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アクセス履歴提供設定機能ご利用規約 

■ 定義 

アクセス履歴提供設定機能ご利用規約（以下「本規約」といいます。）において用いられ

る語は、次の各号の通り定義します。 

1． 「閲覧者」とは、ソフトバンク株式会社（以下「当社」といいます。）と閲覧対象番号

の電気通信役務提供契約を締結し、法人契約回線の通信料等の請求先番号として指定さ

れている契約者のうち、当社所定の手続きに従い、当社の提供するアクセス履歴閲覧サ

ービス（以下「閲覧サービス」といいます。）の申込みを行った者であって、本機能を利

用して、閲覧対象番号のアクセス履歴について閲覧（以下「履歴閲覧」といいます。）を

行う者（閲覧者から履歴閲覧を行う権限を与えられ、当社の法人コンシェルサイトにお

いて管理者として登録された者を含む。）をいいます。 

2． 「閲覧対象番号」とは、閲覧者が、履歴閲覧の対象として指定した携帯電話番号をいい

ます。 

3． 「閲覧対象端末」とは、閲覧対象番号が登録されたＳＩＭカードが挿入されている携帯

電話機をいいます。 

4． 「アクセス履歴」とは、履歴提供者が閲覧対象端末からウェブを利用して行ったパケッ

ト通信履歴のうち、本機能を利用した履歴閲覧の対象となるウェブアクセス履歴、ＰＣ

サイトブラウザアクセス履歴および一部ＰＣサイトダイレクトアクセス履歴のことを

いいます。 

5． 「履歴提供者」とは、閲覧対象端末を利用する権限を有する者であって、閲覧者からの

履歴閲覧に応じて、閲覧対象番号に係るアクセス履歴を、閲覧者に対して提供する者を

いいます。 

6． 「本機能」とは、履歴提供者が閲覧対象端末のアクセス履歴を閲覧者に提供する機能、

当該提供に係る設定を行う機能等の総称であって、当社が「アクセス履歴提供設定機能」

の名称で提供する機能をいいます。 

 

■ ご利用にあたり 

1．履歴提供者は、本機能をご利用いただく場合、本規約の内容についてご同意いただき、

本機能における各種設定を行うためのサービスサイト（以下「本サイト」といいます。）

において、閲覧者からの履歴閲覧の対象回線となることにご同意していただく必要があり

ます。 

なお、本機能のご利用を以って、本規約に同意いただいたものとみなします。 

2． 履歴提供者は、自己の責任において、閲覧者からの履歴閲覧を許可し、アクセス履歴を

提供することとします。また、閲覧者が、本機能を利用して履歴提供者の履歴閲覧をする

ことについて、当社は一切の責任を負わないものとします。 
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■ 権利について 

本機能に関する一切の権利は、当社または権利を有する第三者に帰属します。 

 

■ 本機能の概要、ご利用上の制約等について 

履歴提供者は、次の事項を予め了承するものとします。 

1. ご利用上の制約について 

 ① 本機能の利用には、閲覧対象端末が本機能に対応した携帯電話機（以下「対応機種」

といいます。）である必要があります。対象機種については、当社ホームページ

（http://mb.softbank.jp/biz/）にてご確認下さい。 

② 閲覧者は、本機能を利用して、履歴閲覧を行う日から起算して９３日前までの閲覧

対象番号の履歴閲覧が可能です。 

③ 閲覧対象番号の当日０時までのアクセスの履歴は、ご利用日翌日の１２時以降から

履歴閲覧が可能となります。 

④ 本機能ではアクセス毎のウェブ通信料金及び通信データ量等の情報は提供されませ

ん。ただし、当社から閲覧対象番号の請求先番号として指定されている契約者に対し

て提供される「パケット通信明細書」及び「ご利用料金分析サービス」では、「ご利用

日（月日、通信開始時間、通信終了時間、時間帯区分）」「通信データ量（バイト）」「パ

ケット数」「料金」等が表示されますので、履歴提供者は、履歴閲覧の対象回線となる

ことに同意される際には以上の点をご留意ください。なお，上記「パケット通信明細

書」及び「ご利用料金分析サービス」の詳細に関しては当該サービスのご利用規約等

をご覧下さい。 

⑤ ご利用機種の変更をされた場合には、従来の機種でご利用いただいたアクセス履歴

も履歴閲覧の対象となります。ただし、ｉＰｈｏｎｅ等の非対応機種に機種変更をさ

れた場合には、アクセス履歴閲覧サービスへのアクセス履歴の提供が出来なくなりま

す。ただし、ｉＰｈｏｎｅ等の非対応機種から対応機種へ機種変更をされた場合、履

歴閲覧を行う日から起算して９３日前までのｉＰｈｏｎｅ等の非対応機種で利用し

たアクセス履歴の一部が閲覧者に表示される可能性があります。 

⑥ 本機能で閲覧者に提供するアクセス履歴は、携帯電話上に表示されるアクセス履歴

一覧上で表示されるＵＲＬと一部異なる場合があります。 

⑦ ウェブ接続を行った時点でアクセス履歴が残りますので、すべてのウェブ画面の表

示が完了する前にウェブ接続を中断した場合であってもアクセス履歴が残る場合が

あります。 

⑧ 本サイト及び閲覧者による閲覧対象番号指定時に当社から閲覧対象番号に送信され

るメール等では、「提供先情報」・「依頼主」等として、アクセス履歴閲覧サービスの契

約企業名が表示されます。当該企業と閲覧者は同一でない場合もございますので、履

歴提供者は自己の責任で事前に確認のうえ、本機能をご利用ください。 

⑨ 本機能の利用開始時や登録情報の変更時は、データ反映までに数日かかる場合があ

ります。 

⑩ 閲覧者より本機能を利用して履歴閲覧が行われた場合であっても、履歴提供者に対

しては、事前又は事後においても、何らの通知も行われません。 

⑪ 閲覧対象番号のアクセス履歴は、履歴提供者において事後に削除することはできま

せん。 

⑫ 閲覧対象番号の電話番号を変更された場合、電話番号を変更する以前の閲覧対象番

号に関するアクセス履歴については提供されません。 

⑬ 本機能に関する前各号のご利用上の制約のほか、本機能の仕様等に関する詳細は、
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当社ホームページ等によりご確認ください。 

 

2．本サイトのＵＲＬについては、閲覧者による閲覧対象番号指定時に送信されるメール内

に記載されていますので、大切に保存して下さい。 

 

3. 提供設定について 

①「提供設定」によりアクセス履歴の提供の可否を設定することができます。「提供する」

を選択して設定した場合、閲覧者に対し、下記の情報が当社の提供する法人コンシェル

サイトを通じて閲覧又はファイル方式で提供されます。 

   ・アクセス日時 

・ＵＲＬ情報（メソッド、ＵＲＬ、プロトコル） 

※メソッドとは、ＵＲＬの先にあるリソース（情報資源・データ）に対して、どの様

に振舞うべきかを指定するものです。一般的に、通常のウェブページを取得するだ

けの場合は「ＧＥＴ」、アンケート入力内容を送信する場合等には「ＰＯＳＴ」、Ｓ

ＳＬ通信の場合に「ＣＯＮＮＥＣＴ」と表示されます。 

※通信プロトコルとは、ネットワーク上での通信に関する規格を定めたものです。 

ウェブページは「ＨＴＴＰ」というプロトコルでアクセスされます。 

② アクセス履歴の提供設定の変更は、本サイトから常時行うことが可能です。ただし、

ウェブ使用料を解約した場合、本サイトへ接続することができなくなるため、提供設定

の変更を行えなくなります。ウェブ使用料を解約する際は、事前にアクセス履歴の提供

設定を「提供しない」に設定ください。 

③ 閲覧者が、履歴提供者から事前に同意を得たうえで、履歴提供者の許諾行為を代行し、

提供設定に関する機能によらずに閲覧対象番号の履歴提供の可否を変更する場合があ

ります（一括許諾設定機能）。閲覧者が、一括許諾設定機能を利用して閲覧対象番号に関

する履歴閲覧の可否を変更した場合、当社より履歴提供者に対して、提供設定が変更さ

れた旨のSMSメールが送信されます。履歴提供者が、閲覧者に対して、閲覧対象番号に関

するアクセス履歴を提供することについて同意していない場合、および閲覧者が履歴閲

覧することに関して同意を撤回する場合には、SMSメール受信後、直ちに提供設定を「提

供しない」と変更して下さい。 

④ アクセス履歴の提供設定を「提供しない」と設定した場合においても、再度アクセス

履歴の提供設定を「提供する」と設定した場合には、アクセス履歴を「提供しない」と

した期間についても履歴閲覧の対象となりますのでご注意ください。 

 

4. 中断について 

当社は、次のいずれかに該当する場合、本機能の全部または一部の提供を中断すること

ができるものとします。 

① 天災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。 
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② 本機能に関連して当社が設置または管理する設備の保守を定期的にもしくは緊急に

行う場合。 

③ 当社が設置または管理する設備の異状、故障、障害その他本機能を提供できない事由

が生じた場合。 

④ その他当社が必要であると判断した場合。 

 

5．ご利用料金について 

本サイトのご利用時には、当社が別に定めるウェブ通信料金がかかります。また、日本

国外でご利用の場合のウェブ通信料金は海外の事業者により異なります（詳細は当社ホー

ムページ（http://www.softbank.jp/）にてご確認下さい）。 

 

6．禁止事項について 

(1) 履歴提供者は、本機能を利用するにあたり、以下に定める禁止事項に該当する、ま

たは該当するおそれのある行為を行ってはならないものとします。 

① 本規約、公序良俗もしくは法令に反する行為、または反するおそれのある行為 

② 個人または団体を差別若しくは誹謗中傷し､又は名誉･信用を毀損する行為 

③ 当社または第三者の知的財産権（特許権､商標権､著作権等を含むがこれに限ら

れない。）、その他の権利を侵害する行為 

④ 事実に反する情報を送信､又は正当な権限なく情報を改ざん･消去する行為 

⑤ 犯罪行為またはこれを助長する行為 

⑥ 第三者または企業､団体になりすまして本機能を利用する行為 

⑦ 当社または第三者に不利益を与える行為 

⑧ 閲覧対象端末を第三者に貸与若しくは譲渡すること等により、閲覧対象端末を

利用する者の許可・認識なく第三者の履歴閲覧等をする行為 

⑨ 当社の設備に無権限でアクセスすること、過度な負担を与えること、設備を不能

にすること、その他当社サービスの提供及び運営に支障を与える行為 

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 

(2) 当社は、履歴提供者による本機能の利用が､本条で定める禁止事項のいずれかに該

当､もしくは該当するおそれがある場合､またはその他の理由で不適切と判断した場

合は､当社の判断により､閲覧者および履歴提供者に事前に通知することなく､以下の

措置を行うことができるものとします｡なお、当該措置の実施に起因して閲覧者およ

び履歴提供者に発生した損害に対して､当社は一切の責任を負わないものとします｡ 

① 履歴提供者が発信もしくは登録した情報の削除又は変更の要求 

② 履歴提供者が発信もしくは登録した情報の削除又は変更の実施 

③ 本機能の利用の停止、終了 

 

7．本機能のサービス内容の変更について 
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本機能のサービス内容については、履歴提供者及び閲覧者に対し、事前に周知又は通知

することなく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 

 

■ 個人情報の取り扱い 

本機能を提供するに当たり、履歴提供者に係る個人情報について、別途当社ホームペー

ジにて提示するプライバシーポリシーに従って取扱うものとします。 

なお、履歴提供者は、本機能を利用して閲覧者にアクセス履歴を提供するにあたり、当

社が管理する履歴提供者に係る携帯電話サービスの契約者情報を利用することを承諾す

るものとします。 

本機能を利用するサービスを通じて取得した閲覧対象番号のアクセス履歴は、閲覧者の

責任により管理するものとし、当社は、当該情報の紛失等により生じた履歴提供者及び閲

覧者その他の第三者の損害について、一切の責任を負わないものとします。 

 

■ 免責事項 

1． 明示、黙示を問わず、当社は本機能の完全性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証

を行うものではありません。 

2.  本機能の提供、遅滞、変更、中止もしくは廃止、本機能を通じて提供される情報等の消

失、その他本機能に関連して発生した履歴提供者の損害について、理由の如何を問わず当

社は一切責任を負わないものとします。 

3. 携帯電話機の譲渡・転売を起因とする閲覧者、履歴提供者および第三者間のトラブル 

 や各々の損害については、当事者間にて善処して下さい。当社は一切の責任を負いかね  

 ます。 

 

■ その他 

本機能に関するその他の提供条件については、3G通信サービス契約約款、Yahoo!ケー

タイのウェブご利用規約及び閲覧サービスのご利用マニュアル等に準じます。 

 

■  本機能提供の変更･中断･終了 

当社は、本機能または閲覧サービスの提供が困難であると判断した場合（閲覧者の責に

帰すべき事由による場合を含む。）、閲覧者および履歴提供者の承諾を得ることなく、本機

能および閲覧サービスの全部または一部を変更・中断・中止し、廃止することができるも

のとします。 

なお、当社は、当該措置により履歴提供者その他の第三者に生じた損害について一切の

責任を負わないものとします｡ 

 

■ 特定の履歴提供者への利用中止等 

当社は、履歴提供者が本規約に定める禁止事項のいずれかに該当した場合、または閲覧

者の責めに帰すべき理由により当社から連絡が取れない場合、その他当該履歴提供者に対

するサービス提供の継続が困難と判断した場合（閲覧者の責に帰すべき事由による場合を

含む。）は、何らの通知､理由の開示なく、当該履歴提供者への本機能の提供を停止し、ま

たは終了することができるものとします。 
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その場合､履歴提供者その他の第三者に対して､当社は一切の責任を負わないものとし

ます｡ 

 

■ 本機能の利用解除 

1． 履歴提供者は、本機能の利用解除を希望する場合は、閲覧者が別に定める手続きにより、

利用解除の手続きを行うものとします。 

2． 閲覧対象番号に係る携帯電話サービスを解約された場合、閲覧対象番号の契約者が変更

された場合（譲渡、承継があった場合等）には、本機能は利用解除となります。但し、法

人企業に携帯電話サービスを譲渡又は承継し、閲覧対象番号に係る携帯電話サービスの請

求先番号に変更が無い場合には、自動的に利用解除とならないことがあります。 

3.  前項但書の場合、本機能は自動的に解除されず、譲渡又は承継先に対し、アクセス履歴

の提供も行われますので、履歴提供者の責任にて本機能の利用解除手続き又は本サイトに

おいてアクセス履歴の提供設定を「提供しない」に設定していただくものとします。 

 

■ 閲覧対象番号の利用者の変更 

閲覧対象番号の利用者を変更又は閲覧対象端末の貸与をされる場合等において、本サイ

トにおいてアクセス履歴の提供設定を「提供する」と設定している場合には、変更された

利用者等のアクセス履歴も閲覧者に対して提供されます。 

そのため，閲覧対象番号の利用者の変更等を行う際は、必ず本サイトにおいてアクセス

履歴の提供設定を「提供しない」と設定し、変更後の利用者に対し、本機能の内容及び履

歴閲覧に対する同意方法をご説明下さい。 

なお、当社は、当該利用者の変更により履歴提供者その他の第三者に生じた損害につい

て一切の責任を負わないものとします｡ 

 

■ データの削除 

本機能の利用等が終了した場合には､当社は当社の設備に保管されている履歴提供者に

関するデータ（入力情報、設定情報等の全ての情報）の全部または一部を削除できるもの

とします｡ 

 

■ 権利譲渡等の禁止 

履歴提供者は、当社の事前の書面による同意なしに、本機能を通じて生じた履歴提供者

の権利若しくは義務を譲渡し、承継させ、貸与し、または担保の用に供することは出来な

いものとします。 

 

■ 本規約の変更について 

当社は、履歴提供者の同意なく､本規約を変更することができるものとし、履歴提供者
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はこれに従うものとします｡なお、当社が本規約を変更する場合､当社ホームページ上にて

告知するものとします｡ 

 

■ 損害賠償 

履歴提供者の行為によって当社が損害を受けた場合、履歴提供者はその損害を賠償する

ものとします。 

 

■ 紛争の解決 

本規約に関する準拠法は日本法とします。また、本規約に関連して訴訟の必要が生じた

場合は、東京地方裁判所を一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

以上 
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