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法人みまもり管理サービス（ケータイ）ご利用規約 

 

1 定義  

法人みまもり管理サービス（ケータイ）ご利用規約（以下「本規約」という。）において用い

られる用語は、次の各号の通り定義します。  

(1)「本サービス」とは、ソフトバンク株式会社（以下「当社」という。）が、当社の契約者

に対して「法人みまもり管理サービス（ケータイ）」の名称で提供する、本サービス対象

端末に対する本体設定及び位置検索サービスをいいます。なお、本サービスは契約者と同

一請求番号内におけるみまもりケータイ回線を対象とします。  

(2)「契約者」とは、本サービスにお申し込みいただいた方で、当社がそのお申込みを承諾し

た法人をいいます。 

(3)「検索者」とは、契約者から本サービスを利用する権限を与えられ、位置提供者の所持す

る被検索端末に対して検索の要求（以下「検索要求」という。）を行う者をいいます。 

(4)「被検索番号」とは、本サービスを利用した位置情報検索の対象として、契約者が指定し

た携帯電話番号をいいます。 

(5)「被検索端末」とは、被検索番号が登録された USIM カードが挿入されている携帯電話機を

いいます。 

(6)「位置提供者」とは、被検索端末を所持する者であって、当該被検索端末に対する検索者

からの検索要求に応じ、被検索端末にて取得した位置情報を、検索者に対して提供する者

をいいます。 

(7)「位置情報」とは、被検索端末が利用中のネットワーク情報から GPS 情報を抽出すること

で得られた被検索端末のおおまかな所在に関わる位置情報をいいます。 

(8)「当社システム」とは、当社が、本サービスを提供するために設置及び管理する電気通信

設備等をいいます。 

(9)「本サービス対象端末」とは、当社が本サービスを提供する対象として別途指定する携帯

電話端末をいいます。 

(10)「みまもりケータイ専用プラン」とは、当社が本サービス対象端末向けに提供する専用の

料金プランをいいます。なお専用料金プランは本サービス対象端末の機種毎に異なる場合

があります。 

(11)「みまもりケータイ回線」とは、本サービス対象端末に係る契約回線をいいます。 

(12)「請求先番号」とは、各携帯電話回線に係る請求先ごとに当社が付与する番号をいいます。 

(13)「みまもり地図表示機能」とは、本サービスを用いて、当該被検索端末（みまもりケータ

イ 3 またはみまもりケータイ 4 に限る。）の位置情報を地図上に表示する機能をいいます。 

(14)「電池残量確認機能」とは、本サービスを用いて、当該被検索端末（みまもりケータイ 3

に限る。）に係る電池残量の確認をリモートで行う機能をいいます。 

(15)「端末状態確認機能」とは、本サービスを用いて、当該被検索端末（みまもりケータイ 4

に限る。）に係る電池残量等の端末の状態および設定内容の確認をリモートで行う機能を

いいます。 

(16)「法人モード」とは、本サービスを用いて、当該被検索端末（みまもりケータイ 4 に限る。）

に係る端末機能を制限し、通話機能に特化した操作モードを指します。本モードの状態で

はない状態を「通常モード」といいます。 

 

 

2 ご利用にあたり  

(1) 本サービスをご利用いただく場合、本規約の内容について同意いただく必要があります。

なお、本サービスのご利用を以って、本規約に同意いただいたものとみなします。  

位置提供者は、当社所定の手続きに従って、自己の責任において、検索者からの検索要求を

受信し、位置情報を提供することとします。また、検索者が位置検索機能を利用して被検索

端末の位置情報を受領することについて、当社は一切の責任を負わないものとします。 
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(2) 本サービスの目的及び同意の取得方法について 

1. 本サービスは、被検索端末の位置検索を行うことを主な目的としています。 

2. 本サービスをご利用いただく場合、契約者は、位置提供者に対して、下記の事項を十分

に説明し、理解を得たうえで、位置情報の提供に関する位置提供者の同意を取得するも

のとします。ただし、完全な同意を得ることが困難な未成年者等が位置提供者である場

合（位置提供者が、契約者の従業員等である場合を除く。）等には、当該位置提供者に

対し本サービスを利用して位置検索をすることはできません。 

記 

① 本サービスが、被検索端末の位置検索を目的として提供されていること 

② 位置提供者が被検索端末を所持することにより、検索者に対して、自らの位置情報が

提供されること 

③ 検索結果は、位置提供者に対する都度の通知なしに検索者に対して提供されること 

④ 検索者に対して提供される検索結果の内容・利用目的・利用する者の範囲 

⑤ 位置提供者は、自らの所持する被検索端末の電源を切ることにより、自らの位置情報

が検索者に対して送出されることを防止できること 

3. 契約者が、位置提供者から位置情報の提供を拒否された場合には、本サービスの一括許

諾設定機能を用いて、当該位置提供者に係る被検索端末の位置情報送出に関する応答設

定を一時停止（検索者からの検索要求に対する応答を一時的に停止し、被検索端末の位

置情報の提供を拒否する設定をいう。）にするものとします。 

4. 位置提供者が契約者に対して位置情報の提供に同意した場合であっても、位置提供者は、

いつでもその同意を撤回できるものとし、契約者は、位置提供者が同意を撤回した場合、

前項と同様の措置をとるものとします。 

(3) 本サービス対象端末を第三者に提供し、当該端末からの音声通話やメールを直接受けとる

などして、駆付けサービス等のサービスを事業として有償で提供される場合には、警備業法

の認定等が必要となる場合があります。該当するおそれのある場合は、所轄警察署を通じて

都道府県公安委員会へご相談いただけますようお願いいたします。 

 

3 権利について  

本サービス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。  

 

4 ご利用上の制約について  

契約者は、次の事項を予め了承するものとします。  

(1)ご利用できる回線 

1. 本サービスは法人名義でのみまもりケータイ回線契約者専用のサービスです。 

2. 本サービスをご利用いただくには、本サービスへのお申込みとは別に、みまもりケータ

イ専用プランへのお申込みが必要となります。 

(2)本サービス対象端末機種 

みまもりケータイ、みまもりケータイ 2、みまもりケータイ 3 及びみまもりケータイ 4

を対象とします。 

詳細は、当社ホームページにてご確認ください。 

(3)本サービスのお申込みについて  

1. 本サービスをご利用いただくには、本規約をご承諾のうえ、当社所定の方法により回線

単位でサービス利用申込登録を行っていただくこと、ならびに「法人コンシェルサイト」

への登録及びオーナーID･パスワードを取得することが必要となります。なお、本サービ

スを申込まれたみまもりケータイ回線と同一の請求先番号内の携帯電話回線（契約者と

同一名義の回線か否かを問わない。）において、既に法人コンシェルサイトの登録がさ

れている場合には、新たな法人コンシェルサイトへの登録及びオーナーID・パスワード

の取得は必要ありません。既に登録されている法人コンシェルサイトのオーナーID･パス

ワードを用いて、被検索端末に対する本体設定、検索要求、利用履歴の閲覧等を行うこ
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とができます。当該オーナーID・パスワードを用いて行われた行為（本サービスを利用

した被検索端末に対する本体設定、検索要求、利用履歴の閲覧等の行為を含む。）は、

契約者もしくは契約者の許諾を受けた第三者によってなされたものとみなします。法人

コンシェルサイトのオーナーID・パスワードの管理、利用等については、契約者の責任

において行っていただくものとします。 

2. 契約者は、本サービスにて同一の請求先番号内にある本サービス対象端末に対して、本

体設定をすること、検索要求を行うこと等について、同一請求先番号内の全てのみまも

りケータイ回線の契約名義人及び位置提供者から事前に承諾を得たうえで本サービスへ

の申込みを行うものとします。また、同一請求先番号内に新たな契約名義人のみまもり

ケータイ回線が追加される場合にも、追加前に同様の承諾を得るものとします。なお、

法人コンシェルサイトでは、同一請求先番号内の全てのみまもりケータイ回線（契約者

名義が異なるみまもりケータイ回線も含む。）が、表示対象となります。 

3. 契約者は、当社が別に指定するインターネット利用環境を契約者ご自身で整備できる方

とします。本サービスを利用するために契約者が使用する通信機器、ソフトウェアその

他これらに付随して必要となる全ての機器（以下「通信機器等」という。）は、契約者

の費用と責任において準備するものとします。当社は通信機器等の不備などによる利用

障害については、一切のサポートを行いません。また、契約者の通信機器等に保存され

るデータ及びソフトウェアプログラム等の保証は一切いたしません。  

4. 当社は、契約者から本サービスについての利用契約（以下「本サービス契約」という。）

の申込みを受けた場合であっても、本サービス契約の締結について技術上もしくは当社

業務の遂行上支障がある場合（契約者が本規約に定める条件を満たさない場合を含むが

これに限られない。）、またはそのおそれがあると判断した場合には、本サービス契約

の申込みに対して承諾しないことがあります。 

5. 当社が承諾し、契約者の地位を取得された方についても、当社の判断でその地位を取り

消すことがあります。  

6. 契約者は、本サービスに関する一切の権利を第三者に譲渡、貸与することはできません。  

(4)本サービス契約の解約 

1. 契約者が本サービス契約を解約しようとする場合は、当社所定の手続きに基づき当社へ

お申出いただきます。 

2. 契約者が本サービス契約を解約した場合、当社は当社の設備に保管されている当該被検

索番号の本サービスに関わるデータ(登録情報及び設定情報等の全ての情報をいう。) の

全てを削除するものとします。また、本サービスに関する設定情報は無効となります。 

3. 契約者がみまもりケータイ回線自体を解約した場合は、同時に本サービス契約も自動的

に解約されるものとし、当社は前項と同様の措置をとらせていただきます。 

4. 本サービス契約の解除（ご契約のみまもりケータイ回線の解約を含む。）、情報変更、ならびに対

象機種の譲渡または承継をされる際には、契約者は法人コンシェルサイトの設定場面から本サー

ビスに関する設定をリセットし、そのうえでリセット対象機種において設定情報が初期化されて

いることを確認してください。リセットが完了するまでは、設定された情報により対象機種の機

能が動作し、譲受者にて対象機種に設定されているオーナーやメンバーなどの情報が閲覧される

可能性があります。 

5. 契約者が、本サービスを利用しているみまもりケータイ回線自体を個人に譲渡した場合

やみまもりケータイ回線の請求先番号に変更があった場合、本サービス契約は自動的に

解約され、当社は第 2 項と同様の措置をとらせていただきます。 

ただし、契約者が、本サービスを利用しているみまもりケータイ回線を法人企業に譲渡

または法人企業が承継し、当該みまもりケータイ回線の請求先番号に変更がない場合、

本サービス契約は自動的に解約されず、本サービスに関連して設定した情報も保持され

ますので、譲渡しまたは承継させる際には、契約者の責任において、本サービスに関す

る設定を無効にするなどの措置を講ずるものとします。 

(5)本サービスの設定にあたって 



※ 金額はすべて税抜となります。 

※ サービス内容および提供条件は、改善等のため予告なく変更する場合がございます。 

 

4 

1. クッキーの使用  

本サービスでは、セッション管理を安全に行うために、サービス利用時、契約者のコ

ンピュータにクッキーと呼ばれる情報を送る場合があります。クッキーなしでは、ご

利用に制限が発生したり、ご利用いただけなったりすることがあります。  

2. 接続履歴の記録  

当社は、法人コンシェルサイトへの接続履歴を、全て記録できるものとします。  

3. JAVA Script の使用  

本サービスでは、JAVA Script を使用しています。ブラウザの設定状態によっては画面

が正常に表示されない場合があります。画面が正常に表示されない場合は、ご利用ブ

ラウザの設定をご確認ください。設定方法に関する詳細は、ご利用ブラウザのヘルプ

をご参照ください。  

4. 情報の内容  

データ更新のタイミングにより、本サービスの内容が実際のご利用状況と異なった表

示となることがあります。また、システムメンテナンスなどにより、一時的に本サー

ビスを停止する場合がありますので、あらかじめご了承ください。  

(6)提供機能について 

本サービスでは、本サービス対象端末に対して各種設定、位置情報の検索等を行うことが

できます。本サービスの利用上の注意事項など、本サービスの詳細については、本規約別

紙「法人みまもり管理サービス（ケータイ）マニュアル」をご覧ください。 

(7)位置情報について 

1. 位置情報を検索することにより取得され、検索者に提供される情報は以下の通りです。

なお、住所情報及び地図情報の提供対象外の位置情報が取得された場合には、取得され

た緯度経度を提供します。 

・ 被検索端末より日本の国内及び国外で取得された位置情報 

・ 日本国内の住所情報 

・ 日本国内の地図情報 

※位置情報の検索には、都度、本サービスによる位置検索サービス利用料として、別紙記

載の検索利用料がかかります。ただし、検索に失敗した場合は課金されません。 

2. 本サービスでは、世界測地系方式の位置情報を日本測地系方式に変換し、住所情報及び

地図情報の取得に利用します。この測地系変換により一部、表示される住所情報及び地

図情報に誤差が生じることがあります。 

3. 本サービスで提供する住所情報・地図情報は、ヤフー株式会社の地図配信サービス（ヤ

フー株式会社が著作権を所有し、製作・運用しているサービス）を利用します。 

(8)位置情報の精度等 

本サービスにおける位置情報は、測位状況によって誤差が生じたり、また、測位が行えな

かったりする場合があります。詳細については、「ウェブご利用規約 GPS 位置情報の精

度について」をご確認ください。 

(9)ご利用上の注意事項 

1. 本サービスによる被検索端末に対する各種設定機能や位置検索機能等は、ネットワーク

経由（SMS）で行う為、被検索番号のサービス状況、被検索端末本体の状態、被検索端末

のおかれた電波状況になどによってはご利用いただけない場合があります。なお、検索

者から要求された一括設定の SMS メール配信ができない場合には、法人コンシェルサイ

ト上で配信状態の確認ができますので、配信状況をご確認のうえ、再度設定してくださ

い。 

2. 本サービスを利用して、被検索端末に対する各種設定、SMS メール配信要求及び検索要

求を一度に行うことができる数には制限があります。 

3. みまもりケータイ 3 自体は、オーナーとして 1 個及びメンバーとして最大 19 個のメール

発着信可能な電話番号または E メールアドレスを登録できる仕様ですが、みまもり地図

表示機能または電池残量確認機能を利用する場合には、当該登録枠の 1 つが、当該機能



※ 金額はすべて税抜となります。 

※ サービス内容および提供条件は、改善等のため予告なく変更する場合がございます。 

 

5 

提供に際し利用されるため、当該枠への登録ができなくなります。なお、どの枠を登録

不可な枠とするかについては、選択が可能です。 

4. みまもりケータイ 4 で本サービスを利用する場合、オーナーとしてメール発着信可能な

E メールアドレスは自動的に本サービスのシステムに登録されます。本サービスでオー

ナー宛てに配信される通知メールはオーナー登録された端末には配信されません。 

5. みまもり地図表示機能は、位置情報を記載したメール（MMS）を用いて提供される機能で

あるため、被検索番号のサービス状況、被検索端末本体の状態、被検索端末のおかれた

電波状況などによってはご利用いただけない場合があります。 

6. みまもり地図表示機能を用いて地図上に一度に表示できる位置情報の数には制限があり

ます。 

7. 本サービスを利用して取得した位置情報は、取得後一定期間を経過しますと、みまもり

地図上に表示することができなくなります。 

8. 法人モードを設定した際、当該被検索端末は受信した SMS/MMS を閲覧することが出きま

せん。ただし、送信元に対しては対象プランが定める送信料が発生いたします。 

9. 被検索端末に対する各種設定を行った後は、被対象端末の USIM カードを差し替えても、

被検索端末内の設定に変更は生じません。 

10. みまもりケータイ専用プランに係る料金プランの変更は翌請求月適用となるため、料金

プランを変更する場合、法人コンシェルサイトの変更後の料金プランに応じた設定画面

は翌請求月から利用可能となります。そのため料金プランを変更される対象機種に対し

て当月中は設定・変更できない項目が発生します。 

11. 本サービス対象端末から別の携帯電話への機種変更に伴い、みまもりケータイ専用プラ

ンを別の料金プランへと変更された場合、翌請求月に対象機種に応じた法人コンシェル

サイト設定画面に変更されるまで、当該対象機種の全ての項目において設定・変更がで

きない場合がありますので十分にご注意ください。 

12. 本サービス対象端末の USIM カードを、ご利用の本サービス対象端末用とは異なる料金プ

ランで契約された USIM カードに差し替えた場合、法人コンシェルサイトからの設定が正

しくできない場合や本サービス対象端末が正しく動作しない場合があります。 

13. 本サービスで利用されていた被検索端末を譲渡または転売等をする際には、必ず被検索

端末内の情報が初期化されていることを確認してください。 

14. 当社システムのメンテナンスの為、定期または不定期に本サービスが利用できない時間

帯が発生する場合があります。 

15. 上記注意事項の詳細、その他の本サービスの仕様及び注意事項等につきましては、本規

約別紙「法人みまもり管理サービス（ケータイ）マニュアル」をご覧ください。 

(10)サービスの中断について  

1. 当社は、次のいずれかに該当する場合、本サービスの運用の全部または一部を中断する

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  

② 本サービスに関連して、当社が設置または管理する設備の保守を定期的にまたは緊

急に行う場合  

③ 当社が、設置または管理する設備の異常、故障、障害その他本サービスを契約者に

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 

2. 当社は、理由の如何を問わず、本サービスの中断によって生じた契約者の損害について

一切責任を負わないものとします。  

 

5 利用料金  

本サービスの利用料金は、本規約別紙「料金表」の通りとします。 

なお、通信料金の詳細については、3G 通信サービス契約約款、4G 通信サービス契約約款、Yahoo!

ケータイのウェブご利用規約、法人コンシェルサイト利用規約に掲載されておりますので、そ
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ちらを御覧ください。 

 

6 パーソナルデータの取り扱い  

(1) 本サービスを提供するに当たり、当社は、お客さまのパーソナルデータを「プライバシー

ポリシー」に定めるところにより、その目的の遂行に必要な範囲において取り扱うこととし

ます。 

http://www.softbank.jp/corp/group/sbm/privacy/ 

(2) 本サービスを通じて取得した被検索端末の位置情報等は、契約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契約者、位置提供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。 

 

7 禁止事項 

契約者は、本サービス利用にあたり､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、位置提供者等本サービスを利用する者に対しても当

該事項を遵守させるものとします。 

(1) 公序良俗または法令に反する行為、その他不正の目的をもって、取得した情報を利用す

る行為 

(2) 個人または団体を差別もしくは誹謗中傷し､または名誉･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) 位置提供者を含む第三者のプライバシー権､肖像権等の権利を侵害する行為 

(5) 設備利用申込み時の登録または届出事項につき、虚偽の事実を当社に届け出る行為 

(6) 事実に反する情報を送信､または正当な権限なく情報を改ざん･消去する行為 

(7) 本サービスを本サービスの利用目的を超えて商用目的で利用する行為､またはその準備

を目的とする行為 

(8) 犯罪行為またはこれを助長する行為 

(9) 第三者または企業､団体になりすまして本サービスを利用する行為 

(10) 当社または第三者に不利益を与える行為 

(11) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為 

(12) 被検索端末を第三者に貸与または譲渡すること、本サービスの提供を受けるために契約

者が利用する端末設備または本サービスを他者に利用させることにより、位置提供者の

許可・認識なく第三者に位置情報を取得させる行為 

(13) 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 

(14) 上記各号の他、法令、本規約または公序良俗に違反する行為 

(15) 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 

 

8 違反時の措置 

当社は、契約者、位置提供者等本サービスを利用する者（以下「契約者等」という。）による

本サービスの利用が､前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､契約者に対し事前

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

因して契約者等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) 契約者等が発信または登録した情報の削除または変更の要求 

(2) 契約者等が発信または登録した情報の削除または変更の実施 

(3) 本サービスの利用の停止、終了 

 

9 免責事項  

(1) 明示、黙示を問わず、当社は本サービスの完全性、正確性、確実性、有用性等について
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いかなる保証を行うものではありません。 

(2) 本サービスの提供、遅滞、変更、中止または廃止、本サービスを通じて提供される情報

等の消失、その他本サービスに関連して発生した契約者等または第三者の損害について、

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) 携帯電話の譲渡・転売を起因とする契約者等または第三者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ください。当社は一切の責任を負いかねます。 

(4) 当社は、本サービスに関して契約者等及び第三者に生じた営業価値の損失、使用機会の

逸失、業務もしくはサービスの中断・停止またはあらゆる種類の損害（間接損害、特別

損害、付随損害、派生損害、逸失利益を含むが、これに限られない。）を含め、たとえ

これらの損害の可能性を事前に通知されていたとしても、一切の直接的、間接的、特殊

的、付随的または結果的損失、損害について一切の責任を負わず、第三者のいかなるク

レームについても責任を負わないものとします。 

(5) 当社は、本サービスが契約者の要求を満足させるものであることを保証するものではあ

りません。 

 

10 その他  

本サービス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、4G 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法人コンシェルサイト利用規約及び別途

当社が定める本サービスのご利用マニュアル等に準じます。 

 

11 本サービスの変更、中断、中止、廃止  

当社は、本サービスの提供が困難であると判断した場合（位置提供者の責に帰すべき事由によ

る場合を含む。）、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの全部または一部を変更・中断・

中止し、または廃止することができるものとします。 

 

12 特定の契約者への利用中止等 

当社は、契約者等が本規約に定める禁止事項のいずれかに該当した場合、または契約者の責め

に帰すべき理由により当社から連絡が取れない場合、その他当該契約者に対するサービス提供

の継続が困難と判断した場合（位置提供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、当該契約者への本サービスの提供を停止し、または終了することが

できるものとします。その場合､契約者等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。 

 

13 規約の変更  

当社は、契約者等の承諾を得ることなく、本規約（本規約別紙利用マニュアルを含む。）を改

訂、追加及び変更できるものとし、契約者はこれに従うものとします。その際は、法人コンシ

ェルサイト内に改訂版を掲載いたしますので、そちらで最新の内容をご確認ください。 

 

14 損害賠償  

契約者等の行為によって当社が損害を受けた場合、契約者は、その損害を賠償するものとしま

す。 

 

15 準拠法・裁判管轄  

本規約に関する準拠法は日本法とします。また、本サービスまたは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 

 

ソフトバンク株式会社 
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制定：2011 年 8 月 1 日 

改定：2012 年 1 月 20 日 

改定：2012 年 4 月 7 日 

改定：2012 年 4 月 27 日 

改定：2012 年 6 月 1 日 

改定：2013 年 8 月 23 日 

改定：2013 年 10 月 2 日 

改定：2015 年 7 月 1 日 

改定：2017 年 3 月 9 日 

改定：2022 年 4 月 1 日 
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別紙 

料金表 

 

サービスオプション名 月額利用料 

法人みまもり管理サービス（ケータイ） 300円/回線 

 

• 本サービスによる位置検索サービス利用料として、1回あたり検索利用料： 5円 / 回線がかかり

ます（ただし、検索に失敗した場合は課金されません。）。 

• 本サービスの利用料は、本サービス契約が当社との間で成立した日から課金が開始されます。 

• 本サービスの利用料の他に、対象プランの利用料等がかかります。詳細については、「みまもりケ

ータイに関する重要事項説明書（兼みまもりケータイ専用プラン提供条件書）」、「みまもりケータ

イ2に関する重要事項説明書（兼みまもりケータイ2専用プラン提供条件書）」、「みまもりケータ

イ3に関する重要事項説明書（兼みまもりケータイ3専用プラン提供条件書）」、「みまもりケータ

イ4に関する重要事項説明書 (兼みまもりケータイ4専用プラン提供条件書)」をご参照ください。 

• 本サービスをご利用いただくと、対象プランの定めにかかわらず、固定電話などソフトバンク携

帯電話以外の電話番号をオーナーに設定登録することが可能となります。この場合、オーナーへ

の音声発信またはSMS送信（SMSを受信できるソフトバンク携帯電話以外の電話番号をオーナー

に設定登録した場合に限ります。）の際は、別途、対象プランに定める通話料（国際電話の場合は

当社が別途指定する国際電話通話料）またはSMS送信料がかかります（ソフトバンク携帯電話以

外の電話番号をメンバーに設定した場合も同様となります。）。 

なお、みまもりケータイ2ならびにみまもりケータイ3をご利用の場合、本サービスのご利用の

有無に関わらず、オーナー（またはメンバー）へS！メール（MMS）／Eメールアドレスの設定登

録が可能となりますが、送受信の際は、別途、対象プランに定めるS！メール送受信料がかかり

ます。 

• 本サービスとあわせて、ホワイトライン24[モバイル]（みまもり）（月額934円/回線）をご利用

いただけます。なお、みまもりケータイ専用プランの場合、ホワイトライン24[[モバイル]（み

まもり）のご利用には本サービスへのご加入が必要です。ホワイトライン24[モバイル]（みまも

り）の詳細については、ホワイトライン24[モバイル]（みまもり）重要事項説明をご参照くださ

い。 

 

 

以上 

 


