
セレクトパック利用規約 
 

KDDI 株式会社（以下、「当社」といいます）がセレクトパックサービスにおいて提供する各種サービス

（以下「本サービス」といいます）を利用して頂くには、セレクトパック利用規約（以下「本サービス規約」

といいます）に同意の上、これに従って頂く必要があります。ユーザーの皆様が本サービスを利用した

時点で、本サービス規約の内容に同意したものとみなします。また、本サービスの利用に際しては、

本サービス規約の他、当社の定める個別規約（ガイドライン、サイトポリシー等を含みますが、これら

に限られません。）が適用になります。個別規約は名称の如何にかかわらず本サービス規約の一部

を構成するものとし、本サービス規約の規定と、個別規約の規定とが異なる場合には、個別規約の規

定が優先して適用されるものとします。 

 

第１章 総則 

 

第 1条 適用 

1． 本サービス規約は、ユーザーによる本サービスの利用の全てに適用されます。ユーザーが本サ

ービスを利用するには、本サービス規約を遵守して頂くものとします。 

 

2． 当社は、本利用規約の変更が合理的に必要となった場合、本規約を変更する旨及び変更後の本

規約の内容並びにその効力発生時期を、本サービスに関するWebサイト又はバナー上に掲示する方

法その他相当の方法で周知するものとし、変更後の本利用規約は、当該効力発生時期が到来した時

点で効力を生じるものとします。 

 

第 2章 本サービス 

 

第 2条 本サービスの内容、対象 

1． 本サービスは、au（WIN）通信サービス契約約款に定める EZweb 機能の提供を受けているユーザ

ーに限り、本サービスに会員登録することにより利用することができます。 

 

2． 本サービスには、以下の各号に定めるサービスが含まれます。但し、EZweb 機能に利用制限が

かけられている場合、一部サービスを利用できない場合があります。 

 

1）当社が定める携帯電話端末（以下「当社対応端末」といいます）向けのアプリケーション、デジタ

ルコンテンツ、割引クーポン等の本サービスにて提供する一切のコンテンツ（以下、併せて「本コン

テンツ」といいます）を閲覧、検索、受信、ダウンロード等すること 

 

2）当社対応端末の修理を行った場合の当該修理に係る費用相当額の一部について、当社所定の

条 件 に 基 づ き 、 当 社 が 「 au WALLET ポ イ ン ト プ ロ グ ラ ム 」 利 用 規 約 < 

https://www.au.com/support/point/regulation-point/>に基づき提供するWALLETポイント又は「au

ポイントプログラム」利用規約< https://www.au.com/support/point/regulation-au-point/>に基づき

提供する au ポイント（以下、併せて「ポイント」といいます）の付与によるサポートを受けること（以下

「本修理代金サポート」といいます） 

 

3）当社対応端末の紛失時に当社が提供する「位置検索サポート（3G ケータイ）」を利用して検索が

成功した場合に係る「位置検索サポート（3G ケータイ）」の利用料相当額について、当社所定の条



件に基づき、無料でサポートを受けること（以下「本ケータイお探しサポート」といいます） 

 

3． 当社は、事前に本サービスの変更に関するお知らせを Web サイト又はバナー上に掲示する方法

その他相当の方法で周知の上で、本サービスの内容の変更又は提供条件の変更を行うことができる

ものとします。 

 

4． 本サービスは、日本に在住する個人又は日本に所在する法人を利用対象者として想定していま

す。ユーザーが日本国内から他国に対して、技術的な又はその他の情報等を送信する場合、ユーザ

ーは技術輸出に関する又はその他の諸法令を遵守しなければなりません。また、海外に在住する個

人又は海外に所在する法人は本サービスを利用することができません。 

 

第 3条 会員 

本サービスの会員登録は、ユーザーが当社所定の方法で申込み、当社が、ユーザーによる申込みに

対し承諾を行った時点で完了するものとし、本サービスの会員登録が完了したユーザー（以下「会員」

といいます）と当社の間には、本サービスの利用に関する契約（以下「本サービス利用契約」といいま

す）が成立するものとします。 

 

第 4条 本サービス利用料等 

1． 本サービスのご利用にあたっては、利用料（以下「本サービス利用料」といいます）として月額 300

円（税抜）がかかります。なお、本サービスのご利用には、本サービス利用料の他に別途通信料がか

かります。 

 

2． 本サービス利用料に関する支払い処理方法は、当社及び沖縄セルラー電話株式会社（以下、併

せて「当社等」といいます）が提供する「まとめて au 支払い」に限定されています。会員は、支払い処

理方法の利用に係る条件を規定した利用規約又はその他の法的な取り決めを遵守することに同意す

るものとします。会員は、当社が、会員に対する事前の通知なく、支払い処理方法を追加又は削除す

る権利を保持することに同意するものとします。 

 

3． 会員は、本サービス利用料を、本サービス利用契約が成立した日の属する月及びそれ以降の各

暦月について支払うものとします。但し、本サービスの会員登録が初めてなされる場合に限り、本サ

ービス利用契約の成立日から当社が定める課金開始日（以下「課金開始日」といいます）までの期間

について本サービス利用料の支払いを要しないものとします。また、課金開始日又は本サービス利用

契約の終了日が暦月の中途であった場合でも、当暦月の本サービス利用料は、日割り計算を行わず、

300円（税抜）がかかります。 

 

4． 当社は、会員に対する 30 日前の周知を行うことにより、本サービス利用料の金額、支払条件等

を変更することができるものとします。なお、かかる周知は本サービスに係る Webサイトに掲載する方

法により行われます。 

 

第 5条 本コンテンツの利用 

1． 本コンテンツは、各コンテンツプロバイダー等（以下「コンテンツプロバイダー等」といいます） によ

って提供されます。本コンテンツの利用に際しては、本サービス規約の他に、当該本コンテンツのコン

テンツプロバイダー等が定める利用条件を遵守することに会員は同意するものとします。 

 



2． 当社は、ユーザーが、本サービスを利用してダウンロードした本コンテンツについてアップデート

が存在する場合、ユーザーに通知を行うことがあります。かかる通知及び本コンテンツのダウンロード

に要する通信料等はユーザーが負担するものとします。 

 

第 6条 本修理代金サポート 

1．本修理代金サポートは、当社等との間でau通信サービスの利用に係る契約（以下「au契約」といい

ます）を締結しており、かつ、その適用を受けようとする当社対応端末の購入時（au契約の締結に伴う

場合又は機種変更若しくは端末増設を行う場合のいずれの場合も含み、以下「購入等」といいます）

に、本サービス及び当社が提供する「故障紛失サポート」に加入している会員（当該当社対応端末の

購入等と同時に本サービス又は「故障紛失サポート」に加入する場合を含みます）に限り提供を受け

ることができるものとします。なお、本修理代金サポートに基づくポイントを受け取るためには、ポイン

ト付与時点で本サービス及び「故障紛失サポート」に加入していること、並びに個人にあっては当社等

が 別 途 定 め る 「 au WALLET ポ イ ン ト プ ロ グ ラ ム 」 利 用 規 約 < 

https://www.au.com/support/point/regulation-point/>の会員であること又は法人にあっては当社等

が 別 途 定 め る 「 au ポ イ ン ト プ ロ グ ラ ム 」 利 用 規 約 < 

https://www.au.com/support/point/regulation-au-point/>の会員であることが必要です。本修理代金

サポートの利用に際しては、本サービス規約の他に、当社等が別途定める「故障紛失サポート」規定< 

https://www.au.com/content/dam/au-com/static/designs/extlib/pdf/mobile/service/after-service

/support-plus-lte/support-plus-rule.pdf>及び個人の会員にあっては「au WALLET ポイントプログラ

ム」利用規約又は法人の会員にあっては「au ポイントプログラム」利用規約を遵守することに同意する

ものとします。 

 

2． 本修理代金サポートの条件は、本サービス規約及び本サービスに係る Web サイト等に定めるも

のとし、当社は、会員に予め通知することなく、本修理代金サポートの条件を変更することができるも

のとします。この場合、本修理代金サポートの条件は、変更後の条件によります。 

 

3． 当社は、前二項に従い、当社所定の金額相当分及び回数を上限として、当該会員に対して修理

費用相当額の一部をポイントにて付与するものとします。 

 

4． 当社は、前三項に定める条件に合致しない場合、当該会員に対し本修理代金サポートを提供し

ないものとします。 

 

第 7条 本ケータイお探しサポート 

1． 本ケータイお探しサポートは、当社等との間で au 契約を締結しており、かつ、その適用を受けよう

とする当社対応端末を「位置検索サポート（3G ケータイ）」を利用して検索する時に、本サービスに加

入している会員に限り提供を受けることができるものとします。 

 

2． 本ケータイお探しサポートの条件は、本サービス規約及び本サービスに係る Web サイト等に定め

るものとし、当社は、会員に予め通知することなく、本ケータイお探しサポートの条件を変更することが

できるものとします。この場合、本ケータイお探しサポートの条件は、変更後の条件によります。 

 

3． 当社は、前二項に定める条件に合致しない場合、当該会員に対し本ケータイお探しサポートを提

供しないものとします。 

 



第 3章 遵守事項 

 

第 8条 禁止事項 

1． ユーザーは、本サービスに関して、以下の行為をしてはなりません。 

 

1） 虚偽又は誤解を招くような内容を含む情報等を、掲載等し又は登録する行為 

2） 他人（他のユーザーを含み、以下同様とします）の名前その他の情報を不正利用する行為 

3） 未成年者の人格形成等に悪影響を与えるような行為 

4） 当社又は他人の産業財産権（特許権、商標権等）、著作権、企業秘密等の知的財産権を侵害

する行為 

5） 当社又は他人の信用若しくは名誉を侵害し、又は他人のプライバシー権、肖像権その他一切

の権利を侵害する行為 

6） 犯罪行為をすること又はこれに関与する行為、本サービスの運営・提供若しくは他のユーザー

による本サービスの利用を妨害し、又はそれらに支障をきたす行為 

7） 選挙の事前運動、選挙活動又はこれらに類似する行為のために本サービスを利用する行為 

8） 本サービスを商業目的で使用する行為（但し、当社が別に定めるものを除きます） 

9） 法令又は公序良俗に違反する行為 

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、ユーザーが本サービス又は本コンテンツにおいて記載又は登録した情報（以下「ユーザー

登録情報」といいます）が、本サービス規約又は個別規約に違反すると判断した場合、必要と判断す

る範囲で全部・一部削除又は修正・編集を行い、必要に応じてその内容を警察その他公的機関に通

報することがあります。 

 

3． ユーザーは、本サービス（又は本サービスに接続されているサーバーとネットワーク）を阻害又は

妨害するいかなる行為にも関与しないことに同意するものとします。ユーザーは、本コンテンツを、当

社又は任意の第三者によって運用されているサーバー、ネットワーク、又はウェブサイトを阻害又は

妨害するような方法で使用しないことに同意するものとします。 

 

4． ユーザーは、当社及びコンテンツプロバイダー等との別段の合意で明確に許可を得ている場合を

除き、いかなる目的であっても本コンテンツを複写、複製、コピー、販売、取引、転売しないことに同意

するものとします。 

 

5． ユーザーは、当社と別段の合意がある場合を除き、当社が提供するインターフェース以外の手段

で本サービス、本コンテンツにアクセスしない（又はアクセスを試みない）ことに同意するものとします。 

 

第 9条 ご利用上の注意 

1． 会員は、本サービス利用契約の締結又は本コンテンツに含まれるアプリケーションやデジタルコ

ンテンツの利用によって、本サービス外で締結されている当該アプリケーションやデジタルコンテンツ

と同一又は同等のアプリケーションやデジタルコンテンツに係るコンテンツプロバイダー等との利用契

約（以下「重複利用契約」といいます）が終了しないことを確認します。会員は、自らの責任と負担で重

複利用契約を解約するものとし、解約しなかった場合に、本サービス利用料の他に、重複利用契約に

係る利用料を請求されることをご了承ください。 

 



2． ユーザーは、ご利用の当社対応端末の機種を変更した場合に、変更後の機種において、本サー

ビスの機能や本コンテンツの動作が一部制限される場合があることを了承します。 

 

第 10条 知的財産権の取扱い 

1． ユーザーは、本コンテンツ、本サービスに係る Web サイトその他本サービスにおいて当社又は当

社に対して使用許諾をしている第三者が掲載等する情報等（以下、併せて「本コンテンツ等」といいま

す）に関する著作権その他の一切の権利が、当社又は当該第三者に帰属することを了解し、本コンテ

ンツ等の取扱いについては慎重な配慮を行うものとします。 

 

2． ユーザーは、（i）別段の許可のない、本コンテンツ等の複製、販売、ライセンス供与、配布、譲渡、

修正、変更、翻訳、派生物の作成、逆コンパイル、リバース エンジニアリング、逆アセンブル、及びソ

ースコードを抽出しようとするその他の行為、（ii）本コンテンツ等の機能（デジタル権利管理又は転送

ロック機能を含みますが、これらに限定しません）によって提供、実装、強制されているセキュリティ対

策やコンテンツ利用ルールを回避又は打破しようとする行為、（iii）法令に違反し、又は第三者の権利

を侵害するアクセス、複製、譲渡、トランスコーディング、コンテンツの再送信を行うための本コンテン

ツ等の使用、（iv）本コンテンツ等に添付又は含まれている、当社及び任意の第三者の著作権表示、

商標、及びその他の権利表示の削除、不鮮明化を行わないこと、及びそれらを任意の第三者に許可

しないことに同意するものとします。 

 

3． 本条の規定に違反して問題が生じた場合、ユーザーは、自己の費用と責任において問題を解決

するものとし、当社及び第三者に迷惑や損害を与えてはなりません。 

 

4． 本サービスは日本国内をサービス提供対象とし、当社は日本国外における権利者の知的財産権

に対していかなる保証もせず、また一切の責任を負いません。 

 

第 11条 自己責任の原則 

1． ユーザーは、本サービスを専ら自らの責任において利用するものとします。当社は、ユーザーに

よる本サービスの利用に関連して生じた責任、負担、損害及び損失（ユーザーの当社対応端末に保

存されている位置情報や個人情報の漏洩、当社対応端末の故障やデータの消失、他のユーザーに

よる権利侵害等を含みますが、これらに限りません）について、当社に故意又は重過失がある場合を

除き、一切責任を負わないものとし、ユーザー自らの責任において処理することとします。当社は、以

下の事項に関する、クレーム、主張、要求、責任、負担、損害及び損失について、一切責任を負わな

いものとします。 

 

1） 本サービスを通じて購入し又は取得した商品やサービス（本コンテンツに含まれる割引クーポン

を利用して購入又は受領した商品やサービスを含みますが、これらに限りません）の内容、数量、

性質、ユーザーの当社対応端末での利用の可否 

2） 本サービスを通じてなされた取引又は約束の履行可能性 

3） 本サービスがユーザーの目的又は要求を満たしていること 

4） 本サービスに中断、障害が生じないこと 

5） 本サービスがユーザーの期待する適切な時期に提供されること 

6） 本サービスがエラーのないものであること 

 

2． ユーザーは、ユーザーによる本サービスの利用又は本サービス規約への違反に起因して、当社



又は第三者（他のユーザー、コンテンツプロバイダー等を含みます）に対して損失、損害を与えた場合、

又は第三者と紛争になった場合、自らの責任と負担においてこれを解決するものとし、当社に何ら迷

惑又は損害を与えないものとします。 

 

第 4章 その他 

 

第 12条 通知、情報の配信等 

1．当社がユーザーに対して通知を行う場合、又は本サービスに係る運営上のお知らせ、若しくはユ

ーザーにとって当社が有益と考える情報（当社若しくは第三者の提供する商品若しくはサービスに関

する広告等を含みます。以下「お知らせ等」といいます）の配信（以下「通知、配信等」といいます）を行

う場合、当社は、本サービスに係るWebサイト上に掲載（当社からの通知若しくはお知らせ等を記載し

たページ又はアプリ等にリンクを貼る行為を含みます）する方法により、これを行うものとします。 

 

2．当社は、通知、配信等を行う場合、前項に定める方法に加えて、EZweb 機能によりユーザーに提

供されている電子メールアドレス宛に、メールを送信（当社からの通知若しくはお知らせ等を記載した

ページ又はアプリ等にリンクを貼る行為を含みます）する方法（以下「本サービスからのメール配信」と

いいます）により、これを行うことができるものとします。但し、ユーザーは、当社所定の方法により、本

サービスからのメール配信を受信しないよう設定することができます。 

 

3．前二項に定める通知、配信等は、ユーザーの当社対応端末の電源、電波等の状況により掲載、送

信ができない場合や遅延する場合があります。 

 

第 13条 ユーザーに関する情報の利用 

1． ユーザーは、本サービスを利用する場合、端末識別情報（EZ 番号）、本サービスの利用履歴、本

サービスに係るWebサイトの閲覧履歴を当社が取得し、ユーザーの管理、本サービスの提供、運営、

品質向上、利用分析、コンテンツプロバイダー等との売上配分計算、お知らせ等の通知、配信等その

他当社が別に公表するプライバシーポリシー（以下「プライバシーポリシー」といいます）に記載する利

用目的のために利用することに同意するものとします。 

 

2.  ユーザーは、当社が、本コンテンツを提供するコンテンツプロバイダー等に対し、本サービス利用

にかかる会員管理及び会員認証のため、ユーザーの端末識別情報（EZ 番号）を提供することに同意

するものとします。なお、コンテンツプロバイダー等は、端末識別情報（EZ 番号）のみを利用して、ユー

ザーを特定することはできません。 

 

 

第 14条 個人情報の取扱い 

1． 当社は、本サービスの提供にあたり、お客さまの個人情報を取得する場合があります。取得した

個人情報の取扱いについては、当社が別に公表する「プライバシーポリシー」の規定に則るものとしま

す。詳細は下記よりご確認下さい。 

【プライバシーポリシーリンク】 

 

2． 当社は、ユーザーの個人情報又はユーザー登録情報を、個人を特定できない形式に加工した上

で、第三者に提供できるものとします。 

 



第 15条 本サービス利用契約の終了 

1． 会員は、当社の定める方法により、本サービス利用契約を解約することができます。 

 

2． 当社は、会員が本サービス規約に違反した場合、何ら通知又は催告を行うことなく、本サービス

利用契約を解除することができます。また、会員と当社との間の au 通信サービス利用契約又は本サ

ービスを利用する上で必要となるその他の契約が解除、解約等により終了した場合、会員は、当該契

約の終了の日をもって本サービス利用契約が終了することを了承します。 

 

3． 事由の如何を問わず、本サービス利用契約が終了した場合、会員は、本コンテンツ、本修理代金

サポート、本ケータイお探しサポートその他本サービスに関する一切の利用を継続することができま

せん。 

 

4． 当社は、本サービス利用契約が終了したユーザーに係る個人情報等ユーザーに関係する一切の

情報を削除することができるものとします。当社は、本条項に基づき当該情報が削除されたことにより

会員又は第三者に発生した損害について、一切責任を負わないものとします。 

 

第 16条 免責事項 

1． 本サービスの利用にあたり、当社の責に帰すべき事由により会員が損害を被った場合、当社は、

当月の本サービス利用料に相当する金額を上限として、当該損害を補償するものとします。但し、当

社の故意又は重大な過失に基づく損害については、この限りではありません。 

 

2． 当社は、善良なる管理者の注意義務をもって本サービスの管理・運営を行いますが、本サービス

に関して検出された欠陥、及びそれが原因で発生した損失や損害（当社対応端末、PC及びその他の

デバイスへのいかなる損害、又はデータ損失を含みますが、これらに限りません）について、当社に

故意又は重過失がある場合を除き、当社では一切責任を負いかねます。 

 

3． 当社は、本サービスの保守（緊急保守を含みます。以下同じとします）又は不可抗力事由の発生

（火災、停電、その他の自然災害に加え、ウィルスやワームなど第三者による妨害行為により、当社

に過失なく、本サービスを提供し得ない状態となった場合を含みます）のため、ユーザーに対する事

前の通知なく本サービスを一時的に中断、停止することがあります。当社は、本サービスの保守、不

可抗力のために本サービスが一時的に中断、停止したことに基づきユーザーに生じた損害につき、当

社に故意又は重過失がある場合を除き、一切責任を負わないものとします。 

 

4． 当社は、本サービスに関する Web サイトまたはバナー上に提示する方法その他相当の方法で周

知するものとし、本サービスの全部または一部を廃止することができるものとします。当社は、本サー

ビスの終了によりユーザーに発生した損失や損害について当社に故意又は重過失がある場合を除き、

一切責任を負いかねます。なお、かかる周知は、本サービスに係る Web サイトのトップページに掲載

する方法により行います。 

 

5． 違法売買行為、営利及び非営利目的の勧誘行為等、本サービスを利用したユーザーの違法又

は不適切な行為により他のユーザーに損失や損害が発生した場合でも、当社はかかる損失や損害

について一切の責任を負いかねます。本サービスのユーザーの任意による利用方法の合法性及び

適切性について、当社では一切保証いたしかねます。 

 



6． 当社は、各コンテンツプロバイダー等が運営する、本コンテンツのサーバーの中断、障害等により

ユーザーに発生した一切の損害（間接、直接を問いません）について責任を負わないものとします。 

 

7．本コンテンツは、各コンテンツプロバイダー等の責任と負担により提供されています。当社は、本サ

ービスを使用して閲覧、検索、受信、ダウンロード等したコンテンツの内容及びユーザーの当社対応

端末での利用の可否に関して、一切の責任を負いません。 

 

8． いかなる本コンテンツも、核施設の運用、生命維持装置、緊急通信、航空機航行システム又は航

空機通信システム、航空管制システムその他死亡、身体障害、物理的又は環境的に重大な損害をも

たらす可能性のあるあらゆる活動における使用を目的としないものとします。 

 

第 17条 準拠法、裁判管轄 

1． 本サービス規約及び個別規約は、日本法に従って解釈・適用されるものとします。本サービス、本

サービス規約又は個別規約に関連して、当社とユーザーとの間で生じた紛争については、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。 

 


