
笠岡放送株式会社 

ゆめふぉんオプションサービス契約約款 新旧対照表(2021年 4月 1日版) 

(下線は変更部分) 

変更前(2018年 3月 5日版) 変更後(2021年 4月 1日版) 

第 1章 総則 

第 1条（約款の適用） 

1 笠岡放送株式会社（ゆめネット笠岡放送）（以下

「当社」といいます。）は、ゆめふぉんオプション

サービス契約約款（以下「本約款」といいます。）

を定め、これによりゆめふぉんオプションサービス

（以下「本サービス」といいます。）を提供します。 

 

 

 

第 2条（約款の変更） 

1 当社は、本約款を変更することがあります。この

場合、本約款が変更された後の本サービスの利用に

係る料金その他の提供条件は変更後の本約款によ

ります。 

2 当社は、変更後の本約款の内容を当社ウェブサイ

ト上（http://home.kcv.ne.jp/）に掲載する方法で

告知するものとします。 

 

第 3条（用語の定義） 

本約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味

で使用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1章 総則 

第 1条（約款の適用） 

笠岡放送株式会社（以下「当社」といいます）は、

ゆめふぉんオプションサービス契約約款（以下「本

約款」といいます）を定め、これにより当社のゆめ

ふぉんサービス（以下「基本サービス」といいます）

のオプション契約であるゆめふぉんオプションサ

ービス（以下「本サービス」といいます）を提供す

るものとします。 

 

第 2条（約款の改定） 

当社は、本約款を改定することがあるものとしま

す。この場合、料金その他の提供条件は、改定後の

約款によるものとします。 

2 当社は、本約款を改定する旨及び改定後の約款の

内容並びにその効力発生時期を当社ウェブサイト

上（http://home.kcv.ne.jp/）に掲載する方法で告

知するものとします。 

 

第 3条（用語の定義） 

本約款において使用する用語は、それぞれ以下の意

味で使用するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



用語 用語の意味 

本契約 
ゆめふぉんオプション

サービス契約 

本申込 
本サービスの利用の申

込 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

個人情報 
契約者の個人情報 

 

ウイルスバスター 

ゆめネットウイルスバ

スター マルチデバイ

ス 月額版 

ウイルスバスター使用

許諾契約 

「ウイルスバスター 

月額版」および「ウイ

ルスバスター モバイ

ル 月額版」使用許諾契

約 

i-フィルター i-フィルターサービス 

利用対象者 

当該契約者の家族その

他当該契約者が認めた

者 

SagiWall単体 
Internet SagiWall for 

マルチデバイス 

SagiWall単体使用許諾

契約 

SagiWall単体の契約に

関する BBソフトサー

ビス株式会社が別途定

める SagiWall単体の

使用許諾契約 

カスペルスキー＋

SagiWall 

カスペルスキーマルチ

プラットフォームセキ

用語 用語の意味 

本契約 
本サービスの提供を受

ける契約 

本申込 
本サービスの申し込み 

 

申込者 本申込をする者 

契約者 
当社と本契約を締結し

ている者 

利用者 
本サービスを利用する

者 

利用者端末 

本サービスの提供を受

けるインターネットに

接続した通信端末 

個人情報 
申込者、契約者及び利

用者の個人情報 

ウイルスバスター 

ゆめネットウイルスバ

スター マルチデバイ

ス 月額版 

ウイルスバスター使用

許諾契約 

「ウイルスバスター 

月額版」及び「ウイル

スバスター モバイル 

月額版」使用許諾契約 

 

i-フィルター i-フィルターサービス 

 

 

 

 

SagiWall 
Internet SagiWall for 

マルチデバイス 

SagiWall使用許諾契約 

SagiWallの契約に関す

る BBソフトサービス

株式会社が別途定める

SagiWallの使用許諾契

約 

 

 
 



ュリティ＋Internet 

SagiWall for マルチ

デバイス 

カスペルスキー 

カスペルスキー社の提

供するカスペルスキー 

マルチプラットフォー

ム セキュリティ 

SagiWall 
Internet SagiWall for 

マルチデバイス 

カスペルスキー使用許

諾契約 

カスペルスキー社が別

途定めるカスペルスキ

ー＋SagiWallの一部で

あるカスペルスキーの

使用許諾契約 

 

 

 

 

SagiWall使用許諾契約 

カスペルスキー＋

SagiWall の契約に関

する BBソフトサービ

ス株式会社が別途定め

る SagiWallの使用許

諾契約 

 

第 4条（契約の成立） 

1 本契約は、契約者が当社の定める所定の手続きに

よって申込みを完了し、当社がこれを承認して本サ

ービスのライセンスキー等を記載した通知物を契

約者に発送した翌日をもって成立するものとしま

す。 

 

第 5条（権利の譲渡等） 

2 前項の権利の譲渡は、当社の承認を受けなけれ

ば、その効力を生じません。この承認を受けようと

するときは、当社が定める所定の方法による申請が

必要です。 

 

 

 

カスペルスキー 

カスペルスキー社の提

供するカスペルスキー 

マルチプラットフォー

ム セキュリティ 

 
 

 

カスペルスキー使用許

諾契約 

カスペルスキー社が別

途定めるカスペルスキ

ーの使用許諾契約 

 

 

カスペルスキー＋

SagiWall 

カスペルスキーと

SagiWallをセットにし

たサービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4条（権利の譲渡等） 

2 前項の権利の譲渡は、当社の承諾を受けなけれ

ば、その効力を生じないものとします。当該承諾を

受けようとする場合、当社が定める所定の方法によ

る申し出が必要なものとします。 



4 当社は、第 2項の申請があったときは、これを承

諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該

当する場合には、当該申請を承認しないことがあり

ます。 

(1) 譲渡人または譲受人が、基本約款第 5条第 1項

に定める承認を受けないとき 

 

第 6条（申込と解除） 

 

第 7条（申込の承諾等） 

1 当社は、本申込があったときは、これを承諾する

ものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する

場合には、当該申込を承諾しないことがあります。 

 

 

 

 

 

第 8条（サービスの提供元等） 

 

第 9条（提供の中止） 

 

第 10条（提供の停止等） 

 

第 11条（サービスの変更、追加、廃止） 

 

第 12条（料金計算方法等） 

1 当社は、特に定めのある場合を除き、利用料金を

歴月単位で計算して請求するものとし、契約者が歴

月の途中に契約者登録を受けた場合は、翌月 1日よ

り課金するものとします。ただし、契約者登録を受

けた日の属する月のうちに契約を解除する場合は、

当該契約者は 1か月分の契約料金を支払うものとし

ます。 

2 契約者は、歴月の途中に契約を解除する場合であ

っても、当月末日までの料金を支払うものとしま

4 当社は、第 2項の申し出があった場合、当該申し

出を承諾するものとします。但し、次に掲げる事由

に該当すると当社が判断した場合、当該申し出を承

諾しないことがあるものとします。 

(1) 譲渡人又は譲受人が、基本約款第 9条第 1項に

定める承諾を受けないとき。 

 

第 5条（本申込と解除） 

 

第 6条（本申込の承諾等） 

当社は、本申込があった場合、当該本申込を承諾す

るものとします。但し、次に掲げる事由に該当する

と当社が判断した場合、当該本申込を承諾しないこ

とがあるものとします。 

5 本申込を当社が承諾した後、本サービスのライセ

ンスキー等を記載した通知物を契約者に発送する

ものとします。 

 

第 7条（サービスの提供元等） 

 

第 8条（提供の中止） 

 

第 9条（提供の停止等） 

 

第 10条（サービスの変更、追加、廃止） 

 

第 11条（料金計算方法等） 

当社は、特に定めのある場合を除き、利用料金を歴

月単位で計算して請求するものとし、契約者が歴月

の途中に契約者登録を受けた場合、翌月 1日より課

金するものとします。但し、契約者登録を受けた日

の属する月のうちに本契約を解除する場合、当該契

約者は 1ヵ月分の利用料を支払うものとします。 

 

2 契約者は、歴月の途中に本契約を解除する場合で

あっても、当月末日までの利用料を支払うものとし



す。 

3 当該利用料金の支払いは当社指定の金融機関口

座振替にて当社が指定する日までに支払うものと

します。 

 

第 13条（割増金） 

 

第 14条（遅延損害金） 

 

第 15条（割増金等の支払方法） 

 

第 16条（消費税） 

 

第 17条（端数処理） 

 

第 18条（禁止事項） 

 

第 19条（契約解除） 

1 当社は、契約者が次のいずれかに該当したとき

は、通知・催告なしで利用停止、または本契約を解

除いたします。この場合、途中解約による料金の減

額はいたしません。 

 

 

第 20条（専属的合意管轄裁判所） 

当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、岡山

地方裁判所を当社と契約者との第一審の専属的合

意管轄裁判所とします。 

 

第 21条（準拠法） 

 

第 22条（分離可能性） 

 

第 23条（その他契約事項） 

 

第 24条（個人情報保護） 

ます。 

3 契約者は、当該利用料を当社指定の金融機関口座

振替にて当社が指定する日までに当社へ支払うも

のとします。 

 

第 12条（割増金） 

 

第 13条（遅延損害金） 

 

第 14条（割増金等の支払方法） 

 

第 15条（消費税） 

 

第 16条（端数処理） 

 

第 17条（禁止事項） 

 

第 18条（契約解除） 

1 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当すると当

社が判断した場合、通知又は催告なしで利用停止、

又は本契約を解除するものとします。この場合、途

中解約による料金の減額はしないものとします。 

(2) 本申込の内容に偽りがあったとき。 

 

第 19条（合意管轄裁判所） 

当社と契約者の間で訴訟の必要が生じた場合、当社

の本店所在地を管轄する裁判所を当社と契約者の

第一審の合意管轄裁判所とするものとします。 

 

第 20条（準拠法） 

 

第 21条（分離可能性） 

 

第 22条（その他契約事項） 

 

第 23条（個人情報保護） 



第 25条（定めなき事項） 

 

第 2章 ゆめネットウイルスバスター月額版 

第 26条（ゆめネットウイルスバスター月額版の内

容） 

1 ウイルスバスターとは、トレンドマイクロ株式会

社の提供する「ウイルスバスター マルチデバイス 

月額版」を利用して、インターネットに接続した利

用者端末（ウイルスバスターの提供を受けるための

通信端末）内で、インターネットの接続監視、コン

ピュータウィルスの検出、駆除およびインターネッ

トへのアクセスに係るプライバシー保護などのセ

キュリティ対策を行うものです。1契約の月額利用

料金は、税抜 500円です。 

 

第 27条（免責） 

1 当社は、「ウイルスバスター マルチデバイス 

月額版」が有する機能、性能およびその他の仕様の

範囲でウイルスバスター提供し、契約者の期待通り

の機能を有すること、期待する成果を実現するこ

と、その他完全な機能を果たすことを保証するもの

ではありません。 

2 ウイルスバスターの利用に起因して、契約者また

は第三者に生じた直接的損害、間接的損害および逸

失利益に関して、当社はいっさいの責任を負いませ

ん。 

 

第 3章 i-フィルターサービス 

第 28条（i-フィルターサービスの内容） 

1 i-フィルターとは、株式会社デジタルアーツの提

供するソフトウェア（i-フィルター マルチデバイ

ス）を利用して、インターネット上の Webページへ

のアクセスに係るコンテンツの表示規制を行うも

のです。 

 

 

第 24条（定めなき事項） 

 

第 2章 ウイルスバスター 

第 25条（ウイルスバスターの内容） 

 

契約者又は利用者が、ウイルスバスターを利用者端

末にインストールすることで利用者端末のインタ

ーネットの接続監視、コンピュータウィルスの検

出、駆除及びインターネットへのアクセスにかかる

プライバシー保護等のセキュリティ対策を行うも

のとします。1契約の月額利用料は、500円（税込 550

円）とするものとします。 

 

 

 

第 26条（免責） 

当社は、ウイルスバスターが有する機能、性能及び

その他の仕様の範囲でウイルスバスターを提供す

るものであり、契約者及び利用者の期待通りの機能

を有すること、期待する成果を実現すること、その

他契約者及び利用者の希望する完全な機能を果た

すことを保証するものではないものとします。 

2 ウイルスバスターの利用に起因して契約者、利用

者及び第三者に生じた直接的損害、間接的損害及び

逸失利益に関して、当社は一切の責任を負わないも

のとします。 

 

第 3章 i-フィルター 

第 27条（i-フィルターの内容） 

契約者又は保護者等の法定代理人が、i-フィルター

を未成年者の利用者端末にインストール及び設定

することで、未成年者の利用者端末において契約者

又は保護者等の法定代理人の判断のもとインター

ネット上の Webページへのアクセスにかかるコンテ

ンツの表示規制を行うことが出来るものとします。

なお、この場合、利用者による i-フィルターの利用



 

 

2 契約の月額利用料金は、税抜 360円です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 29条（利用対象者） 

1 契約者は、i-フィルターを利用するために設定し

たインターネット接続環境を経由して、利用対象者

に i-フィルターを利用させることができるものと

します。なお、この場合、利用対象者による i-フィ

ルターの利用は、契約者による i-フィルターの利用

とみなされます。 

2 契約者は、当社が、前項に基づき i-フィルターを

利用させることができる利用対象者の数を制限す

る場合があることを承諾するものとします。 

3 i-フィルターは、日本国内において、契約期間内

に 1契約につき同一世帯のスマートフォンおよびコ

ンピュータのうち 1台のみで利用できるものとしま

す。 

 

第 30条（免責） 

1 当社は、「i-フィルター マルチデバイス」が有す

る機能、性能およびその他の仕様の範囲で i-フィル

ターを提供するものであり、契約者の期待通りの機

能を有すること、期待する成果を実現すること、そ

の他契約者の希望する完全な機能を果たすことを

保証するものではありません。 

 

は、契約者による i-フィルターの利用とみなされる

ものとします。 

2 契約の月額利用料は、360円（税込 396円）とす

るものとします。 

4 契約者は、当社が、第 1項に基づき i-フィルター

を利用させることが出来る利用者の数を制限する

場合があることにあらかじめ同意するものとしま

す。 

5 i-フィルターは、日本国内において、契約期間内

に 1契約につき同一世帯のスマートフォン及びコン

ピュータのうち 1台のみで利用出来るものとしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 28条（免責） 

当社は、i-フィルターが有する機能、性能及びその

他の仕様の範囲で i-フィルターを提供するもので

あり、契約者、保護者等の法定代理人及び利用者の

期待通りの機能を有すること、期待する成果を実現

すること、その他契約者、保護者等の法定代理人及

び利用者の希望する完全な機能を果たすことを保

証するものではないものとします。 



2 i-フィルターの利用に起因して、契約者またはそ

の他第三者に生じた直接的損害、間接的損害および

逸失利益に関して、当社はいっさいの責任を負いま

せん。 

 

第 4章 Internet SagiWall for マルチデバイス 

第 31条（Internet SagiWall for マルチデバイス

の内容） 

1 SagiWall単体とは、当社が、BBソフトサービス

株式会社の提供する「Internet SagiWall for マル

チデバイス」を利用して、インターネットに接続し

た契約者端末（SagiWall 単体の提供を受けるための

通信端末）内で、ウイルス対策ソフトでは検知が困

難な、インターネット詐欺の疑いのある危険なウェ

ブサイトの発見、警告を行うものです。1契約の月

額利用料金は、税抜 300円です。 

2 SagiWall単体使用許諾契約は、本約款の一部を構

成するものとし、契約者は、SagiWall単体使用許諾

契約に基づいて SagiWall 単体を利用するものとし

ます。 

3 SagiWall単体は、日本国内で契約期間内において、

1契約につき同一世帯のスマートフォンおよびコン

ピュータのうち 3台までの範囲内で利用できるもの

とします。 

 

第 32条（免責） 

1 当社は、「Internet SagiWall for マルチデバイ

ス」が有する機能、性能およびその他の仕様の範囲

で SagiWall単体を提供するものであり、契約者の

期待通りの機能を有すること、期待する成果を実現

すること、その他契約者の希望する完全な機能を果

たすことを保証するものではありません。 

2 SagiWall単体の利用に起因して、契約者またはそ

の他第三者に生じた直接的損害、間接的損害および

逸失利益に関して、当社はいっさいの責任を負いま

せん。 

2 i-フィルターの利用に起因して、契約者、保護者

等の法定代理人及び利用者又はその他第三者に生

じた直接的損害、間接的損害及び逸失利益に関し

て、当社は一切の責任を負わないものとします。 

 

第 4章 SagiWall 

第 29条（SagiWallの内容） 

 

契約者又は利用者が、SagiWallを利用者端末にイン

ストールすることで利用者端末からのウイルス対

策ソフトでは検知が困難な、インターネット詐欺の

疑いのある危険なウェブサイトへの接続を発見及

び警告を行うものとします。1契約の月額利用料は、

300円（税込 330円）とするものとします。 

 

 

2 SagiWall使用許諾契約は、本約款の一部を構成す

るものとし、契約者及び利用者は、SagiWall使用許

諾契約に基づいて SagiWall を利用するものとしま

す。 

3 SagiWallは、日本国内で契約期間内において、1

契約につき同一世帯のスマートフォン及びコンピ

ュータのうち 3台までの範囲内で利用出来るものと

します。 

 

第 30条（免責） 

当社は、SagiWallが有する機能、性能及びその他の

仕様の範囲で SagiWall を契約者又は利用者へ提供

するものであり、契約者及び利用者の期待通りの機

能を有すること、期待する成果を実現すること、そ

の他契約者及び利用者の希望する完全な機能を果

たすことを保証するものではないものとします。 

2 SagiWallの利用に起因して、契約者、利用者及び

その他第三者に生じた直接的損害、間接的損害及び

逸失利益に関して、当社は一切の責任を負わないも

のとします。 



第 5章 カスペルスキーマルチプラットフォームセ

キュリティ＋Internet SagiWall for マルチデバイ

ス 

第 33条（カスペルスキーマルチプラットフォーム

セキュリティ＋Internet SagiWall for マルチデバ

イスの内容） 

1 カスペルスキー＋SagiWallとは、カスペルスキー

を利用して、インターネットに接続した契約者端末

（カスペルスキー＋SagiWallの提供を受けるため

の通信端末）内でセキュリティ対策を行うものと

SagiWallという、当社が、BBソフトサービス株式

会社の提供する SagiWall を利用して、インターネ

ットに接続した契約者端末（カスペルスキー＋

SagiWallの提供を受けるための通信端末）内で、ウ

イルス対策ソフトでは検知が困難な、インターネッ

ト詐欺の疑いのある危険なウェブサイトの発見、警

告を行うものをセットにしたものです。1契約の月

額利用料金は、税抜 650円です。 

2 カスペルスキー使用許諾契約と SagiWall使用許

諾契約は、本約款の一部を構成するものとし、契約

者は、カスペルスキー使用許諾契約と SagiWall使

用許諾契約に基づいてカスペルスキー＋SagiWall

を利用するものとします。 

 

第 34条（免責） 

1 当社は、カスペルスキーが有する機能、性能およ

びその他の仕様の範囲と SagiWallが有する機能、

性能およびその他の仕様の範囲でカスペルスキー

＋SagiWallを提供するものであり、契約者の期待通

りの機能を有すること、期待する成果を実現するこ

と、その他契約者の希望する完全な機能を果たすこ

とを保証するものではありません。 

 

 

2 カスペルスキー＋SagiWallの利用に起因して、契

約者またはその他第三者に生じた直接的損害、間接

第 5章 カスペルスキー＋SagiWall 

 

 

第 31条（カスペルスキー＋SagiWallの内容） 

 

 

契約者又は利用者が、カスペルスキー＋SagiWallの

うちカスペルスキーを利用者端末にインストール

することで利用者端末のセキュリティ対策を行う

ものと契約者又は利用者が SagiWallを利用者端末

にインストールすることで利用者端末からのウイ

ルス対策ソフトでは検知が困難な、インターネット

詐欺の疑いのある危険なウェブサイトへの接続を

発見及び警告を行うものをセットにしたものとし

ます。1契約の月額利用料は、650円（税込 715円）

とするものとします。 

 

 

2 カスペルスキー使用許諾契約と SagiWall使用許

諾契約は、本約款の一部を構成するものとし、契約

者及び利用者は、カスペルスキー使用許諾契約と

SagiWall使用許諾契約に基づいてカスペルスキー

＋SagiWallを利用するものとします。 

 

第 32条（免責） 

当社は、カスペルスキーが有する機能、性能及びそ

の他の仕様の範囲と SagiWallが有する機能、性能

及びその他の仕様の範囲でカスペルスキー＋

SagiWallを提供するものであり、カスペルスキーと

SagiWallそれぞれが契約者及び利用者の期待通り

の機能を有すること、期待する成果を実現するこ

と、その他契約者及び利用者の希望する完全な機能

を果たすことを保証するものではないものとしま

す。 

2 カスペルスキー＋SagiWall の利用に起因して、契

約者、利用者及びその他第三者に生じた直接的損



その他文言の統一と見直しを行いました。 

的損害および逸失利益に関して、当社はいっさいの

責任を負いません。 

害、間接的損害及び逸失利益に関して、当社は一切

の責任を負わないものとします。 


