
 

 

Office 365 with KDDI利用規約 

 

 

 （本規約の適用） 

第１条 ＫＤＤＩ株式会社（以下「当社」といいます。）は、このOffice 365 with KDDI

利用規約（以下「本規約」といいます。）、「マイクロソフトオンラインサービス使用権

説明書」（以下「使用権説明書」といいます。）、及び「マイクロソフトオンラインサー

ビス サービスレベル規約」（以下「SLA」といいます。）を定め、これらにより、Office 

365 with KDDIを提供します。 

 

 （本規約の変更） 

第２条 当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条

件は、変更後の本規約によります。 

２ 当社は、本契約者にとって不利となる本規約の変更を行う場合、あらかじめ当社の指

定するホームページに掲示することにより、個別の通知及び説明に代えさせていただく

ことができるものとします。 

 

 （用語の定義） 

第３条 本規約においては、次の用語は次の意味で使用します。 

用語 用語の意味 

本サービス 当社がMicrosoft Corporation（以下「Microsoft社」といいます。）か

らの許諾に基づきOffice 365 with KDDIの名称で提供するアプリケーシ

ョンソフトウェアサービス、電子メールサービス、会議サービス等であ

って使用権説明書に規定するサービスのうち当社が別に定めるサービス

（以下、併せて「マイクロソフトオンラインサービス」といいます。）

、及びマイクロソフトオンラインサービスに関連して当社が提供する料

金表の第３表に規定するサービスの総称 

本規約等 本規約、使用権説明書およびSLAの総称 

アカウント 当社が本規約に基づき付与する本サービスの利用権 

本契約 本規約等に基づき当社と契約者との間に締結される本サービスの提供に

関する契約 

本契約者 当社と本契約を締結している者 

管理者アカウ

ント 

当社が本契約者に付与するアカウントのうち当社が別途定める管理者権

限（別記５に定めるカスタマーコントロール機能を含みます。）を持つ

アカウント 

管理者 管理者アカウントを恒常的に利用する者 

エンドユーザ

ーアカウント 

当社が別に定める方法により、管理者が管理者アカウントを利用して当

社設備に登録することにより設定したアカウント 

本サービス取

扱所 

本サービスに関する業務を行う当社の事業所 

料金月 １の歴月の起算日（当社が本契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいい

ます。以下同じとします。）から次の歴月の起算日の前日までの間 

消費税相当額 消費税法（昭和63年法律第108号) 及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）及び同法



 

 

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 

  

注 ＫＤＤＩ株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社のａｕ（ＬＴＥ）通信サービス契約

約款又はａｕ（ＷＩＮ）通信サービス契約約款の規定（スマートバリューｆｏｒＢｕ

ｓｉｎｅｓｓに係るものに限ります。）において引用する本規約のアカウントは、本

規約料金表に定めるOffice 365 Business Essentials、Office 365 Business Premium

、Office 365 Enterprise E1、Office 365 Enterprise E3の適用に係るものに限られ

るものとします。 

 

（本規約等の適用範囲） 

第４条 本サービスのうち、マイクロソフトオンラインサービスには、本規約のほか使用

権説明書及びSLAが適用されます。但し、本規約の内容が使用権説明書又はSLAの内容と

異なる場合には、使用権説明書又はSLAの定めが優先するものとします。 

 

 （本契約の単位等） 

第５条 当社は、料金表記載の１の区分に係る申込みごとに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。 

２ 本契約の契約期間は、その本契約が締結された日から、当該日から１２ヶ月が経過す

ることとなる月の末日までとします。本契約が満了する日（以下「満了日」といいます

。）の１０日前までに本契約者から書面による特段の意思表示がない限り、満了日の翌

日（以下「更新日」といいます。）から１年間更新され、以降も同様とします。 

 

 （本申込み） 

第６条 本契約の申込み（以下「本申込み」といいます。）をするときは、当社が別に定

めるところにより、１のアカウントの申告等を伴う申込みを行っていただきます。 

２ 当社は、本申込みと同時に、当社が別に定める「KDDI ビジネスオンラインサポート利

用規約」に基づく申込みを実施したものとみなします。 

 

 （本申込みの承諾） 

第７条 当社は、本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、その本申込みを承諾しないことが

あります。 

（１）本申込みをした者が本サービスに係る料金その他の債務（以下「料金等」といいま

す。）の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。 

（２）本申込みをした者が第１８条（本サービスの利用停止）の規定により本サービスの

利用を停止されているとき、又は当社が行う本契約の解除を受けたことがあるとき。 

（３）本申込みをした者がその本申込みにあたり虚偽の申告をしたとき。 

（４）保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。  

（５）第３１条（利用に係る本契約者の義務）の規定に違反するおそれがるとき。 

（６）本規約等に違反し、又は違反する恐れがあるとき。 

（７）本申込みをした者が本規約等に同意しないとき 

（８）Microsoft社による承諾が得られないとき。 

（９）その他本サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

３ 当社は、第１項に定める承諾をしたときは、第６条に基づき申告のあった数のアカウ



 

 

ントを付与します。 

 

 （本契約に基づく権利の譲渡の禁止） 

第８条 本契約者が本契約に基づいて本サービスの提供を受ける権利は、譲渡することが

できません。 

 

 （本契約者が行う本契約の解除） 

第９条 本契約者は、本契約を解除しようとするときは、その１ヶ月前までに、当社所定

の方法により、契約事務を行う本サービス取扱所に通知していただきます。 

 

 （破産等による本契約の解除） 

第１０条 当社は、本契約者について、破産法、民事再生法又は会社更生法の適用の申立

てその他これらに類する事由が生じたことを知ったときは、直ちにその本契約を解除し

ます。 

 

 （当社が行う本契約の解除） 

第１１条 当社は、第１８条（本サービスの利用停止）の規定により本サービスの利用を

停止された本契約者がなおその事実を解消しない場合は、その本契約を解除することが

あります。 

２ 当社は、本契約者が別記３の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業

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、本

サービスの利用停止をしないでその本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、その本契約を解除しようとするときは、あらかじめ、

そのことを本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。 

 

 （本サービスの提供ができなくなった場合の措置） 

第１２条 当社は、当社又は本契約者の責めによらない理由により本サービスの提供がで

きなくなったとき（マイクロソフトオンラインサービスの提供に係る当社とMicrosoft社

との間の契約の終了による場合を含みます。）は、その本サービスに係る提供条件を変

更し、又は本契約の解除を行います。 

  ただし、その本サービスについて、本契約者から本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、本契約者の責めに帰すべき理由により本サービスの提供ができなくなったと

きは、その本契約の解除を行います。 

３ 当社は、前２項の規定により、現に提供中の本サービスについて、その提供条件の変

更（その本契約者が現に提供を受けている本サービスについて、その同一条件での提供

を継続しつつ、第７条に基づくあらたな承諾を終了するものを除きます。）又はその本

契約の解除をするときは、あらかじめ、そのことをその本契約者にお知らせします。 

 

 （本契約の契約内容の変更） 

第１３条 本契約者は、本契約の契約内容の変更（アカウントの廃止を除きます。）を行

うときは、当社所定の方法により契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただき

ます。 



 

 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第７条（本申込みの承諾）の規定に準じて取り

扱います。 

３ 前２項の規定にかかわらず、アカウントの廃止は、いずれかの料金月の末日において

、当該日の１ヶ月前までに当社が別に定める書面による通知を行った場合に限り行うこ

とができます。 

  ただし、当該日において、当社設備に利用可能な状態で登録されているアカウントに

ついては廃止されません。 

 

 （その他の提供条件） 

第１４条 本契約に係るその他の提供条件については、別記１乃至５に定めるところによ

ります。 

２ DNSオプション（本サービス取扱所に設置する特定のドメイン名管理装置及び情報の蓄

積又は転送等を行う装置等の電気通信設備並びにこれら電気通信設備に付随するコンピ

ュータプログラム等を使用して行う電気通信サービスをいい、以下同様とします。）は

、当社所定のホスティングサービス契約約款に定めるホスティングサービスに該当する

ものとし、DNSオプションをご契約された本契約者には、同約款に定めるホスティングサ

ービスに係る各条項が準用されるものとします。 

 

 （付加機能の提供）  

第１５条 当社は、本契約者から請求があったときは、次の場合を除いて、別表に規定す

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本契約者が、料金表に定める付加機能利用料の支払いを

現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。  

（２）保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるとき。  

（３）本規約等に違反し、又は違反する恐れがあるとき。 

（４）その他付加機能に関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

２ 第１３条（本契約の契約内容の変更）の規定は、付加機能について準用します。  

 

 （付加機能の廃止）  

第１６条 本契約者は、付加機能を廃止しようとするときは、あらかじめ、当社所定の方

法により、そのことを契約事務を行う本サービス取扱所に通知していただきます。  

２ 当社は、本契約者がその本契約を解除し、又は当社がその本契約を解除したときは、

本契約者から当該本契約に係る付加機能を廃止する通知があったものとして取扱います

。  

 

 （本サービスの利用中止） 

第１７条 当社は、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。 

（１）当社又はMicrosoft社等の本サービスに関する設備の保守上やむを得ないとき。 

（２）第１９条（制限等）の規定により、利用を中止するとき。 

２ 当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ、そのこ

とを本契約者にお知らせします。 

  ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。 

 

 （本サービスの利用停止） 



 

 

第１８条 当社は、本契約者が次のいずれかに該当する場合は、６か月以内で当社が定め

る期間（その本サービスに係る料金等その他の債務（当社の利用規約等の規定により支

払いを要することとなった料金等（当社が本サービスに係る料金等と一括して請求する

ものに限ります。）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、その料金等その他の債務が支払われるまでの間）、その本サービスの利用を停止

することがあります。 

（１）料金等その他の債務について、当社が定める支払期日を経過してもなお支払わない

とき。 

（２）本契約者がその本サービス又は当社と契約を締結している他の本サービスの利用に

おいて、第３１条（利用に係る本契約者の義務）の規定に違反したと当社が認めたと

き。 

（３）本契約者が当社と契約を締結している他のサービス(他の本サービスを含みます。以

下本条において同じとします。)又は締結していた他の本サービスに係る料金等その他

の債務（その契約により支払いを要することとなったものをいいます。）について、

支払期日を経過してもなお支払わないとき。 

（４）前各号のほか、本規約等の規定に反する行為であって、本サービスに関する当社の

業務の遂行若しくは当社の設備に著しい支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為

をしたとき。 

２ 当社は、複数の本契約を締結している本契約者が、そのいずれかの本契約において、

前項の規定に違反したときは、６ヶ月以内で当社が定める期間、その全ての本契約に係

る本サービスの利用を停止することがあります。 

３ 当社は、前２項の規定により本サービスの利用停止をするときは、あらかじめ、その

理由、利用停止をする日及び期間を本契約者に通知します。 

  ただし、第１項第２号若しくは前項の規定により本サービスの利用停止をする場合で

あって、緊急止むを得ないときは、この限りでありません。 

 

 （制限等） 

第１９条 本サービス又は付加機能は、本規約等に基づき本サービスの利用が制限される

ときは、その利用が制限されることがあります。 

２ 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生した場合、通信が著しく輻輳した場合、

その他当社が必要と認めた場合には、DNSオプションによる通信の利用を中止、制限する

措置を執ることがあります。 

 

 （料金） 

第２０条 当社が提供する本サービスに係る料金は、月額利用料（料金表に定める基本利

用料及び付加機能利用料をいいます。以下同じとします。）とし、料金表に定めるとこ

ろによります。 

２ 第２条第１項の定めに拘らず、マイクロソフトオンラインサービスについて料金が変

更された場合は、変更後の料金は翌更新日から適用されるものとします。 

 

 （月額利用料の支払義務） 

第２１条 本契約者は、その本契約に基づいて当社が本サービスの提供を開始した日（付

加機能については、その提供を開始した日）の属する料金月の翌料金月の初日から起算

して本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）の属する料



 

 

金月の末日までの期間（提供を開始した日の属する料金月と解除のあった日の属する料

金月が同一の料金月である場合は、その料金月の初日から末日までの期間）について、

当社が提供する本サービスの態様に応じて、料金の支払いを要します。 

２ 前項の期間において、利用停止等により本サービスを利用することができない状態が

生じたときの料金の支払いは、次によります。 

（１）利用停止があったときは、本契約者は、その期間中の料金の支払いを要します。 

（２）前号の規定によるほか、本契約者は、次の場合を除いて、本サービスを利用できな

かった期間中の料金の支払いを要します。 

区         別 支払いを要しない料金 

１ 本契約者の責めによらない理由により、本

サービスを全く利用できない状態（本サービ

スに係る電気通信設備による全ての通信に著

しい支障が生じ、全く利用できない状態と同

程度の状態となる場合を含みます。以下この

表において同じとします。）が生じた場合（

２欄に該当する場合を除きます。）に、その

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。 

そのことを当社が知った時刻以後の利

用できなかった時間（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、算出したそ

の日数に対応する料金 

（但しSLAに基づく返金が行われる場

合はこの限りではありません。） 

２ 当社の故意又は重大な過失により、その本

サービスを全く利用できない状態が生じたと

き。 

そのことを当社が知った時刻以後の利

用できなかった時間について、その時

間に対応する料金 

 

 （料金の計算方法等） 

第２２条 料金の計算方法並びに料金の支払方法は、本規約等に特段の定めがある場合を

除き、料金表通則に定めるところによります。 

 

 （SLA） 

第２３条 当社は、SLAに基づき、マイクロソフトオンラインサービスのダウンタイム（

SLAで定める定義に従います。）に応じて、本契約者に返金を行います。当該返金の請求

方法等はSLA及び当社が別途定める条件によるものとします。 

 

 （割増金） 

第２４条 本契約者は、料金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、当社が指定する期日までに支払っていただきます。 

 

 （延滞利息） 

第２５条 本契約者は、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日

数について月1.5％の割合又は法令により認められる上限の割合のいずれか低い方の割合

で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに支払っていただきます

。 

 

 （契約者の切分責任） 



 

 

第２６条 本契約者は、本サービスを利用することができなくなったときは、本契約者に

係る設備に故障等のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。 

２ 当社は、当社又はMicrosoft社の設備に故障等がないと判定した場合において、本契約

者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障等の原因が本契約者に係る設備等にあ

ったときは、本契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合にお

いて、負担を要する費用の額は、上記の費用の額に消費税相当額を加算した額とします

。 

 

 （問い合わせ窓口） 

第２７条 本契約者は、本サービスに係る問い合わせを、当社が別途定める窓口に対して

行うものとし、Microsoft社に対して行わないものとします。 

 

 （責任の制限） 

第２８条 当社は、本サービスが利用可能であるべき場合において、当社又はMicrosoft社

の責めに帰すべき理由によりその利用ができなかったときは、その本サービスが全く利

用できない状態（当社又はMicrosoft社の設備等に著しい支障が生じ、全く利用できない

状態と同程度の状態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、

当該本契約者の損害を賠償します。 

  ただし、SLAで定める範囲に該当する場合は、この限りでありません。 

２ 第１項の場合において、当社は、本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当該本サービスに係る料

金表第１表（月額利用料）に定める月額利用料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項及び第２項の規定にかかわらず、損害賠償の取扱いに関し、料金表第１表（月

額利用料）に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

４ 当社は、本サービスが利用可能であるべき場合において、当社の故意又は重大な過失

により本サービスが全く利用できない状態となったときは、前３項の規定は適用しませ

ん。 

 （注）本条第２項の場合において、日数に対応する料金額の算定にあたっては、当該本

サービスに係る料金の１／３０に相当する額を一日当たりの損害として取り扱いま

す。 

 

 （免責） 

第２９条 当社は、本規約等の変更により、本契約者に係る設備等の改造又は変更等を要

することとなった場合であっても、その改造又は変更等に要する費用については負担し

ません。 

 

 （承諾の限界） 

第３０条 当社は、本契約者から本規約等の規定の適用に係る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、又は保守することが著しく困難である等当

社の業務の遂行上支障があるとき（経済合理性に照らして困難なときを含みます。）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本契



 

 

約者にお知らせします。 

  ただし、本規約等に特段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

 

 （利用に係る本契約者の義務） 

第３１条 本契約者は、次のことを守っていただきます。 

（１）アカウントコード（アカウントを特定することが可能な英字、数字及びその他の当

社が指定する文字により構成された文字列をいいます。）又はパスワード（アカウン

トコードの認証に用いる英字、数字及びその他の当社が指定する文字により構成され

た文字列をいいます。）について、善良な管理者の注意をもって管理することとし、

これらの不正使用が想定される事態を発見したときは、そのことをすみやかに契約事

務を行う本サービス取扱所に届け出ること。 

（２）違法に、又は公序良俗に反する態様で、本サービスを利用しないこと。 

２ 当社は、本契約者の行為が別記３に定める禁止行為のいずれかに該当すると判断した

場合は、前項第２号の義務に違反したものとみなします。 

３ 本契約者は、前２項の規定に違反して他人に与えた損害について、一切の責任を負っ

ていただきます。 

４ 本契約者は、前３項の規定に違反して当社又はMicrosoft社の設備等を忘失し、又は毀

損したときは、当社が指定する期日までに、その補充、修繕等に必要な費用を支払って

いただきます。 

 

 （本契約者の氏名等の通知） 

第３２条 当社は、Microsoft社から要請があったときは、本契約者又は本サービスに係る

管理者その他の者（以下あわせて「本契約者等」といいます。）の氏名及び住所等を

Microsoft社に通知することがあります。 

 

 （Microsoft社からの通知） 

第３３条 本契約者は、当社が、料金の適用にあたり必要があるときは、Microsoft社から

料金を適用するために必要な本契約者等の情報の通知を受けることについて、承諾して

いただきます。 

 

 （本契約者等に係る情報の利用） 

第３４条 当社は、本契約者等に係る氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所又

は請求書の送付先等の情報を、当社の電気通信サービスに係る契約の申込み、契約の締

結、料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必

要な範囲で利用します。 

  なお、本サービスの提供にあたり取得した個人情報の利用目的は、当社が公開するプ

ライバシーポリシーにおいて定めます。 

 （注）業務の遂行上必要な範囲での利用には、本契約者に係る情報を当社の業務を委託

している者に提供する場合を含みます。 

 

 （同意） 

第３５条 本契約者は、前３条に関して、本サービスに係る管理者その他の者から必要な

同意を得ていただきます。 

 



 

 

 （法令に規定する事項） 

第３６条 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その

定めるところによります。 

 

 



 

 

別記 

１ 本契約者の地位の承継 

（１）相続又は法人の合併若しくは分割により本契約者の地位の承継があったときは、相

続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割

により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、すみ

やかに契約事務を行う本サービス取扱所に届け出ていただきます。 

（２）（１）の場合において、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）当社は、（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。 

 

２ 本契約者の氏名等の変更 

（１）本契約者は、その氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先等に変更があ

ったときは、そのことをすみやかに契約事務を行う本サービス取扱所に届け出ていた

だきます。 

（２）本契約者から（１）の届出があったときは、その届出のあった事実を証明する書類

を当社に提示していただくことがあります。 

（３）本契約者は、本契約者が（１）の届出を怠ったことにより、又は事実と異なる届出

を行ったことにより、当社が本契約者に宛てて送付した書面が不到達又は延着となっ

た場合においても、通常その到達すべき時にその本契約者に到達したものとして取り

扱うことに同意していただきます。 

 

３ 本契約者の禁止行為 

  本契約者は、以下の行為を行ってはならないものとします。 

（１）当社の本サービス又はMicrosoft社の本サービスに関する設備に妨害を与える行為、

その他本サービス又は本サービス運営に支障を与える行為又はそのおそれのある行為 

（２）自己以外の者の知的財産権（特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権等）そ

の他の権利を侵害する行為又はそのおそれのある行為 

（３）自己以外の者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為又はそのおそれのあ

る行為 

（４）自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為 

（５）犯罪行為又は犯罪行為を誘発し、若しくは扇動する行為 

（６）無限連鎖講（ネズミ講）を開設し、又はこれを勧誘する行為 

（７）連鎖販売取引（マルチ商法）に関して法令に違反する行為 

（８）猥褻若しくは児童ポルノ又は児童虐待等、児童又は青少年に悪影響を及ぼす画像、

音声、文字、文書等を送信、記載又は掲載する行為 

（９）有害なコンピュータープログラム等を送信し、又は掲載する行為 

（10）本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、又は不当に消去する行為 

（11）自己以外の者になりすまして本サービスを利用する行為 

（12）本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘の文書等を送信し、記載し、又は掲載する

行為 

（13）他人が嫌悪感を抱き、又はそのおそれのある文書等を送信し、記載し、又は掲載す

る行為 



 

 

（14）売春行為、暴力行為、残虐な行為等、公序良俗に違反し、又は他人に不利益を与え

る行為 

（15）その他法令又は本規約等に違反する行為 

（16）（１）から（15）までのいずれかに該当するコンテンツへのアクセスを助長する行

為 

 

４ マイクロソフトオンラインサービスの利用条件 

  本契約者は、マイクロソフトオンラインサービスについて、以下の条件に同意し、こ

れを遵守するものとします。 

（１）マイクロソフトオンラインサービスの利用に際して、使用権説明書の定める条件に

従うこと。 

（２）マイクロソフトオンラインサービスに適用される法令が許す範囲で、マイクロソフ

トオンラインサービスの利用またはサポートから生じる直接、間接または結果的ない

かなる損害に関してMicrosoft社は保証責任を負わず、Microsoft社およびその関連会

社、サプライヤーは法的責任を負わないこと。 

（３）マイクロソフトオンラインサービスに関して、Microsoft社に問い合わせを行わない

こと。 

（４）マイクロソフトオンラインサービスに係る返金の条件は、SLAに従うこと。 

（５）本規約等に従いMicrosoft社の知的財産権を保護すること。 

（６）マイクロソフトオンラインサービスへのアクセスまたは利用に関連して使用するい

かなるデータやソフトウェアプログラム、サービスに対しても、本契約者が必要な権

利を有していることを表明し、かかる行動が第三者の知的財産権、所有権、その他の

権利を侵害しないこと。 

（７）マイクロソフトオンラインサービスの利用にあたって、Microsoft社に契約者あるい

は第三者への義務に対する責任を負わせようとせず、また、関連する全ての法規制を

遵守すること。 

（８）本規約等のもとマイクロソフトオンラインサービスを提供し義務を果たすため、

Microsoft社が契約者に関する情報を入手および使用することに同意すること。  

（９）本契約は、当社又は契約者によって本規約等に基づく解除がなされない限り、当社

が別途定めるところにより自動的に継続されること。  

（１０）本規約等に基づく当社の権利については、当社のみならず、Microsoft社、その関

連会社、製品に組み込まれるソフトウェアまたはサービスをMicrosoft社に対して提供

するライセンサー、およびオンラインサービスの課金機能等の特殊なサービスを

Microsoft社に提供するサプライヤーも行使できること。 

（１１）その他、当社がMicrosoft社の指示により別途定める条件に従うこと。 

 

 

５ カスタマコントロールの提供 

当社は、当社が別に定めるところにより、カスタマコントロール（その本契約者の設

備を使用してエンドユーサーアカウント等の設定等を行うことができるサービスをいい

ます。以下同じとします。）を提供します。 

 



 

 

料金表 

 

通則 

 （料金の計算方法） 

１ 当社は、料金は、料金月に従って計算します。 

２ 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項の起算日を変更することがあ

ります。 

３ 当社は、料金については、料金月に従って計算したものの合計額により、支払いを請

求します。 

４ 当社は、料金その他の計算については、税抜額（消費税相当額を加算しない額をいい

ます。以下同じとします。）により行います。 

 （端数処理） 

５ 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。 

  ただし、この料金表に特段の定めがある場合は、この限りでありません。 

 （料金等の支払い） 

６ 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する金融機関等に

おいて支払っていただきます。 

７ 料金は、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。 

８ 当社は、支払われた金額について、その充当すべき料金等の指定がないときは、当社

が別に定める順序で充当します。 

 （少額料金の翌月払い） 

９ 当社は、当該月に請求すべき料金の総額が1,000円未満である場合は、その月に請求す

べき料金を翌月に請求する料金に合わせて請求することがあります。 

 （料金の一括後払い） 

１０ 当社は、11の場合のほか、当社に特別の事情がある場合は、本契約者の承諾を得て

、２か月以上の料金を、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。 

 （消費税相当額の加算） 

１１ 第２１条（月額利用料の支払義務）の規定その他この約款の規定により料金表に定

める料金の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める税抜額に基づき

計算した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、又は発生するおそれがあるときは、本規約の規定にかかわ

らず、臨時に、その料金等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、関係の本サービス取扱所に掲示する等の

方法により、その旨を周知します。 

 （料金等の請求） 

１３ 本サービスに係る料金その他の債務の請求については、本規約、当社の「ＷＥＢ 

ｄｅ 請求書ご利用規約」又は当社の「ＫＤＤＩまとめて請求に係る取扱い規約」のほ

か、当社が別に定めるところによります。 

  



 

 

第１表 基本利用料 

 １ 適用 

   基本利用料の適用については、第２１条（月額利用料の支払義務）の規定によるほ

か、次のとおりとします。 

区   分 内           容 

（１）基本利用料

の適用 

 本契約者が支払いを要する基本利用料の額は、その料金月の末日

（料金月の途中で本契約が解除された場合はその解除日）において

付与されているアカウントの数に、２（料金額）に定める料金額を

乗じて得た額とします。 

 ２ 料金額 

   基本利用料 

１のアカウントごとに月額(税抜額) 

区分 料金額 

Office 365 Business Essentials 540円 

Office 365 Business Premium 1,360円 

Office 365 Enterprise E1 870円 

Office 365 Enterprise E3 2,180円 

Office 365 Enterprise K1 440円 

Office 365 Business 900円 

Office 365 Pro Plus 1,310円 

Exchange Online Plan 1 440円 

Exchange Online Plan 2 870円 

Exchange Online Kiosk 217円 

SharePoint Online Plan 1 540円 

SharePoint Online Plan 2 1,090円 

One Drive for Business with Office 

Online 

540円 

Skype for Business Online Plan 1 217円 

Skype for Business Online Plan 2 600円 

Yammer Enterprise 330円 

Azure Rights Management Premium 220円 

 



 

 

第２表 付加機能利用料 

 １ 適用 

   付加機能利用料の適用については、第２１条（月額利用料の支払義務）の規定によ

るほか、次のとおりとします。 

 ２ 料金額 

      付加機能利用料 

月額(税抜額) 

区  分 単位 料金額 

ストレージ容量追加機能 

(Office 365 Extra File 

Storage) 

1GB １本契約ごとに 22円 

Exchange Online Archiving １アカウントご

とに 

330円 

ワークフロー機能 １アカウントご

とに 

100円 

シングルサインオン機能 １アカウントご

とに 

100円 

DNSオプション 1契約ごとに 980円 

備考 

 付加機能の内容及び利用条件は、別に定めるとおりとします。 

 

第３表 マイクロソフトオンラインサービスに含まれないサービス 

  

名称 

ワークフロー機能 

シングルサインオン機能 

DNSオプション 

 

 



 

 

 

附 則 

 （実施期日） 

第１条 この改正規約は、平成２８年７月１日から実施します。 

 （経過措置） 

第２条 この改正規約実施の際現に、この改正規約による改正前の本規約の規定により提

供しているOffice 365 Enterprise E4に関する取扱いは、次に掲げるものを除いて、な

お従前のとおりとします。 

（１）月額利用料の適用 

   月額利用料の適用については、第２１条（月額利用料の支払義務）に定めるとおり

とします。 

（２）月額利用料の料金額 

第１表 基本利用料 

   料金額 

    基本利用料 

１のアカウントごとに月額(税抜額) 

区分 料金額 

Office 365 Enterprise E4 2,390円  

 注 第３条の注の規定にかかわらず、ＫＤＤＩ株式会社又は沖縄セルラー電話株式会社

のａｕ（ＬＴＥ）通信サービス契約約款又はａｕ（ＷＩＮ）通信サービス契約約款の

規定（スマートバリューｆｏｒＢｕｓｉｎｅｓｓに係るものに限ります。）において

引用する本規約のアカウントは、Office 365 Enterprise E4を含むものとします。 

第３条 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本サービスに係

る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。 

 




