 

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） ※２ 

基本サービス 

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） ※２ 

「セキュリティブラウザ KAITO LE

（基本）」に対応する拡張サービ

ス 

株式会社TDモバイ

ル 

スマホポータルBiz 基本サービス 

株式会社ACCESS Linkit ※２ 基本サービス 

富士通株式会社 FENCE-Mobile RemoteManager

（基本） ※２ 

基本サービス 

富士通株式会社 FENCE-Mobile RemoteManager

（拡張） ※２ 

「FENCE-Mobile RemoteManager

（基本）」に対応する拡張サービ

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）」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
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「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

ーブドシステムズ 

CLOMO SecuredBrowser LE 基本サービス 

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 「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）」、「SPPM BizCatalog」、「SPPM BizReport」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支払条件 

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。 

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 

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 KING OF TIME for ビジネスプ 「KING OF TIME for ビジネスプ
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テクノロジーズ ラス（拡張） ※３ 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 ※３ 基本オプションサービス 

株式会社AXSEED SPPM BizReport ※３ 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 

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 



 22 

 

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。 
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※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）」、「SPPM BizCatalog」、「SPPM 

BizReport」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

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 ※３ 

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 

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 ビジネスナビタイム 動態管理ソリ 「ビジネスナビタイム 動
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パン ューション for ビジネスプラス 

（管理者ID追加オプション） 

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

ーションズ株式会社 
docoですcar アルコールチェック

（管理者ID追加オプション） 

「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 

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 sMeeting  Standard ※４ ※１０ 基本サービス 
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株式会社 

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 

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 

※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
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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 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） 
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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） 

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） 
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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） 

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



 30 

 

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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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 サービス名 対象サービスの種別 

エヌ・ティ・ティ・コミ

ュニケーションズ株

式会社 

Biz安否確認 一斉通報 for ビ

ジネスプラス 

基本サービス 

※１ ビジネスプラスCタイプ「Biz安否確認 一斉通報 for ビジネスプラス」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 基本料金 

Biz安否確認 一斉通報 for ビジネス

プラス 

年額13,200円（税込）※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 サービス名 対象サービスの種別 

株式会社NTTドコモ おくすり手帳Link for ビジネスプ

ラス 

基本サービス 

※ ビジネスプラスCタイプ「おくすり手帳Link for ビジネスプラス」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。 

基本サービス 基本料金 

おくすり手帳Link for ビジネスプラス 年額39,600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

サービスウェア 

みえる通訳 for ビジネスプラス 

デイタイムプラン 
基本サービス 

株式会社テリロジー

サービスウェア 

みえる通訳 for ビジネスプラス 

２４時間プラン 
基本サービス 

株式会社テリロジー

サービスウェア 

みえる通訳 for ビジネスプラス 

医療通訳プラン 
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 

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 

Splashtop Inc. Splashtop Business ※１ 基本サービス 

株式会社アドバンス

ト・メディア 

AmiVoice SBx Medical 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 ※２ 

基本サービス 

RSUPPORT株式会

社 

RemoteMeeting ※１ 基本サービス 

エヌ・ティ・ティ・コム

ウェア株式会社 

【月額】letaria ※３ 基本サービス 

株式会社NTTドコモ docomo IoT 高精度GNSS位置

情報サービス 

基本サービス 

※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」、「RemoteMeeting」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Dタイプ「ProgOffice Flat for オフィスリンク」については、NTTドコモとの
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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。 

※３ ビジネスプラスDタイプ「【月額】letaria」については、最低の申込は2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 基本料金 

みえる通訳 for ビジネスプラス 

デイタイムプラン 

月額17,600円（税込） 

みえる通訳 for ビジネスプラス 

２４時間プラン 

月額28,600円（税込） 

みえる通訳 for ビジネスプラス 

医療通訳プラン 

月額39,600円（税込） 

マネーフォワードクラウド経費 チー

ムプラン 

月額550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 

月額770円（税込） 

Splashtop Business 月額880円（税込） 

AmiVoice SBx Medical 月額3,300円（税込） 

ProgOffice Flat for オフィスリンク 月額10,780円（税込） 

RemoteMeeting 月額1,089円（税込） 

【月額】letaria 月額1,760円（税込） 

docomo IoT 高精度GNSS位置情報

サービス 

月額3,300円（税込） 

 

 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 基本サービスを変更することはできません。 

③ 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。 

 

(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Phone Appli Phone Appli for オフィスリンク 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 基本料金 

Phone Appli for オフィスリンク 月額220円（税込） 

  

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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４-３ 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。 

 

(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 

日本カーソリューション

ズ株式会社 

ドライブドクター for ビジネスプ

ラス 
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 基本料金 

ドライブドクター for ビジネスプラス 月額4,620円（税込） 

  

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、当該基

本オプション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基本オプションサービ

スも本ライセンスの対象から除外されます。 

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AXSEED SPPM3.0モバイル（Android） 基本サービス 

株式会社AXSEED SPPM3.0モバイル（iOS） 基本サービス 

株式会社AXSEED SPPM3.0PC（Windows） 基本サービス 

株式会社AXSEED SPPM3.0PC（Mac） 基本サービス 

株式会社AXSEED ManagedApps容量拡張オプショ

ン（Android） 

「SPPM3.0モバイル（Android）」

に対する基本オプションサー

ビス 

株式会社AXSEED ManagedApps容量拡張オプショ

ン（iOS） 

「SPPM3.0モバイル（iOS）」に

対する基本オプションサービ

ス 

株式会社AXSEED PC 操 作 ロ グ オ プ シ ョ ン

（Windows） 

「SPPM3.0PC（Windows）」に対

する基本オプションサービス 

株式会社AXSEED ポリシー設計・作成代行 「SPPM3.0モバイル（Android）」

又は「SPPM3.0モバイル（iOS）」

又は「SPPM3.0PC（Windows）」

に対する基本オプションサー

ビス ※１ 

株式会社AXSEED 証明書設定・更新代行 「SPPM3.0モバイル（iOS）」に

対する基本オプションサービ

ス ※１ 
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株式会社AXSEED アプリ配信代行 「SPPM3.0モバイル（Android）」

又は「SPPM3.0モバイル（iOS）」

に対する基本オプションサー

ビス ※１ 

株式会社AXSEED キッティング代行基本推奨プ

ラン 

「SPPM3.0モバイル（Android）」

又は「SPPM3.0モバイル（iOS）」

又は「SPPM3.0PC（Windows）」

に対する基本オプションサー

ビス ※１ 

株式会社AXSEED キッティング代行フルカスタ

マイズプラン 

「SPPM3.0モバイル（Android）」

又は「SPPM3.0モバイル（iOS）」

又は「SPPM3.0PC（Windows）」

に対する基本オプションサー

ビス ※１ 

株式会社AXSEED キッティング代行（送料） 「SPPM3.0モバイル（Android）」

又は「SPPM3.0モバイル（iOS）」

又は「SPPM3.0PC（Windows）」

に対する基本オプションサー

ビス ※１ 

株式会社アイキュ

ーブドシステムズ 

CLOMO MDM周辺BPOサービス 基本サービス 

株式会社アイキュ

ーブドシステムズ 
運用代行サービス 初期費用 

「CLOMO MDM周辺BPOサービス」

又は「運用代行サービス 基本

費用」に対する基本オプション

サービス ※１ 

株式会社アイキュ

ーブドシステムズ 運用代行サービス 基本費用 

「CLOMO MDM周辺BPOサービス」

に対する基本オプションサー

ビス ※１ 

株式会社アイキュ

ーブドシステムズ 運用代行サービス アプリ操作

代行 

「CLOMO MDM周辺BPOサービス」

又は「運用代行サービス 基本

費用」に対する基本オプション

サービス ※１ 

株式会社アイキュ

ーブドシステムズ 
運用代行サービス プロファイ

ル操作代行 

「CLOMO MDM周辺BPOサービス」

又は「運用代行サービス 基本

費用」に対する基本オプション
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サービス ※１ 

株式会社アイキュ

ーブドシステムズ 運用代行サービス ユーザー・組

織操作代行 

「CLOMO MDM周辺BPOサービス」

又は「運用代行サービス 基本

費用」に対する基本オプション

サービス ※１ 

株式会社アイキュ

ーブドシステムズ 運用代行サービス デバイス登

録・解除操作代行 

「CLOMO MDM周辺BPOサービス」

又は「運用代行サービス 基本

費用」に対する基本オプション

サービス ※１ 

株式会社アイキュ

ーブドシステムズ キッティングサービス  

「CLOMO MDM周辺BPOサービス」

に対する基本オプションサー

ビス ※１ 

株式会社アイキュ

ーブドシステムズ サポートチケット 

「CLOMO MDM周辺BPOサービス」

に対する基本オプションサー

ビス ※１ 

※１ 別途当社所定の手続きが必要です。 

 

(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 基本料金 

SPPM3.0モバイル（Android） 月額330円（税込） 

SPPM3.0モバイル（iOS） 月額330円（税込） 

SPPM3.0PC（Windows） 月額550円（税込） 

SPPM3.0PC（Mac） 月額550円（税込） 

CLOMO MDM周辺BPOサービス ― 

 

②基本オプション料金： 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

ョン料金の額は、それぞれ当該表に定めるとおりとします。 

 

a)SPPM3.0に係るもの 

基本オプションサービス オプション料金 

ManagedApps容量拡張オプション

（Android） 

月額110円（税込） 

ManagedApps容量拡張オプション 月額110円（税込） 
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（iOS） 

PC操作ログオプション（Windows） 月額550円（税込） 

ポリシー設計・作成代行 110,000円/回（税込） 

証明書設定・更新代行 99,000円/回（税込） 

アプリ配信代行 104,500円/回（税込） 

キッティング代行基本推奨プラン 3,080円/台（税込） 

キッティング代行フルカスタマイ

ズプラン 

別途当社またはサービス提供会社より提示す

る金額 

キッティング代行（送料） 別途当社またはサービス提供会社より提示す

る金額 

 

b)CLOMO MDM周辺BPOサービスに係るもの 

基本オプションサービス オプション料金 

運用代行サービス 初期費用 21,780円/回（税込） 

運用代行サービス 基本費用 月額 30,800円（税込） 

運用代行サービス アプリ操作代行 月額 66円/台（税込） 

運用代行サービス プロファイル操

作代行 

月額 66円/台（税込） 

運用代行サービス ユーザー・組織

操作代行 

月額 66円/台（税込） 

運用代行サービス デバイス登録・

解除操作代行 

月額 66円/台（税込） 

キッティングサービス  4,620円/台（税込） 

サポートチケット 55,000円/枚（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。 
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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) 以下の基本オプションサービスに関する設定料金については、当該基本オプシ

ョンサービスに係る設定の完了を連絡した日を含む月の翌月以降に当社から請

求いたします。本契約者は当社が指定する支払日までにその支払いを要しま

す。 

・ポリシー設計・作成代行 

・証明書設定・更新代行 

・アプリ配信代行 

・キッティング代行基本推奨プラン 

・キッティング代行フルカスタマイズプラン 

・キッティング代行（送料） 

・運用代行サービス 初期費用 

・運用代行サービス 基本費用 

・運用代行サービス アプリ操作代行 

・運用代行サービス プロファイル操作代行 

・運用代行サービス ユーザー・組織操作代行 

・運用代行サービス デバイス登録・解除操作代行 

・キッティングサービス  

・サポートチケット 
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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 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 

株式会社ヒューマンテクノロジーズ KING OF TIME ※１ 基本サービス 

株式会社アイ・エス・ビー 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

プラス ※２ 

基本サービス 

インヴェンティット株式会社 MobiConnect ビジネスパッ

ク ※２ 

基本サービス 

デジタルアーツ株式会社 i-FILTER ブラウザー&クラ

ウド ※２ 

基本サービス 

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 PLUS ※２ 

基本サービス 

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 

※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

ラス ※２ 

基本サービス 

富士通株式会社 FENCE-Mobile 

RemoteManager ※２ 

基本サービス 

エヌ・ティ・ティ・コミュニケーション 紛失サポート by モバイル 「VECTANT SDM＋」
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ズ株式会社 管理サービス 又は「CLOMO MDM 

for ビジネスプラス」又

は「MobiConnect ビジ

ネスパック」又は

「LANSCOPE エンドポ

イントマネージャー ク

ラウド版」又は

「FENCE-Mobile 

RemoteManager」に対

する拡張オプションサ

ービス 

ＮＴＴビジネスソリューションズ株式

会社 

elgana ※２ 基本サービス 

※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3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 エンドポイントマネージャー クラウド版」、「FENCE-Mobile 

RemoteManager」、「elgana」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330円（税込） ※1 

※1 ビジネスプラスEタイプ「CLOMO MDM for ビジネスプラス」については、月額275円(税

込)となります。 

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

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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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 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 

NTTテクノクロス株式会社 ProgOffice Enterprise Lite 

※１ 

基本サービス 

株式会社ACCESS Linkit ※１ 基本サービス 

株式会社アイ・エス・ビー VECTANT SDM ※２ 基本サービス 

富士通株式会社 FENCE-Mobile 

RemoteManager Light ※２ 

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 

紛失サポート by モバイル

管理サービス 

「VECTANT SDM」又

は「FENCE-Mobile 

RemoteManager Light 

」に対する拡張オプシ

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 ※２ 

基本サービス 

※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Fタイプ「VECTANT SDM」、「FENCE-Mobile RemoteManager Light」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165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 
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d) 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。 

e) 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 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 

Google LLC G Suite Basic ※１※３ 基本サービス 

Google LLC G Suite Business ※１※３ 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 ※３ 基本オプションサービス 

株式会社クオリティア Active! vault SS ※３ 基本オプションサービス 

rakumo株式会社 rakumo カレンダー ※３ 基本オプションサービス 

rakumo株式会社 rakumo コンタクト ※３ 基本オプションサービス 

rakumo株式会社 rakumo ワークフロー ※３ 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 ※３ 基本オプションサービス 

rakumo株式会社 rakumo ボード ※３ 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 ※３ 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 ※３ 基本オプションサービス 

HENNGE株式会社 HENNGE One ※２※３ 基本オプションサービス 

※１ Google LLC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、本契約者は、自らの判断と責任においてGoolge LLCの定めるGoogle Cloud 

Terms（https://cloud.google.com/product-terms/）に同意するものとします。 

※２ ビジネスプラスG Suite「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G Suite「G Suite Basic」、「G Suite Business」、「繋吉セキュアログインパ

ック」、「Active! vault SS」、「rakumo カレンダー」、「rakumo コンタクト」、「rakumo ワークフロ

ー」、「rakumo タイムレコーダー」、「rakumo ボード」、「rakumoスタンダードパック」、「rakumo

ワークフローパック」及び「HENNGE One」については、新たに本ライセンスの対象として選択
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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。 

基本サービス 基本料金 

G Suite Basic 年額6,600円（税込） ※１ 

G Suite Basic 年額8,976円（税込）  ※２ 

G Suite Business 年額15,840円（税込） ※１ 

G Suite Business 年額17,952円（税込） ※２ 

※１ 令和元年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 令和元年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1,320円（税込） 

Active! vault SS 年額2,640円（税込） 

rakumo カレンダー 年額1,320円（税込） 

rakumo コンタクト 年額660円（税込） 

rakumo ワークフロー 年額3,960円（税込） 

rakumo タイムレコーダー 年額1,320円（税込） 

rakumo ボード 年額1,980円（税込） 

rakumoスタンダードパック 年額3,300円（税込） 

rakumoワークフローパック 年額5,280円（税込） 

HENNGE One 年額6,600円（税込） 

 

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。 

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
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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。 

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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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 サービス名 対象サービスの

種別 

Microsoft Corporation 
Skype for Business Online (Plan 1) 

※１ ※２ 

基本サービス 

Microsoft Corporation 
Skype for Business Online (Plan 2) 

※１ ※２ 

基本サービス 

Microsoft Corporation Microsoft Intune※１ 基本サービス 

Microsoft Corporation Microsoft 365 Business Basic※１ 基本サービス 

Microsoft Corporation Microsoft 365 Apps for business※１ 基本サービス 

Microsoft Corporation Microsoft 365 Business Standard※１ 基本サービス 

HENNGE株式会社 HENNGE One 「Microsoft365 」

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」、「Microsoft 365 Business Basic」、「Microsoft 365 Apps for business」、

「Microsoft 365 Business Standard」については、最低の申込みは5アカウントとなります。 

「Microsoft 365 Business Basic」、「Microsoft 365 Apps for business」、「Microsoft 365 

Business Standard」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)」、「Skype for Business Online (Plan ２)」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 

Skype for Business Online (Plan 1) 年額2,904円（税込） 

Skype for Business Online (Plan 2) 年額7,920円（税込） 

Microsoft Intune 年額13,200円（税込） 

Microsoft 365 Business Basic 年額9,900円（税込） 

Microsoft 365 Apps for business 年額13,596円（税込） 

Microsoft 365 Business Standard 年額20,592円（税込） 

HENNGE One 年額6,600円（税込） 

 

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。 

 

(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

ョンズ株式会社 

Microsoft 365 Business Basic※１ 

※３ 

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 

Microsoft 365 Business Standard※１ 

※３ 

基本サービス 

HENNGE株式会社 HENNGE One※２ ※３ 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の提供する「Microsoft 365 Business 

Basic」、「Microsoft 365 Business Standard」を対象サービスとして選択された場合、エヌ・テ

ィ・ティ・コミュニケーションズ株式会社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。 

「Microsoft 365 Business Basic」、「Microsoft 365 Business Standard」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「Microsoft 365 Business 

Basic」、「Microsoft 365 Business Standard」、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 

Microsoft 365 Business Basic 年額9,900円（税込） 

Microsoft 365 Business Standard 年額20,592円（税込） 

 

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6,600円（税込） 

 

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。 
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１０ ビジネスプラスEvernote 

 ビジネスプラスEvernote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 Teams ※１ 基本サービス 

Evernote GMBH Evernote Business for Education  ※２

※３ 

基本サービス 

※１ 「Evernote Teams」については、最低の申込みは2アカウントとなります（上限は1000ア

カウントとなります）。 

※２ 「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

（上限は1000アカウントとなります）。 

※３ 「Evernote Business for Education」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。 

基本サービス 基本料金 

Evernote Teams 年額13,200円（税込） 

Evernote Business for Education 年額7,260円（税込） 

 

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。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 

株式会社セールス

フォース・ドットコム 

Salesforce SalesCloud  Professional Edition※１ 

※２ 

基本サービス 

株式会社セールス

フォース・ドットコム 

Salesforce SalesCloud  Enterprise Edition ※１ 

※２ 

基本サービス 

株式会社セールス

フォース・ドットコム 

Salesforce SalesCloud Unlimited Edition※１ ※２ 基本サービス 

株式会社セールス

フォース・ドットコム 

Salesforce ServiceCloud Professional Edition※１ 

※２ 

基本サービス 

株式会社セールス

フォース・ドットコム 

Salesforce ServiceCloud  Enterprise Edition※１  

※２ 

基本サービス 

株式会社セールス

フォース・ドットコム 

Salesforce ServiceCloud  Unlimited Edition※１  

※２ 

基本サービス 

株式会社セールス

フォース・ドットコム 

Salesforce Lightning Sales Cloud Professional 

Edition※１ 

基本サービス 

株式会社セールス

フォース・ドットコム 

Salesforce Lightning Sales Cloud Enterprise Edition

※１ 

基本サービス 

株式会社セールス

フォース・ドットコム 

Salesforce Lightning Sales Cloud Unlimited Edition

※１ 

基本サービス 

株式会社セールス

フォース・ドットコム 

Salesforce Lightning Service Cloud Professional 

Edition※１ 

基本サービス 

株式会社セールス

フォース・ドットコム 

Salesforce Lightning Service Cloud Enterprise 

Edition※１ 

基本サービス 

株式会社セールス

フォース・ドットコム 

Salesforce Lightning Service Cloud Unlimited 

Edition※１ 

基本サービス 
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※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「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。 

基本サービス 基本料金 

Salesforce SalesCloud Professional Edition 年額99,000円（税込） 

Salesforce SalesCloud Enterprise Edition  年額198,000円（税込） 

Salesforce SalesCloud Unlimited Edition 年額396,000円（税込） 

Salesforce ServiceCloud Professional Edition 年額99,000円（税込） 

Salesforce ServiceCloud Enterprise Edition 年額211,200円（税込） 

Salesforce ServiceCloud Unlimited Edition 年額409,200円（税込） 

Salesforce Lightning Sales Cloud Professional Edition 年額118,800円 （税込） 

Salesforce Lightning Sales Cloud Enterprise Edition 年額237,600円（税込） 

Salesforce Lightning Sales Cloud Unlimited Edition 年額475,200円（税込） 

Salesforce Lightning Service Cloud Professional Edition 年額118,800円（税込） 

Salesforce Lightning Service Cloud Enterprise Edition 年額237,600円（税込） 

Salesforce Lightning Service Cloud Unlimited Edition 年額475,200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。 

 

(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 基本料金 

スマートフォンプラン ストレージPack 年額132,000円（税込）※１ 

※１ 2アカウント目以降の基本料金は年額105,600円（税込）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 オプション料金 

Sansanスキャナ 年額132,000円（税込） 

 

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
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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、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。 
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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 サービス名 対象サービスの種別 

株式会社NTTドコモ dマガジン for Biz 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 基本料金 

dマガジン for Biz 月額5,500円（税込） ※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2,750円（税込）（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。 

 

  



 60 

 

１４ 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。 

③  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。 

 

(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 

ワークスモバイル 
ジャパン株式会社 

LINE WORKS ※１ 基本サービス 

ワークスモバイル 

ジャパン株式会社 
LINE WORKS スタンダードプラン 基本サービス 

ワークスモバイル 

ジャパン株式会社 
LINE WORKS アドバンストプラン  基本サービス 

ワークスモバイル 

ジャパン株式会社 
LINE WORKS Drive 

「 LINE WORKS 」 又 は

「LINE WORKS スタンダ

ードプラン」に対応する基

本オプションサービス 

ワークスモバイル 

ジャパン株式会社 
LINE WORKS アーカイブ（トーク） 

「 LINE WORKS 」 又 は

「LINE WORKS スタンダ

ードプラン」及び「LINE 

WORKS アドバンストプラ

ン」に対応する基本オプ

ションサービス 

ワークスモバイル 

ジャパン株式会社 
LINE WORKS アーカイブ（メール） 

「LINE WORKS アドバン

ストプラン」に対応する基

本オプションサービス 

※１ ビジネスプラスLINE WORKS「LINE WORKS」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 

LINE WORKS 年額 5,940円（税込） 

LINE WORKS スタンダードプラン 年額 5,940円（税込） 

LINE WORKS アドバンストプラン 年額 10,560円（税込） 

 

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 

LINE WORKS Drive 年額 1,320円（税込）  

LINE WORKS アーカイブ（トーク） 年額 3,960円（税込） 

LINE WORKS アーカイブ（メール） 年額 3,960円（税込） 

 

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。 

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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１５ 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 

KING OF TIME × 

WowTalkセットタイプ

（年額） ※３ 

ワウテック株式会

社 

WowTalk for  

ビジネスプラス 

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 

WowTalk ×  オフィ

ス リ ン ク ＋ (Phone 

Appli for オフィスリ

ンク) セットタイプ 

※２ 

株式会社Phone 

Appli 

Phone Appli for オフィスリン

ク 

基本サービス ワウテック株式会

社 
WowTalk for  

ビジネスプラス 

CLOMO MDM × 

WowTalkセットタイプ 

※１ 

ワウテック株式会

社 
WowTalk for ビジネスプラス 

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 

※１ ビジネスプラスセットタイプ、「CLOMO MDM × WowTalkセットタイプ」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「WowTalk × オフィスリンク＋(Phone Appli for オフィスリン

ク) セットタイプ」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、最低の申込みは20アカウントとなります。 

※３ ビジネスプラスセットタイプ「KING OF TIME × WowTalkセットタイプ」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
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の金額はそれぞれ当該表に定めるとおりとします。 

 

セットサービス セット料金 

KING OF TIME × WowTalkセットタイプ 年額5,940円（税込） 

WowTalk × オフィスリンク＋(Phone Appli 

for オフィスリンク) セットタイプ 

年額4,620円（税込） 

CLOMO MDM × WowTalkセットタイプ 年額5,940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) 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 ビジネスプラスクラウドサイン 

ビジネスプラスクラウドサイ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 

① 基本サービスの選択は、1つのみとします。 

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選択することができ

ます。ただし、本項(3)利用料金に定めるオプション料金が別途かかります。 

③ 契約期間は、本契約成立日の属する月から1年間とします。 

※契約更新は、本規約第12条で定める本契約の解除を行わない限り1年単位で自

動更新されます。 

④ 本規約第12条に記載の契約解除について、本契約の契約期間満了月の末日から

55日前までとします。 

 

(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 

弁護士ドットコム株式会社 クラウドサイン スタンダードプラン ※１ 基本サービス 

弁護士ドットコム株式会社 クラウドサイン ビジネスプラン ※１ 基本サービス 

弁護士ドットコム株式会社 クラウドサイン 書類インポート機能 ※１ 
基本オプション

サービス 

弁護士ドットコム株式会社 クラウドサイン Light ※2 基本サービス 

弁護士ドットコム株式会社 クラウドサイン Corporate ※2 基本サービス 

※１ ビジネスプラスクラウドサイン「クラウドサイン スタンダードプラン」、「クラウドサイン ビ

ジネスプラン」及び「クラウドサイン 書類インポート機能」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。 

※２ ビジネスプラスクラウドサイン「クラウドサイン スタンダードプラン」、「クラウドサイン ビ

ジネスプラン」、「クラウドサイン Light」及び「クラウドサイン Corporate」は1アカウントのみの

申込となります。 

 

(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料

金とし、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 
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月額固定 従量課金 

クラウドサイン スタンダード

プラン 
月額 11,000円(税込) 

書類送信件数 1件あたり

220円(税込) 

クラウドサイン ビジネスプ

ラン 
月額 110,000円(税込) 

書類送信件数 1件あたり

220円(税込) 

クラウドサイン Light 月額 11,000円(税込) 
書類送信件数 1件あたり

220円(税込) 

クラウドサイン Corporate 月額 30,800円(税込)   

書類送信件数 1件あたり

220円(税込) 

書類インポート機能 PDF フ

ァイルの件数 10,001件以上

から 10,000件ごとに 11,000

円(税込) ※ 

※ 課金対象件数は、以下(i) (ii)を合計したPDFファイルの件数となります。 

(i) 利用月の月初1日時点で存在していたPDFファイルの件数 

(ii) 利用月の月初1日時点から末日までに新たにインポートされたPDFファイルの件数 

 

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

金は月額料金とし、その金額はそれぞれ当該表に定めるとおりとします。 

 

基本オプションサービス 
オプション料金 

月額固定 従量課金 

クラウドサイン 書類インポ

ート機能 ※1 

月額11,000円 （税込） ※2 PDFファイルの件数1,001件

以上か ら 1,000 件ご と に

11,000円(税込) ※2 

 

※1 「クラウドサイン 書類インポート機能（以下、書類インポート機能といいます。）」の

当初契約期間は、書類インポート機能が利用可能になった日から契約中のビジネ

スプラスクラウドサインの基本サービスの契約期間満了までとし、書類インポート機

能または基本サービスの解除がされない限り、さらに更新された基本サービスの契

約期間満了まで延長され、その後も同様とします。 

※2 オプション料金は書類インポート機能が利用可能になった月から発生し、PDFファイ

ルの課金対象件数（以下、課金対象件数といいます。）が0件の場合でも最低利用

料金として月額固定で11,000円(税込)の料金がかかります。また、課金対象件数

1,001件以上から1,000件ごとに11,000円(税込)が従量課金されます。課金対象件数

は、以下(i) (ii)を合計したPDFファイルの件数となります。 
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(i) 利用月の月初1日時点で存在していたPDFファイルの件数 

(ii) 利用月の月初1日時点から末日までに新たにインポートされたPDFファイルの

件数 

 

③ 支払条件 

a) 本契約期間中は基本料金およびオプション料金（オプションサービスの申込がある

場合）を月単位で支払うものとします。ただし、以下ア）の条件を満たす場合、新たな

契約の契約成立日が属する月以降の本契約の基本料金の支払いは免れます。 

ア) 「クラウドサイン スタンダードプラン」を選択して本契約を締結後に、「クラウドサ 

イン ビジネスプラン」、「クラウドサイン Light」及び「クラウドサイン Corporate」 

を新たに契約締結する場合 

イ) 「クラウドサイン Light」を選択して本契約を締結後に、「クラウドサイン  

Corporate」を新たに契約締結する場合 

b) 基本サービス・オプションサービスともに月途中から利用が可能になった場合でも、

当月の基本料金・オプション料金の日割り計算はおこなわず、当月分の基本料金・

オプション料金を全額お支払いいただきます。 

c) 基本サービス・オプションサービスともに契約期間中は、基本サービス・オプションサ

ービスの利用有無に関わらず、基本料金・オプション料金をお支払いいただきます。 

d) 本契約が解除された場合でも、解除前の契約期間分の基本料金およびオプション

料金（オプションサービスの申込がある場合）を支払うものとします。また、オプション

サービスのみが解除された場合も、オプションサービスの契約期間満了までのオプ

ション料金を支払うものとします。 

※本契約第13条で定める当社が行う本契約の解除の場合にも適用されます。 

※オプションサービスの課金対象件数の計算方法は、本項(3)利用料金②オプショ

ン料金※2の記載内容と同一です。インポートしたPDFファイルを月末までに1,000

件以下まで削除すると、翌月からオプション料金は最低利用料金である月額固定

の11,000円(税込)となります（新たなインポートはないものとする）。 
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１７ ビジネスプラス Google 

 ビジネスプラスGoogle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 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 

Google LLC Google Workspace Business Starter  

※１※２ 

基本サービス 

Google LLC Google Workspace Business 

Standard ※１※２ 

基本サービス 

Google LLC Google Workspace Business Plus ※

１※２ 

基本サービス 

Google LLC Google Workspace Enterprise 

Essentials ※１ 

基本サービス 

Google LLC. Google Workspace Enterprise 

Standard ※１ 

基本サービス 

Google LLC Google Workspace Enterprise Plus 

※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 

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 ボード 基本オプションサービス 

※１ Google LLCの提供する「Google Workspace Business Starter」、「Google Workspace 

Business Standard」、「Google Workspace Business Plus」、「Google Workspace Enterprise 

Essentials」、「Google Workspace Enterprise Standard」又は「Google Workspace Enterprise 

Plus」を対象サービスとして選択された場合、本契約者は自らの判断と責任においてGoogle 

LLCの定めるGoogle Cloud Terms （https://cloud.google.com/product-terms/）に同意するも
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のとします。 

※２ ビジネスプラスGoogle「Google Workspace Business Starter」、「Google Workspace 

Business Standard」及び「Google Workspace Business Plus」については、申込の上限が300

アカウントまでとなります。 

 

 (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 

Google Workspace Business Starter 年額8,976円（税込） 

Google Workspace Business 

Standard 

年額17,952円（税込） 

Google Workspace Business Plus 年額26,928円（税込） 

Google Workspace Enterprise 

Essentials 

別途当社より提示する金額 

Google Workspace Enterprise 

Standard 

別途当社より提示する金額 

Google Workspace Enterprise Plus 別途当社より提示する金額 

 

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1,320円（税込） 

rakumo カレンダー 年額1,320円（税込） 

rakumo コンタクト 年額660円（税込） 

rakumo ワークフロー 年額3,960円（税込） 

rakumo ボード 年額1,980円（税込） 

 

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。 

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満了日が属する月までを月割した利用料金を支払

うものとします。 
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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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１８ ビジネスプラスWebex 

 ビジネスプラスWebex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 

シスコシステムズ合

同会社 

【年額】Webex Meetings ※１※２※

３ 

基本サービス 

シスコシステムズ合

同会社 

【年額】Webex Meetings Suite ※１

※２※３※４ 

基本サービス 

※１ シスコシステムズ合同会社の提供する「【年額】Webex Meetings」又は「【年額】Webex 

Meetings Suite」を対象サービスとして選択された場合、本契約者は自らの判断と責任におい

てシスコシステムズ合同会社と以下のサービス利用契約を締結するものとします。なお、当

社は、サービス利用契約の当事者とはならずサービス利用契約の締結に関して一切の責任

を負いません。 

・End User License Agreement 

(https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/cloud-and-

software/end_user_license_agreement.html) 

・Offer Description: Cisco Webex/ Offer Description: Cisco Collaboration Flex Plan 

(https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/OfferDescriptions/cisco_

webex_offer_description.pdf) 

(https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/doing_business/legal/OfferDescriptions/cisco_

collaboration_flex_plan.pdf) 

また、当該サービスの利用に関する条件は、シスコシステムズ合同会社の定める利用条件

がその全てであり、本契約者はそれに従うものとします。 

※２ 本契約者はシスコシステムズ合同会社のサイト

（https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/service-descriptions.html）に記載されている

サービスの内容を確認し、当該サイトに「End User Obligations」として記載されている(i) 提供

者の義務、(ii) 本サービスの説明における申込者の責任、及び(iii)申込者の義務について理

解していることを確認します。 
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※３ 本契約者がシスコシステムズ合同会社とIndirect Channel Partner Agreementを締結し

たRegistered Partnerである場合、本契約者は日本国内において自己の内部使用のみを目

的として対象サービスを利用するものとします。 

※４ ビジネスプラスWebex「【年額】Webex Meetings Suite」については、最低の申込は5 

アカウントとなります。アカウント追加については1アカウント単位で申込み可能です。 

 

 (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 ※１ 

【年額】Webex Meetings 年額34,320円（税込） 

【年額】Webex Meetings Suite 年額100,320円（税込） 

※１ 1アカウント単位 

 

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満了日が属する月までを月割した利用料金を支払うもの 

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。 


