Y.U Wi-Fi powered by U-mobile サービス適用条件書
株式会社Ｕ－ＮＥＸＴ（以下、「当社」といいます）は、Y.U Wi-Fi powered by U-mobile サービス適用条件書（以下、
「本条件書」といいます）を以下のとおり定め、これにより Y.U Wi-Fi powered by U-mobile を提供します。

第１条（適用条件）
1. 本条件書は、当社が提供する Y.U Wi-Fi powered by U-mobile（以下、
「本サービス」といいます）の利用条件につい
て定めるものです。本サービスのご利用にあたっては、本条件書をよくお読みのうえ、ご理解いただいたうえでお使い
ください。
２. 当社は、本条件書の他に別途個別規定等を定め、契約者に対し告知することがあります。この場合、個別規定等も、
その名称の如何にかかわらず、本条件書の一部を構成するものとします。なお、本条件書と個別規定等との間に矛盾が
生じた場合、個別規定等が本条件書に優先して適用されるものとします。
３．当社は、本条件書を当社が運営する Web サイト（以下、
「当社 Web サイト」といいます）に掲載する方法または
その他当社が別途定める方法により、契約者に周知します。
４. 契約者は、本条件書および個別規定等に従って本サービスを利用するものとします。
５. 当社は本条件書を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の本条件書によります。

第２条（用語の定義）
本条件書において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定義のある場合はこの限りではありません。
(1) 「Y.U Wi-Fi powered by U-mobile（本サービス）
」とは、U-NEXT Wi-Fi の利用にかかるアカウント付与サービ
スをいいます。
(2) 「U-NEXT Wi-Fi」とは、エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社の定める「Secured Wi-Fi
利用規約」およびエヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社の定める「DoSPOT（インターネット接続サー
ビス）利用規約」に基づいて提供される Secured Wi-Fi に対応した公衆無線 LAN サービスです。
(3) 「申込者」とは、当社が指定する方法にて本サービスへの申し込みを行った者をいいます。
(4) 「契約者」とは、申込者のうち、当社が承諾し、当社所定の手続きを完了した者をいいます。
(5) 「利用契約」とは、本条件書に基づき当社と申込者との間に締結される本サービスの提供に関する契約をいいま
す。
(6) 「契約者登録情報」とは、契約者が利用契約に関連し、当社に申告した自己に関する情報をいいます。
(7) 「ユーザーID」とは、契約者とその他の者を識別するために用いられる符号をいいます。

第３条（申し込み）
1. 申込者は、本条件書に同意のうえ、当社の別途定める手続きに従い本サービスの利用契約を申し込むものとします。
2. 当社は、利用契約の申し込みがあったときは、必要な審査、手続きを経た後に、これを承諾するものとします。
3. 当社は、次の場合、申し込みを承諾しないこと、または承諾を取り消すことがあります。
(1) 利用契約申し込みの際の契約者登録情報の申告に、虚偽の記載、不備があったとき、その疑いが濃厚であると当
社が判断したとき
(2) 申込者が、利用料金の支払いを怠る恐れがあると当社が判断したとき

(3) 過去に、利用契約を解除されたことがあったとき
(4) 申込者が実在しないとき、あるいは実在しない場合と合理的に推定できるとき
(5) その他、当社が申し込みを承諾できないと判断したとき

第４条（利用契約の単位）
1. 本サービスは、Ｙ．Ｕ－ｍｏｂｉｌｅ株式会社が「ヤマダニューモバイル利用規約」に基づいて提供するヤマダニュー
モバイルの契約者のみお申し込みいただけます。
2. 本サービスは、一の利用契約につき 1 ユーザーID を付与するものとします。

第５条（契約者情報の変更届出）
1．契約者は、当社へ届け出ている自身の住所、電話番号または本サービスの利用料金の決済に用いるクレジットカードの
番号もしくは有効期限に変更があるときは、事前に当社所定の変更手続きを行うものとします。
2. 本条第１項の変更手続がなかったこともしくは変更手続の遅滞により、申込者が通信不能等の不利益を被ったとしても、
当社は一切責任を負わないものとします。

第６条（本サービスの利用）
1．本サービスをご利用いただく機器は、契約者ご自身でご用意いただきます。対応機種は別紙１をご確認ください。
2．本サービスは、専用の無料アプリ「Secured Wi-Fi」をインストールすることでご利用いただけます。
3．前項の定めにかかわらず、契約者が iOS を利用して本サービスを使用する場合、構成プロファイルのインストールが
別途必要になります。インストール方法は、ヤマダニューモバイルサービスサイトをご確認ください。
4．U-NEXT Wi-Fi の利用にあたっては、別途エヌ・ティ・ティ・ブロードバンドプラットフォーム株式会社の定める
「Secured Wi-Fi 利用規約」およびエヌ・ティ・ティ・メディアサプライ株式会社の定める「DoSPOT（インターネ
ット接続サービス）利用規約」にご同意いただく必要があります。

第７条(利用料金)
１．本サービスの利用料金は、ユーザーID１件につき月額 150 円（税抜）とします。
２．本サービスの利用料金の請求開始月は、本サービスの利用契約が成立した月の翌月とします。
３．本サービスの利用料金について、日割りは行いません。
４．本サービスの利用料金の支払い額は、税抜額に消費税相当額を加算した額とします。

第８条(債権の譲渡および譲受)
契約者は、本サービスの利用料金等本サービスにかかわる債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承認
するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。

第９条（本サービスの停止）
1. 契約者が次の各号のいずれかの事由に該当する場合には、当社は、事前に通知することなく、本サービスの全部または
一部の提供を停止することができます。
(1) 契約者登録情報に虚偽の事実を記載したことが判明した場合

(2) 第１５条に定める禁止行為を行った場合
(3) 利用料金を支払期日までに支払わない等、本条件書に違反した場合
(4) 当社の業務遂行に著しい支障をおよぼし、当社が本サービスの運営に支障をきたすと判断する行為を行った場合
2. 前項の停止によって、本サービスを利用できなくなったとしても、停止を受けた契約者は、当社に対して異議を申し立
てることができず、また、利用料金の支払いを免れるものではありません。

第１０条（本サービスの委託）
当社は、本サービスに関する業務の全部または一部を当社の責任において第三者に委託することができるものとし、契
約者はこれをあらかじめ承諾するものとします。

第１１条（本サービスの利用上の責任）
1. 契約者が、本サービスの利用に関連して、第三者に損害を与え、または第三者との間で紛争が生じた場合には、当該契
約者の責任と費用で解決していただきます。ただし、当社の故意または重過失による場合は除きます。
2. 契約者が、故意または過失により、本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合は、契約者はその損害を賠償
するものとします。

第１２条（契約者の地位等の譲渡禁止）
契約者は、契約者としての地位、本サービスを利用する権利および義務の全部または一部を、有償無償を問わず、第三
者に譲渡、貸与、または担保に提供することはできません。

第１３条（ユーザーID）
1. 契約者は、ユーザーID を第三者に対して譲渡、貸与、使用許諾、共用、開示してはならないものとします。
2. 契約者は、契約者のユーザーID により本サービスが利用されたとき（機器またはネットワークの接続・設定により、
契約者自身が関与しなくともユーザーID の自動認証がなされ、第三者による利用が可能となっている場合を含みます）
には、当該利用行為が契約者自身の行為であるか否かを問わず、契約者自身の利用とみなされることに同意するものと
します。ただし、当社の責に帰する事由によりユーザーID が第三者に利用された場合にはこの限りではありません。
3. 契約者のユーザーID を利用して、契約者と第三者により同時に、または第三者のみによりなされた本サービスの利用
については、当社は一切の責任を負わないものとします。
4. 契約者は、自己のユーザーID の管理について一切の責任を負うものとします。なお、当社は、当該契約者のユーザー
ID が第三者に利用されたことによって当該契約者が被る損害については、当該契約者の故意過失の有無に関わらず、
一切責任を負わないものとします。

第１４条（自己責任の原則）
1. 契約者は、契約者による本サービスの利用とその利用によりなされた一切の行為とその結果について一切の責任を負う
ものとします。
2. 契約者は、本サービスの利用に伴い、第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からクレームが通知された場合、
自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当社に対し如何なる責任も負担させないものとします。契約者が本
サービスの利用に伴い、第三者から損害を受けた場合または第三者に対しクレームを通知する場合においても同様とし

ます。
3. 契約者は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合、当該第三者に対し、直接その旨を通知する
ものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
4. 当社は、契約者がその故意または過失により当社に損害を被らせたときは、契約者に当該損害の賠償を請求することが
できるものとし、契約者は当社の請求に基づき、直ちに当該損害を賠償するものとします。

第１５条（禁止事項）
契約者は、本サービスのご利用にあたり次の行為を行ってはならないものとします。
(1) 契約者登録情報に虚偽の事実を記載する行為
(2) 当社または当社の資産、もしくは法的利益を侵害する行為
(3) 当社を誹謗中傷、差別し、あるいは当社の名誉・信用を毀損する行為
(4) 本サービスの全部または一部の運営を妨げる行為
(5) 自己のユーザーID の情報を故意に他人に公開し、または第三者に利用させる行為
(6) 他人（架空の者を含みます。
）になりすまして、本サービスを利用する行為
(7) その他本条件書に違反する行為
(8) 前各号に定める行為を助長する行為
(9) 前各号に該当する恐れがあると当社が合理的基準に基づき判断する行為
(10)その他、当社が不適切と判断する行為

第１６条（著作権）
1. 本サービスにおいて当社が契約者に提供する一切の物品（本条件書、各種ソフトウェア、マニュアル、ホームページ等
を含みます）に関する著作権および特許権、商標権ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社または当社に使用
を許諾した原権利者に帰属するものとします。
2. 契約者は、前項の提供物を以下のとおり取り扱っていただきます。
(1) 本サービスの利用目的以外に使用しないこと
(2) 複製・改変・編集等を行わず、また、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルを行わないこと

第１７条（契約者による利用契約の解除）
1. 契約者が、本サービスの解約を希望する場合は、当社所定の方法により当社に通知するものとし、当該通知が当社に到
達した月の末日をもって、本サービスの利用契約が解約されるものとします。
2. 契約者が解約時に、当社に対して利用料金等の未払債務を有している場合には、解約後もその債務を免れることはでき
ません。

第１８条（当社による利用契約の解除・終了）
1. 当社は、契約者が利用料金を支払期日までに支払わない場合、相当期間を定めて催告したうえ、本サービスを停止して
利用契約を解除できるものとします。
2. 契約者が第 9 条第１項の事由に該当し、その事由が重大であると当社が判断したときは、当社は本サービスを停止して
利用契約を解除できるものとします。

3. 当社が本サービスを提供することが、当社の責めによらず客観的な不可能な事由が生じた場合、利用契約を終了するこ
とができるものとします。なお、この場合、契約者がそれまでに支払った利用料金の返金はいたしません。

第１９条（当社の責任）
利用契約に基づく本サービスを履行しないことにより契約者が損害をうけた場合、契約者は、当社の債務不履行・不完全
履行の直接の結果として現実に被った通常の損害に限り、当社に対して、利用契約に基づき当社に支払った利用料金の金
額の範囲内で損害賠償を請求することができます。

第２０条（免責事項）
1. 当社は、本サービスの提供の遅滞、変更、中止または終了について、利用契約上の義務に関するものを除き、契約者に
対して責任を負わないものとします。
2. 当社は、本サービスの利用に関して契約者に生じた損害について、当社に責任がある場合を除き責任を負わないものと
します。
3. 当社は、第三者の責に帰すべき事由によって、契約者が本サービスの全部または一部を利用できないことについて、責
任を負わないものとします。

第２１条（本サービスの利用制限）
1.当社は、次の場合には、本サービスの利用を制限することがあります。
(1)当社が本サービスを提供するために、技術上、一時的な使用制限が必要と判断した場合
(2)本サービスの提供に必要な設備に故障が生じた場合
(3)天災、事変その他の不可抗力により本サービスの提供が困難な場合
2.前項のいずれか、またはその他の理由により本サービスの提供の遅延または中断が発生したとしても、それに基づく損
害に対して、本条件書に定める場合を除き、当社は責任を負いません。

第２２条（サービスの廃止）
1. 当社は、本サービスの全部または一部を廃止することがあります。
2. 当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、本サービスの廃止日までに相当な期間をおいて、当社 Web サ
イトに掲載する方法またはその他当社が別途定める方法により、契約者に告知します。

第２３条（準拠法）
本条件書に関する準拠法は、すべて日本国の法令が適用されるものとします。

第２4 条（合意管轄）
本サービスに関する一切の訴訟については、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。

附則
（実施期日）
本条件書は、平成 29 年４月１日から実施します。

別紙１
ご利用には以下の対応した機器が必要です。
IEEE802.11a/b/g/n 対応の無線 LAN 機器、AndroID 4.3 以上で、EAP-TTLS 認証方式対応の機器。

※上記の条件に適合した機器であっても一部ご利用いただけない場合があります。
※U-NEXT Wi-Fi における無線区間のセキュリティは、契約者ご自身で担保いただきます。
※U-NEXT Wi-Fi は、利用可能になるまでお時間がかかる場合がございます。

以上

