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第１章  総則 

 

（規約の適用） 

第１条 株式会社オプテージ（以下「当社」といいます。）は、迷惑メールチェックゲートウェイ利用規約（料

金表を含みます。以下「規約」といいます。）を定め、これにより迷惑メールチェックゲートウェイを提供

します。 

 

（規約の変更） 

第２条 当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の

規約によります。 

２ 本規約の変更は、契約者に通知された時に効力を生じるものとします。 

 

（用語の定義） 

第３条 この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用 語 用語の意味 
１ 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 

２ 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備

を他人の通信の用に供すること 

３ 迷惑メールチェック

ゲートウェイ 

迷惑メールを判別またはフィルタリングすることができる当社が提供する

サービス 

４ 迷惑メールチェック

ゲートウェイ契約 

当社から迷惑メールチェックゲートウェイのサービス提供を受けるための

契約 

５ 契約者 当社と迷惑メールチェックゲートウェイ契約を締結している者 

６ 迷惑メールチェック

ゲートウェイサービス

取扱局 

電気通信設備を設置し、それにより迷惑メールチェックゲートウェイに関

する業務を行う当社の事業所 

７ 迷惑メールチェック

ゲートウェイサービス

取扱所 

迷惑メールチェックゲートウェイに関する契約事務を行う当社の事業所、

および当社の委託により迷惑メールチェックゲートウェイに関する契約事

務を行う者の事業所 

８ 迷惑メール 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律および特定商取引に関する

法律に定義される迷惑メールに抵触するまたは抵触すると思われる電子メ

ールであって、当社が別に定める当社の協力会社の判断基準に基づき判定

される電子メール 

９ 消費税相当額 消費税法（昭和63年法律第108号）および同法に関する法令の規定に基づき

課税される消費税の額並びに地方税法（昭和25年法律第226号）および同法

に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 

 

 

第２章  契約 

 

（迷惑メールチェックゲートウェイの品目） 

第４条 迷惑メールチェックゲートウェイには、料金表第１表（料金）に規定する品目があります。 

 

（契約の単位） 

第５条 当社は、１の独自ドメイン名につき１の迷惑メールチェックゲートウェイ契約を締結します。この 

場合、契約者は１の迷惑メールチェックゲートウェイ契約につき１人とします。 

 

（契約申込をすることができる者の条件） 

第６条 迷惑メールチェックゲートウェイ契約の申込みをすることができる者は、次のいずれかの当社の電

気通信サービスを利用する契約者に限ります。 
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(1) オフィスｅｏ光ネット契約約款に基づき提供するサービス 

(2) インターネットオフィス契約約款に基づき提供するサービス 

(3) ＩＰ通信網サービス契約約款に基づき提供する第１種ＩＰ通信網サービス 

(4) ｉＤＣホスティングサービス利用規約に基づき提供するレンタルサーバサービス 

(5) ＩＰ－ＶＰＮサービス契約約款に基づき提供するＩＰ－ＶＰＮサービスの付加機能「メールホスティ

ング機能」または「ホスティングパックサービス」 

(6) イーサネット網サービス契約約款に基づき提供するイーサネット網サービスの付加機能「メールホス

ティング機能」または「ホスティングパックサービス」 

(7) ニフティクラウド for KOPT 利用規約に基づき提供するサービス 

 

（契約者の同意） 

第７条 契約者は、当社が当社の協力会社が提供するソフトウェアを利用して迷惑メールであることを判定

するため、契約者に送信される電子メールのヘッダ、タイトル、内容等が自動的にチェックされることに

あらかじめ同意していただきます。 

 

（迷惑メールチェックゲートウェイ契約申込の方法） 

第８条 迷惑メールチェックゲートウェイ契約の申込みを行う場合は、次に掲げる事項を記載した当社所定

の契約申込書を迷惑メールチェックゲートウェイサービス取扱所に提出していただきます。 

(1) 迷惑メールチェックゲートウェイの品目 

(2) 契約者のメールサーバ名等、迷惑メールチェックゲートウェイの提供に必要となる事項 

(3) その他迷惑メールチェックゲートウェイ契約申込の内容を特定するために必要な事項 

 

（迷惑メールチェックゲートウェイ契約申込の承諾） 

第９条 当社は、迷惑メールチェックゲートウェイ契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って

承諾します。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その迷惑メールチェックゲートウェイ契約の申込み

を承諾しないことがあります。 

(1) 迷惑メールチェックゲートウェイを提供することが技術上著しく困難なとき。 

(2) 迷惑メールチェックゲートウェイ契約の申込みをした者が、当社の電気通信サービス、迷惑メールチ

ェックゲートウェイの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。 

(3) 迷惑メールチェックゲートウェイ契約の申込みをした者が、当社の電気通信サービス、迷惑メールチ

ェックゲートウェイに係る契約の解除を受けたことがあるとき。 

(4) 申込内容に虚偽、誤記または記入漏れがあるとき。 

(5) その他迷惑メールチェックゲートウェイに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

 

（注）契約申込みの受付は、別記３に定める迷惑メールチェックゲートウェイサービス取扱所の営業時間内

に限ります。 

 

（品目の変更） 

第10条 契約者は、迷惑メールチェックゲートウェイの品目の変更の請求をすることができます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第９条（迷惑メールチェックゲートウェイ契約申込の承諾）の規

定に準じて取り扱います。 

３ 品目変更の請求は同一月において１度までとします。 

 

（その他の契約内容の変更） 

第11条 当社は、契約者から請求があったときは、第８条（迷惑メールチェックゲートウェイ契約申込の方

法）第２号および第３号に規定する契約内容の変更を行います。 

２ 前項の請求があったときは、当社は、第９条（迷惑メールチェックゲートウェイ契約申込の承諾）の規
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定に準じて取り扱います。 

 

（迷惑メールチェックゲートウェイ契約に基づく権利の譲渡の禁止） 

第12条 契約者が迷惑メールチェックゲートウェイ契約に基づいて迷惑メールチェックゲートウェイの提供

を受ける権利は、譲渡することはできません。 

 

（契約者が行う迷惑メールチェックゲートウェイ契約の解除） 

第13条 契約者は、迷惑メールチェックゲートウェイ契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじ

め迷惑メールチェックゲートウェイサービス取扱所に書面により通知していただきます。 

 

（当社が行う迷惑メールチェックゲートウェイ契約の解除） 

第14条 当社は、次の場合には、その迷惑メールチェックゲートウェイ契約を解除することがあります。 

(1) 第19条（利用停止）の規定により迷惑メールチェックゲートウェイの利用停止をされた契約者が、な

おその事実を解消しないとき。 

(2) 第６条（契約申込をすることができる者の条件）に定める電気通信サービスの契約の解除があったと

き。 

２ 当社は、契約者が第19条(利用停止)第１項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が迷惑メ

ールチェックゲートウェイに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前

項の規定にかかわらず、迷惑メールチェックゲートウェイの利用停止をしないでその迷惑メールチェック

ゲートウェイ契約を解除することがあります。 

３ 当社は、前２項の規定により、その迷惑メールチェックゲートウェイ契約を解除しようとするときは、

あらかじめ契約者にそのことを通知します。 

 

（その他の提供条件） 

第15条 迷惑メールチェックゲートウェイ契約に関するその他の提供条件については、別記１および２に定

めるところによります。 

 

 

第３章  付加機能 

 

（付加機能の提供） 

第16条 当社は、契約者から付加機能の利用の請求があったときは、次の場合を除き、料金表第１表（料金）

に定めるところにより付加機能を提供します。 

(1) 付加機能の提供を請求した契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、または怠るおそれがある

とき。 

(2) 付加機能の提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等、当社の迷惑メー

ルチェックゲートウェイに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。 

 

（付加機能の廃止） 

第17条 当社は、次の場合には付加機能を廃止します。 

(1) その付加機能の提供を受けている契約者から、迷惑メールチェックゲートウェイ契約の解除または付

加機能の廃止の申し出があったとき。 

(2) 当社は、料金表第１表（料金）に別段の定めがあるときは、その付加機能の利用の廃止を行うことが

あります。 

 

 

第４章  利用中止等 
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（利用中止） 

第18条 当社は、次の場合には、その迷惑メールチェックゲートウェイの利用を中止することがあります。 

(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 

(2) 天災、事変、その他の非常事態が発生、もしくは発生するおそれがあるとき。 

(3) 迷惑メールチェックゲートウェイが正常に動作せず、サービスを継続して提供することが著しく困難

であるとき。 

(4) 第21条（通信利用の制限）の規定により、通信の利用を中止するとき。 

２ 当社は、前項の規定により迷惑メールチェックゲートウェイの利用を中止するときは、あらかじめその

ことを契約者に通知します。 

ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 

 

（利用停止） 

第19条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、６ヶ月以内で当社が定める期間（その迷惑メー

ルチェックゲートウェイの料金その他の債務（この規約の規定により、支払いを要することとなった迷惑

メールチェックゲートウェイの料金、工事に関する費用または割増金等の料金以外の債務をいいます。以

下この条において同じとします。）を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間）、

その迷惑メールチェックゲートウェイの利用を停止することがあります。 

(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。 

(2) 第33条（利用に係る契約者の義務）の規定に違反したとき。 

(3) 前２号のほか、この規約の規定に反する行為であって、迷惑メールチェックゲートウェイに関する当

社の業務遂行または、当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし、またはこれをおよぼす恐れのある

行為をしたとき。 

２ 当社は、前項の規定により迷惑メールチェックゲートウェイの利用停止をするときは、あらかじめその

理由、利用停止をする日および期間を契約者に通知します。 

 

（接続休止） 

第20条 当社は、迷惑メールチェックゲートウェイに係る当社の協力会社の事業の休止等により、契約者が

迷惑メールチェックゲートウェイの全部を利用できなくなった場合は、迷惑メールチェックゲートウェイ

を接続休止（一時的に利用できなくすることをいいます。）します。 

ただし、その迷惑メールチェックゲートウェイについて、契約者から迷惑メールチェックゲートウェイ

契約の解除の通知があったときは、この限りでありません。 

２ 当社は、前項の規定により接続休止しようとするときは、あらかじめ、その契約者にそのことを通知し

ます。 

３ 第１項の接続休止の期間はその接続休止をした日から起算して１年間とし、当社は、その接続休止の期

その経過した日において、その迷惑メールチェックゲートウェイ契約を解除することがあります。この場

合は、その契約者にそのことを通知します。 

 

 

第５章  利用の制限 

 

（通信利用の制限） 

第21条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認めた

ときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要

な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱う

ため、電子メールサービスに関する通信利用の制限があったときは、迷惑メールチェックゲートウェィに

おいても利用の制限を行うことがあります。 
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第６章  料金等 

 

（料金および工事等に関する費用） 

第22条 当社が提供する迷惑メールチェックゲートウェイの料金等は、料金表に定めるところによります。 

 

（定額利用料の支払義務） 

第23条 契約者は、その迷惑メールチェックゲートウェイ契約に基づいて当社が迷惑メールチェックゲート

ウェイの提供を開始した日（付加機能の提供についてはその提供を開始した日）から起算して、契約の解

除があった日（付加機能についてはその廃止があった日）の前日までの期間（提供を開始した日と解除ま

たは廃止のあった日が同一の日である場合は、１日間とします。）について、当社が提供する迷惑メールチ

ェックゲートウェイの態様に応じて料金表第１表（料金）に規定する料金のうち月額で規定されているも

の（以下「定額利用料」といいます。）の支払いを要します。 

２ 前項の期間において、利用停止または利用中止により迷惑メールチェックゲートウェイを利用すること

ができない状態が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。 

(1) 利用停止または利用中止があったときは、契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要します。 

(2) 前号の規定によるほか、契約者は、次の場合を除き、迷惑メールチェックゲートウェイを利用できな

かった期間中の定額利用料の支払いを要します。 

区 別 支払いを要しない料金 
迷惑メールチェックゲートウェイの接続休止をし

たとき。 
接続休止をした日から起算し、再び利用できる状

態とした日の前日までの日数に対応するその迷惑

メールチェックゲートウェイについての定額利用

料 
３ 当社は、支払いを要しないこととされた定額利用料が既に支払われているときは、その料金を返還しま

す。 

４ 第２項の規定にかかわらず、料金表第１表（料金）に別段の定めがある場合は、その定めるところによ

ります。 

 

（工事費の支払義務） 

第24条 契約者は、迷惑メールチェックゲートウェイ契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾

を受けたときは、料金表第２表（工事に関する費用）に規定する工事費の支払いを要します。 

ただし、工事の着手前にその迷惑メールチェックゲートウェイ契約の解除またはその工事の請求の取消

し（以下この節において「解除等」といいます。）があった場合は、この限りでありません。この場合、

既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。 

 

（手続きに関する料金の支払義務） 

第25条 契約者は、迷惑メールチェックゲートウェイ契約に係る手続きを要する請求をし、その承諾を受け

たときは、料金表第３表（事務手数料）に規定する事務手数料の支払いを要します。 

 

（料金の計算方法等） 

第26条 料金の計算方法並びに料金および工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによ

ります。 

 

（保証金） 

第27条 当社は、契約者（新たに契約者となる者を含みます。以下この条において同じとします。）が次のい

ずれかに該当する場合に、料金表第１表（料金）に規定する定額利用料の３ヶ月分に相当する額を超えな

い範囲で当社が別に定める条件に従って保証金を預けていただくことがあります。 

(1) 契約者が現に利用している当社の電気通信サービスの料金について、支払期日を経過してもなお支払

わなかった場合 
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(2) 支払期日を経過してもなお料金を支払わないことが予想される場合 

２ 当社は、迷惑メールチェックゲートウェイ契約が消滅した場合には、保証金を契約者が支払うべき料金

に充当し、その残額を返還します。 

 

（注）本条第１項に規定する当社が別に定める条件は、保証金に利息を付さないことを条件として預けてい

ただくこととします。 

 

（割増金） 

第28条 契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、そ

の免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）の２倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を

割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。 

 

（延滞利息） 

第29条 契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を経過してもなお支払いが

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期間について、年14.5％の割合で計算して得

た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。 

ただし、支払期日の翌日から10日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。 

 

 

第７章  損害賠償 

 

（責任の制限） 

第30条 当社は、迷惑メールチェックゲートウェイを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由

によりその提供をしなかったときは、その迷惑メールチェックゲートウェイが全く利用できない状態（当

該契約に係る全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みます。以

下この条において同じとします。）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、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、迷惑メールチェックゲートウェイ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。以下この条にお

いて同じとします。）に対応する当該迷惑メールチェックゲートウェイに係る定額利用料（その迷惑メー

ルチェックゲートウェイの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額に限ります。）

を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。 

３ 当社は前２項の場合を除き契約者（契約者に係る第三者を含みます。以下この条において同じとします。）

に係る一切の損害を賠償しないものとし、契約者は当社に当該損害についての請求をしないものとします。

また、契約者は、迷惑メールチェックゲートウェイの利用により第三者に対し損害を与えた場合、自己の

責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。 

４ 本条第２項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定にあたって

は、料金表通則の規定に準じて取扱います。 

５ 当社の故意または重大な過失により迷惑メールチェックゲートウェイの提供をしなかったときは、前４

項の規定は適用しません。 

 

（免責） 

第31条 当社は、迷惑メールチェックゲートウェイに係る電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工

事にあたって、契約者の通信や設備に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであると

きは、その損害を賠償しません。 

２ 当社は、この規約の変更により契約者設備および当社または他事業者が提供する電気通信サービス等の

改造または変更（以下この条において「改造等」といいます。）を要する場合であっても、その改造等に

要する費用については負担しません。 
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第８章  雑則 

 

（承諾の限界） 

第32条 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難な

とき、または保守することが著しく困難である等、迷惑メールチェックゲートウェイ契約に関する当社の

業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求

をした者に通知します。 

ただし、この規約において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。 

 

（利用に係る契約者の義務） 

第33条 契約者は、次のことを守っていただきます。 

(1) 当社または第三者の著作権その他の権利を侵害する行為をしないこと。 

(2) 迷惑メールチェックゲートウェイによりアクセス可能な当社または第三者の情報を改ざん、消去する

行為をしないこと。 

(3) 第三者になりすまして迷惑メールチェックゲートウェイを利用する行為をしないこと。 

(4) 当社の設備に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為をしないこと。 

(5) 本人の同意を得ることなく、または詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為をしないこ  

と。 

(6) その他、法令、この規約もしくは公序良俗に反する行為、迷惑メールチェックゲートウェイの運営を

妨害する行為、当社の信用を毀損する行為、または当社もしくは第三者に不利益を与える行為をしない

こと。 

(7) その他前各号に該当するおそれのある行為、またはこれに類する行為を行わないこと。 

２ 契約者は、前項の規定に違反して当社の電気通信設備等を毀損したときには、当社が指定する期日まで

にその修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。 

 

（契約者に対する通知） 

第34条 契約者に対する通知は、当社の判断により以下のいずれかの方法により行うことができるものとし

ます。 

(1) 当社のホームページ上に掲載し通知します。この場合には、掲載された時点で全ての契約者に対し通

知が完了したものとします。 

(2) 契約者が申込みの際に申込書に記載した契約者の電子メールアドレス宛に電子メールを送信し通知し

ます。この場合、電子メールを送信した時点で全ての契約者に対し通知が完了したものとします。 

(3) 契約者が申込みの際に申込書に記載したＦＡＸ番号にＦＡＸを送信し通知します。この場合、ＦＡＸ

を送信した時点で全ての契約者に対し通知が完了したものとします。 

(4) その他、当社が適切と判断する方法で通知します。この場合は、当社が通知方法を指定した時点で、

契約者に通知が完了したものとします。 

２ この規約または関連法令において書面による通知手続が必要なものの場合には、前項各号の手続きによ

らず書面にて通知します。 

 

（法令に規定する事項） 

第35条 迷惑メールチェックゲートウェイの提供または利用にあたり、法令に規定のある事項については、

その定めるところによります。 

 

（閲覧） 

第36条 この規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。 
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（準拠法） 

第37条 本規約の成立、効力、解釈および履行は日本国法に準拠するものとします。 

 

（紛争の解決） 

第38条 本規約の条項または本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議

し、できる限り円満に解決するものとします。 

２ 本規約に関する紛争は大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。 

 

（サービスの終了） 

第39条 当社は、次の場合には、迷惑メールチェックゲートウェイを終了することがあります。 

(1) 経営上、技術上等の理由により迷惑メールチェックゲートウェイが適性かつ正常な提供ができなくな

りサービスの運営が事実上不可能になったとき。 

(2) その他の理由で迷惑メールチェックゲートウェイが提供できなくなったとき。 

２ この場合、当社は契約者に事前に通知を行うものとします。 
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別記 

 

１ 契約者の氏名等の変更 

(1) 契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所または料金等請求書の送付先の変更があったとき

は、そのことを速やかに迷惑メールチェックゲートウェイサービス取扱所に届け出ていただきます。 

(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくこと

があります。 

 

２ 契約者の地位の承継 

(1) 相続または法人の合併により契約者の地位の承継があったときは、相続人または合併後存続する法人

もしくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて速やかに迷惑メ

ールチェックゲートウェイサービス取扱所に届け出ていただきます。 

(2) (1)の場合に、地位を承継した者が２人以上あるときは、そのうちの１人を当社に対する代表者と定

め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。 

(3) (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの１人を代表者として

取り扱います。 

 

３ 迷惑メールチェックゲートウェイサービス取扱所の営業時間 

迷惑メールチェックゲートウェイサービス取扱所の営業時間は、土曜日、日曜日および祝日（国民の祝

日に関する法律（昭和23年法律第178号）の規定により休日とされた日並びに12月29日から１月３日まで

の日をいいます。）および５月１日を除く毎日午前９時から午後５時までの時間とします。 
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料  金  表 
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料 金 表 

通則 

 

（料金の計算方法等） 

１ 当社は、契約者がその迷惑メールチェックゲートウェイ契約に基づいて支払う料金は、料金月（１の暦

月の起算日（当社が迷惑メールチェックゲートウェイ契約に定める毎暦月の一定の日をいいます。）から

次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。）に従って計算します。 

２ 当社は、次の場合が生じたときは、定額利用料をその利用日数に応じて日割りします。 

(1) 料金月の初日以外の日に迷惑メールチェックゲートウェイの提供の開始（付加機能についてはその提

供を開始した日）があったとき。 

(2) 料金月の初日以外の日に迷惑メールチェックゲートウェイの解除（付加機能についてはその廃止があ

った日）があったとき。 

(3) 料金月の初日に迷惑メールチェックゲートウェイの提供の開始（付加機能についてはその提供を開始

した日）を行い、その日にその迷惑メールチェックゲートウェイ契約の解除（付加機能についてはその

廃止があった日）があったとき。 

(4) 料金月の初日以外の日に月額料金の額の改定があったとき。この場合、改定後の定額利用料は、その

改定があった日から適用します。 

(5) 料金月の初日以外の日に迷惑メールチェックゲートウェイの品目の変更等により定額利用料の額が増

加または減少したとき。この場合、増加または減少後の定額利用料は、その増加または減少のあった日

から適用します。 

(6) 第23条（定額利用料の支払義務）の表の規定に該当するとき。 

３ ２の規定による定額利用料の日割は、暦日数により行います。 

４ 第30条（責任の制限）第４項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金の

算定にあたっては、２および３の規定に準じて取り扱います。 

５ 当社は、迷惑メールチェックゲートウェイ契約に関する当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金

月の起算日を変更することがあります。 

 

（端数処理） 

６ 当社は、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、その端数を切り

捨てます。 

 

（料金等の支払い） 

７ 契約者は、料金および工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が定める方法によ

り、当社が指定する迷惑メールチェックゲートウェイサービス取扱所または金融機関等において支払って

いただきます。 

８ 料金および工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 

 

（料金の一括後払い） 

９ 当社は、当社に特別の事情がある場合は、７および８の規定にかかわらず、契約者の承諾を得て、２ヶ

月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。 

 

（前受金） 

10 当社は、料金または工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件

に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。 

 

（注）10で規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かることとしま

す。 
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（消費税相当額の加算） 

11 迷惑メールチェックゲートウェイに関する料金額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した

額とします。 

 

 

 

（料金等の臨時減免） 

12 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨時に、

その料金または工事に関する費用を減免することがあります。 

 

（注）当社は、料金等の減免を行ったときは、関係の迷惑メールチェックゲートウェイサービス取扱所に掲

示する等の方法により、そのことを周知します。 
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第１表 料金 

１ 適用 

区 分 内   容 

(1) 品目に係る料金

の適用 

当社は、迷惑メールチェックゲートウェイの料金を適用するにあたって、次表の

とおり品目を定めます。 

 品 目 内   容  

スタンピングタイプ 契約者に係るメールアドレスへ送信される電子メー

ルのうち、迷惑メールと判定された電子メールに対

してその旨を表示することができるもの。 

ブロッキングタイプ 契約者に係るメールアドレスに送信される電子メー

ルのうち、迷惑メールと判定された電子メールを当

社が準備する隔離フォルダに蓄積することができる

もの。 

備考 

１ 迷惑メールの判定はソフトウェアの判定基準によるものとし、迷惑メー

ル全ての排除を保証するものではありません。 

２ 当社は、電子メールの未達等、迷惑メールチェックゲートウェイの利用

に伴い発生する損害については一切の責任を負わないものとします。 

３ 当社は、隔離フォルダに蓄積している迷惑メールについて、滅失、毀損、

漏洩または改ざん等があった場合であっても、その結果発生する損害につ

いて責任を負いません。 

４ 当社は、契約の解除があった場合は、あらかじめ契約者に対して通知す

ることなく蓄積していた電子メールを削除します。この場合において、当

社は迷惑メールの削除を行ったことにより発生する損害については責任を

負いません。 

５ 各品目のその他提供条件、仕様については当社が別に定めるところによ

ります。 

 

(2) セット割引料金

の適用 

当社は、別表に定めるところにより、当社が指定する当社の電気通信サービス契

約とのセット利用における料金を適用します。 

(3) 付加機能に係る

料金の適用 

当社が提供する付加機能を利用した場合には、２（料金額）に規定する付加機能

利用料を適用します。 
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２ 料金額 

２－１ 基本額 

10メールアドレスごとに 

品目 料金額（月額） 

スタンピングタイプ ２，０００円（税抜） 

ブロッキングタイプ ２，０００円（税抜） 

備考 

ブロッキングタイプに限っては、１のメールアドレスにつき10MBの隔離フォルダを提供します。 

 

 

２－２ 付加機能利用料 

区 分 単 位 料金額（月額） 

隔離フォルダ

蓄積追加機能 

契約者のメールアドレスに送信される

迷惑メールを隔離フォルダに追加して

蓄積する機能をいいます。 

１のメールアド

レスにつき隔離

フ ォ ル ダ 容 量

10MB追加ごとに 

２，０００円（税抜） 

備

考 

ア 本機能は、ブロッキングタイプにのみ提供します。 

イ 隔離フォルダの蓄積容量追加は10メールアドレス単位とします。 

ウ 隔離フォルダの蓄積容量は、１のメールアドレスごとに10MB単位で最大140MB

まで変更できます。 

エ 隔離フォルダの蓄積容量は、１のドメインに係るメールアドレスでは同一容

量とします。 

オ 隔離フォルダに蓄積することができる期間は30日間とします。 

カ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、一切責任を負いませ

ん。 

キ 当社の協力会社の提供するソフトウェアのバージョンアップや変更に伴い、

契約者に発生する当社あるいは他事業者の費用および契約者の設備変更に必要

となる費用について、当社は負担しません。 
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第２表 工事に関する費用 

１ 適用 

区 分 内   容 

(1) 工事費の適用 工事費は、工事を要することとなる迷惑メールチェックゲートウェイのサーバ等の

工事について、１の工事ごとに適用します。 

(2) 工事の適用区

分 

工事の適用区分は次のとおりとします。 

 工事の区分 適 用  

(ｱ) 初期工事費 迷惑メールチェックゲートウェイの利用の開始に伴

う、迷惑メールチェックゲートウェイサービス取扱局

内のサーバの初期設定を行う場合に適用します。 

(ｲ) メールアドレス数

変更工事費 

迷惑メールチェックゲートウェイを利用するメール

アドレス数の設定を変更する場合に適用します。 

(ｳ) 転送先メールサー

バ変更工事費 

迷惑メールチェックゲートウェイの転送先メールサ

ーバの設定を変更する場合に適用します。 

(ｴ) 隔離フォルダ容量

変更工事費 

ブロッキングタイプに限ってのみ提供する付加機能

の隔離フォルダ容量を変更する場合に適用します。 

(ｵ)品目変更工事費 迷惑メールチェックゲートウェイの品目を変更する

場合に適用します。 

  (ｶ) その他設定変更工

事費 

(ｱ)から(ｵ)によらない工事を要する場合に適用しま

す。 

 
(3) 割増工事の適

用 

当社は、次の工事を行った場合には、２（工事費の額）に別に算定する実費を加算

して適用します。 

(ｱ) 当社が契約者に代わって行う、迷惑メールチェックゲートウェイの利用に係

る設定等の工事 

(ｲ) その他当社が別に定める工事 

(4) 工事費の減額

適用 

当社は、２（工事費の額）の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工

事費の額を減額して適用することがあります。 

 

２ 工事費の額 

区 分 単 位 工事費の額 

(1) 初期工事費 １の工事ごとに １０，０００円（税抜） 

(2) メールアドレス数変更工事費 １の工事ごとに ３，０００円（税抜） 

(3) 転送先メールサーバ変更工事費 １の工事ごとに ６，０００円（税抜） 

(4) 隔離フォルダ容量変更工事費 １の工事ごとに ３，０００円（税抜） 

(5) 品目変更工事費 １の工事ごとに ６，０００円（税抜） 

(6) その他設定変更工事費 １の工事ごとに ３，０００円（税抜） 

備考 

特別な工事を要する場合には、１（工事費の適用）(3)（割増工事の適用）で定める費用を支払って

いただきます。 
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第３表 事務手数料 

１ 適用 

区 分 内   容 
事務手数料に係る料

金の適用 
契約者からの請求により、迷惑メールチェックゲートウェイの利用に必要となる

各種設定情報の通知書（以下「ＩＤ通知書等」といいます。）の再発行を行う場

合には、契約者は、２（料金額）に規定するＩＤ通知書等再発行手数料の支払い

を要します。 

 

２ 料金額 

種 別 単 位 料金額 

ＩＤ通知書等再発行手数料 １発行ごとに １，０００円（税抜） 
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別表 セット割引料金の適用 

 

１ 当社は、迷惑メールチェックゲートウェイ契約と当社のクライアントセキュリティサービス契約または

メールウイルスチェックゲートウェイ契約のいずれかを利用している契約者から申出があった場合は、そ

の基本額については、料金表第１表（料金）に規定する基本額に代えて、次表のセット割引料金を適用し

ます。 

（１）基本額 

10メールアドレスごとに 

品目 料金額（月額） 

スタンピングタイプ １，６００円（税抜） 

ブロッキングタイプ １，６００円（税抜） 

２ セット割引は、契約者が指定する１の迷惑メールチェックゲートウェイ契約に限り１の割引を適用しま

す。 

３ セット割引料金の適用は、セット利用の申出を当社が承諾した日から開始します。 

４ 当社は、セット割引の適用を受けている迷惑メールチェックゲートウェイ契約について、次のいずれか

に該当する場合には、その日をもってセット割引の適用を廃止します。 

（ア）当該迷惑メールチェックゲートウェイ契約の解除があったとき。 

（イ）セット利用されている当社のクライアントセキュリティサービス契約またはメールウイルスチェッ

クゲートウェイ契約の解除があったとき。 

（ウ）その他セット割引の条件に適合しなくなったとき。 
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附 則 

（実施期日） 

１ この規約は、平成20年３月１日から実施します。 

（経過措置） 

２ 平成20年３月１日から平成20年６月30日までの間に、迷惑メールチェックゲートウェイ契約の申込みが

あり、同期間内にサービス提供開始日が属する場合には、サービス開始日から平成20年６月30日の間につ

いて、料金表第１表（料金）２（料金額）２－１、２－２及び料金表第２表（工事に関する費用）２（工

事費の額）(1)に規定する額に代えて０円を適用します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成21年１月13日から実施します。 

（経過措置） 

２ 平成21年１月13日から平成21年３月31日までの間に、迷惑メールチェックゲートウェイ契約の申込みが

あり、当社がその申し込みを承諾した場合は、当社は、その迷惑メールチェックゲートウェイの提供を開

始した日の属する暦月から３ヶ月間については、料金表第１表（料金）２（料金額）２－１に規定する額

に代えて０円を適用します。 

３ 平成21年１月13日から平成21年３月31日までの間に、迷惑メールチェックゲートウェイ契約の申込みが

あり、当社がその申し込みを承諾した場合は、当社は、料金表第２表（工事に関する費用）２（工事費の

額）(1)に規定する額に代えて０円を適用します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成21年５月12日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成26年４月１日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成28年４月１日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、２０１９年４月１日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、２０１９年１０月１日から実施します。 

 

附則 

（実施期日） 

 この改正規定は、２０２２年２月１日から実施します。 

 


