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KDDI Security Cloud利用規約 

 

(取扱いの準則) 

第１条 

KDDI 株式会社(以下『当社』といいます。)は、この「KDDI Security Cloud」利用規約(以下『本規約』といいます。)に

より「KDDI Security Cloud」を提供します。 

 

(提供条件の変更) 

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、提供条件は変更後の本規約によります。 

 

(用語の定義) 

第３条 

本規約においては、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 

本サービス 
当社が株式会社シマンテック(以下『シマンテック社』といいます。)から供給を受け、

「KDDI Security Cloud」の名称で提供するサービス 

本契約 当社から本サービスの提供を受けるための契約 

契約者 当社と本契約を締結している者 

利用ユーザー 本サービスを利用する個人 

営業日 
土曜日、日曜日および休日(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)並びに年末年始(12月 29日から 1月 3日まで)を除く日 

 

(本サービスの内容) 

第４条 

本サービスは、次のメニューで構成されます。 

(１) 「Webセキュリティ by Symantec スタンダード」 

(２) 「Webセキュリティ by Symantec アドバンスト」 

(３) 「Mailセキュリティ by Symantec スタンダード」 

(４) 「Mailセキュリティ by Symantec アドバンスト」 

(５)  「SaaSセキュリティ by Symantec Audit」 

(６)  「SaaSセキュリティ by Symantec Gateway」 

(７)  「SaaSセキュリティ by Symantec for SaaS」 

(８)  「Webセキュリティ by Symantecサービス移行用メニュー」 

 

(契約の申込および承諾) 

第５条 

本契約の申し込みを行おうとする者(以下『申込者』といいます。)は、本規約および当社所定の申込書(以下『申込

書』といいます。)の記載事項を承諾のうえ、申込書に、会社名、所在地、利用するサービス機能、利用開始希望日、

利用ユーザー数などの必要事項を記入して、当社又は当社が別途指定する者に提出するものとします。なお、本

サービスの利用開始希望日は、原則として、当社が申込書を受理した日から１５営業日目以降とするものとします

が、都合によりご希望に沿えない場合があります。 

２ 申込者は、シマンテック社が本サービスの供給元であることを了承し、申込書の記載事項をシマンテック社とその

子会社および業務委託先が取得することを了承するものとします。また、本サービスの使用にあたっては、シマン

テック社が定める Symantec End User Termsを遵守するものとします。 

３ 当社が、前項の申し込みを承諾したときは、その旨および本サービスの利用開始日を申込者に通知するものとし、

このときに通知した本サービスの利用開始日を以て、当社と申込者との間で本契約が締結されるものとします。 

４ 当社は、次の各号の何れかに該当する場合は、本契約の申し込みを承諾しないことがあります。 

(１) 申込者が、過去に当社が提供するサービスの料金など金銭債務の支払いを怠り、又は本サービスの料金の

支払いを怠るおそれがあるとき 

(２) 申込者が日本国内に事業拠点(本店、支店、営業所又は事務所など)を有しないとき 

(３) 申込書に虚偽の記載があるとき、又はそのおそれがあるとき 

(４)  前各号の他、本サービスに関する当社の業務の遂行に著しい支障があるとき、又はそのおそれがあるとき 

(５) シマンテック社による承諾が得られないとき 



 

 

(契約期間など) 

第６条 

本契約の有効期間は、本サービスの利用開始日から本サービスの利用開始日の属する月の末日までとし、有効

期間が満了する日の 15 営業日前までに契約者から本契約の解約の申し出がない場合は、自動的に本契約の有

効期間を１カ月間延長し、以降も同様に延長するものとします。ただし、第４条の本サービスメニューの内(３)、(４)を

利用する場合、本契約の有効期間は、本サービスの利用開始日から満１年間とし、有効期間が満了する日の 15

営業日前までに契約者から本契約の解約の申し出がない場合は、自動的に本契約の有効期間を 1 年間延長し、

以降も同様に延長するものとします。 

２ 前項の規定にかかわらず、契約者は、本契約の有効期間中であっても、本契約を解約しようとする日の１5 営業日

前までに当社所定の解約申込書に必要事項を記入して、当社又は当社が別途指定する者に提出することにより、

本契約を解約することができます。 

 

(契約内容の変更など) 

第７条 

契約者は、本契約の有効期間中、１5 営業日前までに当社所定の手続きを行うことにより、本サービスの利用内容

(メニュー、利用ユーザー数など)を変更することができるものとします。ただし、第４条の本サービスメニューの内(３)、

(４)を利用する場合においては、本契約の有効期間中に利用ユーザー数を削減することはできないものとします。 

 

(本サービスの料金) 

第８条 

本サービスの料金は、別紙１に定めるサービス料金表(以下『料金表』といいます。)に定めるとおりとします。 

 

(本サービスの料金の計算方法) 

第９条 

当社は、本サービスの料金を、暦月ごとに料金表に基づいて計算し、その翌月に契約者に請求書を送付すること

により請求します。また、本サービスの料金のうち、年額料金については、本サービスの利用開始日が属する月の

翌々月に請求書を送付することにより請求します。 

２ 本サービスの料金のうち、本サービスの利用開始日の属する月の月額料金は無料とします。 

３ 本契約が事由の如何を問わず暦月の中途で終了した場合、当該月の月額料金については日割計算を行なわず、

料金表に定める全額の支払いを要するものとします。ただし、当該月が本サービスの利用開始日の属する月であ

る場合、月額料金は無料とします。 

４ 本サービスの利用内容の変更に伴い契約者が支払うべき月額料金の額が暦月の中途で増加した場合、当該月の

月額料金については日割計算を行なわず、増加前の全額の支払いを要するものとします。また、本サービスの利

用内容の変更に伴い契約者が支払うべき月額料金の額が暦月の中途で減少した場合、当該月の月額料金につい

ては日割計算を行なわず、減少前の全額の支払いを要するものとします。 

５ 第４条の本サービスメニューの内(３)、(４)を月額料金で利用する場合において、本契約が事由の如何を問わず、

本サービスの利用開始日から１年間をまたずに終了した場合、当該期間の残余の期間に対応する月額料金を一

括して支払うものとします。 

６ 年額料金は、解約そのほか事由の如何を問わず、本契約が契約期間満了をまたずに終了した場合でも、返還処

理はいたしません。 

 

(料金などの支払い) 

第１０条 

契約者は、前条に基づき算出した本サービスの料金に、これに関わる消費税および地方消費税相当額を加算した

額(以下『料金など』といいます。)を当社に支払うものとします。 

２ 契約者は、当社から受領した請求書で指定する期日(以下『支払期日』といいます。)までに、当該請求書で指定さ

れた方法により、料金などを当社に支払うものとします。 

 

(遅延損害金) 

第１１条 

契約者は、本契約に基づく料金などその他の金銭債務(遅延利息を除きます。)について支払期日を経過してなお

支払いがない場合には、支払期日の翌日から完済日の前日までの日数について年１４ .５パーセントの割合(年当

たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、３６５日当たりの割合とします。)で計算して得た額を遅延利息とし



 

て、当社が別途指定する期日までに支払うものとします。 

 

(本契約の解除など) 

第１２条 

当社は、契約者が次の各号の何れかに該当するときは、何ら事前の通知又は催告を要せず、即時に本契約を解

除することができるものとします。 

(１) 支払期日を徒過しても料金などその他の金銭債務を支払わないとき 

(２) 本規約の各条項に違反し、当社から相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、当該違反が是

正されなかったとき 

(３) 差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申し立てがあったとき、又は租税滞納処分を受けたとき 

(４) 破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始若しくは特別清算開始の申し立てがあったとき、又は

裁判所の会社解散命令若しくは会社解散判決があったとき 

(５) 合併によらず解散しようとしたとき、又は営業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき 

(６) 自己振出の手形又は小切手が不渡処分を受けるなどの支払停止状態となったとき 

(７) その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき 

(８) 当社若しくは第三者の名誉、信用を失墜させ、又は当社若しくは第三者に重大な損害を与えたとき、又はそれ

らのおそれがあるとき 

(９) 本契約の成立後、第５条第４項各号に該当し、又はそのおそれがあると判断されたとき 

２ 契約者は、前項各号の何れかに該当したことにより当社から本契約を解除されたときは、当然に期限の利益を失

い、直ちに料金などその他の金銭債務を履行するものとします。 

３ 当社は、第１項の規定により本契約を解除した場合であって、当該解除により当社に損害が発生したときは、その

損害の賠償を契約者に請求することができるものとします。 

 

(契約者の義務負担など) 

第１３条 

契約者は、本サービスの利用にあたり、契約者の費用と責任において、インターネット接続に必要な一切のネット

ワーク機器、サービスなどの準備、維持(DNS サーバーおよびメールサーバーの設定を含みますが、これに限られ

ません。)を行うものとします。 

２ 本サービスの利用に先立って、当社は、契約者のシステムがサービスの提供を受けるために必要な条件を満たし

ているか確認することができ、当社は是正が必要な箇所を認めた場合には、契約者に対し、当該箇所を是正する

よう要請することができ、契約者はこれに応ずるものとします。 

３ 契約者は、自らサービスを利用するものとし、第三者に対してサービスを再販、転貸又はサブライセンスしてはなら

ず、また第三者にサービスを利用させてはならないものとします。 

４ 当社は、いずれかの時点で契約者の実際の使用が登録使用者を超えたことを知った場合には、契約者にその旨

通知します。この場合、登録使用者数およびサービス料金その他必要な範囲で第５条(契約の申込および承諾)所

定の手続をとるものとします。 

５ 当社は、契約者のシステムがサービスの提供を受けるために必要な条件に違反していないか、時を問わずにテス

トする権利を有します。このテストの結果、契約者のシステムが当該条件に違反していることが発見された場合に

は、当社は、契約者に対し、その旨連絡するものとし、当該違反が解決されるまで、契約者に対するサービスの全

部又は一部を停止する権利を有します。 

７ 当社は、前項の場合を含め契約者が義務を果たさない直接の結果として修正措置を講ずる必要が生じた場合に

は、当社は、契約者に対して、当該措置に要した費用を請求することができ、契約者はこれに応ずるものとします。 

８ 当社は、世界中のどのハードウェアからでもサービスを提供することができ、サービスを提供するハードウェアを、

いかなる時点でも別のものに移転することができることを、契約者は承認するものとします。 

９ 当社はサービスおよびサービスに関連して使用されるハードウェアの全部又は一部が、契約者の単独の使用のた

めであるとの保証は行いません。 

１０ 当社は、本サービスの設備を経由するすべての通信および契約者の設定により本サービスの設備と接続した他

のクラウドサービスが保持するデータをスキャンする権利を有するものとします。また、契約者の利用方法が本サ

ービスの提供を著しく阻害すると判断した場合、契約者に対するサービスの全部又は一部を停止する権利を有す

るものとします。 

１１ 契約者は、本サービスを海外に持ち出す場合、または日本の非居住者がこれを使用する場合には、経済産業

大臣の輸出許可を取得するなど、日米など関係国の関連法規に基づく適正な手続きをとるものとします。 

１２ 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)当社の本サービスまたはシマンテック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



 

または本サービス運営に支障を与える行為またはその恐れのある行為 

(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、商標権など)その他の権利を侵害する

行為またはその恐れのある行為 

(３)自己以外の者の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為またはその恐れのある行為 

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

(５)犯罪行為また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、また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または児童虐待など、児童または青少年に悪影響を及ぼす画像、音声、文字、文書

などを送信、記載または掲載する行為 

(９)有害なコンピュータープログラムなどを送信し、または掲載する行為 

(10)本サービスにより利用しうる情報を改ざんし、また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、宣伝または勧誘の文書などを送信し、記載し、または掲載する行為 

(13)他人が嫌悪感を抱き、またはその恐れのある文書などを送信し、記載し、または掲載する行為 

(14)売春行為、暴力行為、残虐な行為など、公序良俗に違反し、または他人に不利益を与える行為 

(15)その他法令または本規約などに違反する行為 

(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 

 

(契約者の責任) 

第１４条 

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、又は第三者から問合せ、クレームなどを受けた

場合、自己の責任と費用をもってこれを処理解決するものとします。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、又は第三者に対し問合せ、クレームなどを行う場合においても同様とします。 

２ 契約者は、その故意又は過失により当社又は第三者に損害を与えたときは、当該損害を賠償するものとします。 

 

(問い合わせ窓口) 

第１５条 

契約者は、本サービスに関わる問い合わせを、当社が別途定める窓口に対して行うものとし、シマンテック社に対

して行わないものとします。 

 

(責任の制限) 

第１６条 

当社は、本サービスについて、契約者の目的に適合すること、契約者の期待通りの機能を有すること、最新の機能

を有すること、その作動が中断されないこと、その作動に誤りがないこと、契約者の設備、ソフトウェア、データなど

に悪影響を及ぼさないことなどを保証するものではありません。 

２ 本サービスに関して当社が契約者に対して負う責任は、本サービスを契約者のために最善の努力をもって提供す

ることに限られ、かかる提供がなされた限り、当社は、提供した本サービスの内容、結果につき一切の責任は負わ

ないものとします。 

 

(損害の賠償) 

第１７条 

当社は、本規約に違反し、又は本サービスを提供するにあたり当社の責めに帰すべき事由により契約者に損害を

与えた場合は、相当因果関係の範囲内にある通常生ずべき範囲で、かつ当該損害が生じた日の属する月の月額

料金相当額を限度として、契約者に当該損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、契約者の被った損害が

当社の故意又は重過失による場合は、この限りではありません。 

２ 当社は、本規約で別段の定めがある場合を除き、本サービスに関して前項に定める責任以外の一切の責任を負

いません。 

 

(不可抗力の免責) 

第１８条 

天災地変、騒乱、暴動、労働争議その他契約者又は当社の責めに帰すべからざる事由による本契約の不履行又

は遅滞については、契約者および当社は、互いに相手方に対してその責任を負わないものとします。 

 



 

(委託) 

第１９条 

当社は、何ら契約者の承諾なく、本サービスの提供に必要となる業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請

け負わせることができるものとします。 

 

(権利義務の譲渡禁止) 

第２０条 

契約者は、本契約上の権利又は義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供してはならないもの

とします。 

 

(個人情報の取扱い) 

第２１条 

当社は、契約者などに関わる氏名若しくは名称、電話番号、住所若しくは居所または請求書の送付先などの情報

を、当社の電気通信サービスに関わる契約の申し込み、契約の締結、料金の適用または料金の請求その他の当

社の契約約款などの規定に関わ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当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。 

※ 業務の遂行上必要な範囲での利用には、本契約者に関わ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。 

 

(本サービス提供の停止など) 

第２２条 

当社は、次の各号の何れかに該当すると当社が判断した場合は、本サービスの全部若しくは一部の提供を停止し、

又は本サービスの全部若しくは一部を廃止することができるものとします。 

(１) 当社又はシマンテック社の本サービスに関する設備の保守点検を行う場合 

(２) 当社又はシマンテック社の責めに帰すべからざる事由により本サービスの提供が困難になった場合 

(３) 当社又はシマンテック社が本サービスの提供にあたり第三者から受けているソフトウェアの使用許諾が事由

の如何を問わず終了した場合 

(４) その他、本サービスの提供を停止し、又は本サービスを廃止するにつきやむを得ない事情(当社とシマンテック

社との間の契約の終了による場合を含みます。)がある場合 

２ 当社は、前項に基づき本サービスの提供の全部又は一部を停止する場合は、その旨を当社が別途指定するウェ

ブサイトに掲載することにより契約者に通知します。ただし、緊急の場合は、この限りではありません。 

３ 当社は、第１項に基づき本サービスを廃止する場合は、その旨を契約者に対し事前に通知します。 

４ 契約者は、第１項に基づき本サービスの全部又は一部の提供が停止した場合は、その旨を当社に速やかに通知

し、かつ本サービスの全部又は一部の提供が停止した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、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月額料金(１カ月を３０日として日割計算を行い、１円未満は切捨てとしま

す。)を減免するよう、当社に対し請求できるものとします。 

５ 当社は、前項に定める他、第１項に基づき本サービスの全部又は一部の提供を停止したことにより契約者が損害

を被った場合であっても、その責任を一切負わないものとします。 

 

(通信利用の制限など) 

第２３条 

当社は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなった時は、通信の利用を中止する措置を取

ることがあります。 

２ 当社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児

童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき当社が提供を受けたインターネ

ット上の接続先情報をいいます。)において指定された接続先との通信を制限することがあります。 

 

(合意管轄) 

第２４条 

本契約に関する訴訟については、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。 

 

(その他) 



 

第２５条 

契約者および当社は、相互に協力の上、本契約を履行するものとし、本規約に定めのない事項又は本規約の各条

項に疑義が生じた場合は、双方誠意をもって協議の上解決するものとします。 

 

 

附 則 

 

（実施期日） 

本規約は、2018年 12月 25日から実施します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別紙１ サービス料金表 

 

１． 初期費用 

なし 

 

２． 月額料金 

 Webセキュリティ by Symantec 

ID数 スタンダード(/ID ) アドンバンスト(/ID ) ｻｰﾋﾞｽ移行用ﾒﾆｭｰ(/ID ) 

1-99 ¥1,230  ¥2,120  ¥990  

100-249 ¥830  ¥1,420 ¥600 

250-499 ¥800 ¥1,320 ¥580 

500-999 ¥660 ¥1,100 ¥440 

1000-1499 ¥650 ¥1,020  ¥430  

1500-1999 ¥620  ¥940 ¥400 

2000-4999 ¥570 ¥840 ¥360 

5000-9999 ¥530 ¥770 ¥320 

10000-24999 ¥500 ¥730 

¥300 
25000-49999 ¥470 ¥670 

50000-99999 ¥440 ¥630 

100000- ¥420 ¥590 

 

 Mailセキュリティ by Symantec 

ID数 スタンダード(/ID ) アドンバンスト(/ID ) 

10-49 ¥710 ¥1,220 

50-99 ¥640 ¥1,100 

100-249 ¥570 ¥1,020 

250-499 ¥430 ¥870 

500-999 ¥360 ¥740 

1000-2499 ¥320 ¥710 

2500-4999 ¥290 ¥650 

5000- ¥250 ¥560 

 

 SaaSセキュリティ by Symantec 

ID数 CASB AUDIT(/ID ) CASB Gateway(/ID ) CASB for SaaS(/ID ) 

共通 ¥250 ¥1,300 \500 

 

３． 年額料金 

 Mailセキュリティ by Symantec 

ID数 スタンダード(/ID ) アドンバンスト(/ID ) 

10-49 ¥8,520 ¥14,640 

50-99 ¥7,680 ¥13,200 

100-249 ¥6,840 ¥12,240 

250-499 ¥5,160 ¥10,440 

500-999 ¥4,320 ¥8,880 

1000-2499 ¥3,840 ¥8,520 

2500-4999 ¥3,480 ¥7,800 

5000- ¥3,000 ¥6,720 

 


